
平成２６年１１月富津市教育委員会定例会議 会議録

１ 会議の名称 富津市教育委員会定例会議

２ 開催日時
平成２６年１１月２７日（木）

１３時３０分から１４時００分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎４階４０１会議室

４ 審議等事項

○付議議案

議案第１号 平成２６年度富津市一般会計予算教育費歳出

１２月補正予算について

議案第２号 富津市立小学校設置条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第３号 富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の

      一部を改正する条例の制定について

○報告事項

報告第１号 後援申請について

５ 出席者名

榎本委員長、小坂委員長職務代理者、池田委員、宮田委員、

渡辺教育長、古宮教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、

神子庶務課長、髙梨学校教育課主幹、須藤教育センター主幹、

島田生涯学習課長、中後体育振興課長、鈴木中央公民館館長、

村石富津公民館館長、須山市民会館館長、刈込庶務係長、佐久

間庶務係主査、森川庶務係主事

６ 公開又は非公開の

別

公開  ・  一部非公開  ・  非公開

７ 非公開の理由
富津市情報公開条例第２３条第 項第 号に該当

（理由）

８ 傍聴人数         ０人        （定員 ６人）

９ 所管課
教育部庶務課庶務係

電話 ０４３９－８０－１３４０

10 会議録（発言の内

容）

別紙のとおり
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平成２６年１１月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

榎本委員長 

小坂委員 

榎本委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。委員長報告を兼ねてご挨拶を申しあげます。１０月

３１日から１１月３日まで「富津市民文化祭２０１４」が開催されまし

た。１０月３１日には「富津市小中音楽の集い」があり、市内の小中学

校１７校の代表が素晴らしい歌声を響かせていました。ステージに上が

った子どもたちは姿勢をただし、少し上体を前に傾け、視線を真っ直ぐ

指揮者に向け、一生懸命にそして楽しそうに歌っていました。発声もと

てもきれいで、日々の練習の成果が存分に発揮されていました。また、

すべての発表が終わった後で、林啓太さんによるマリンバの演奏があり

ました。楽器の紹介もあり、マリンバと共にスティールパンというトリ

ニダード・トバゴで発明された打楽器の説明がありました。初めて見る

楽器でしたが倍音効果のある澄んだ音色が印象的でした。演奏も素晴ら

しく曲目もとなりのトトロ、リトルマーメイドなどポピュラーな曲の演

奏に会場にいた全員が手拍子で応えていました。いろいろな曲、いろい

ろな楽器にふれることで音楽への楽しみ方も広がっていくのだと感じ

ました。また、各公民館、総合社会体育館ではサークル、個人の作品の

展示があり、日頃の練習の成果がうかがわれました。やはりこうした発

表の場があることで日々の練習の励みになると思います。それでは、平

成２６年１１月富津市教育委員会定例会議を始めます。本日の会議録署

名委員の指名ですが、小坂委員さんにお願いします。 

はい。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

はい。資料１ページをご覧ください。委員長からもお話がありました１

項目目の音楽のつどいは、この後中央公民館から報告される市民文化祭

の一環としても位置づいていますが、例年通りここに記載しました。ご

出席いただいた委員の皆様ありがとうございました。市内１７校すべて

がすばらしい演奏を披露してくれました。このうち、飯野小・関豊小・

大貫中は、５項目目の君津地方音楽会にも参加しました。関豊小全児童

１１人の演奏は特に感動を呼び、ひときわ大きい拍手が贈られていまし
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榎本委員長 

今井参事 

た。３項目目は、通学路・学校施設・読書環境の改善等の要望ですので、

市民部・経済環境部・建設部とともに、庶務課・学校教育課・生涯学習

課が対応しました。４項目目は、天羽高校が今年度・来年度の２年間、

首都大学東京の支援を受けて取り組んでいる防災学習の発表会です。講

師陣の実験学習・講話などに加えて、吹奏楽部と合唱部のミニコンサー

トあり、富津市社会福祉協議会が主催した東日本大震災被災地での研修

に参加した生徒の報告あり、１年生がタブレット端末を使って当日午前

中に行った地域調査に基づく発表ありと、実に内容豊富でした。今後、

地域や小・中学校等にも成果を還元してくれることと思います。６項目

目の学力向上交流会は県教委の事業です。毎年教育事務所ごとに行われ

ており、今年度は本市が会場を引き受けたものです。秋晴れの午後、南

房総教育事務所管内の小・中学校及び特別支援学校から、管理職や教務

主任・研究主任等、学習指導のリーダー３００人ほどが参加しました。

内容は、全教科・領域の授業参観、学力向上に係る県の事業説明、１０

の分科会に分かれての優れた実践の紹介や交流などでした。授業参観で

は、どの場面やどの教室を覗いても、生徒同士や生徒と教員の日頃の良

好な関係が窺えました。交流会をよい研修の機会ととらえて丁寧に取り

組んできた富津中学校職員集団の前向きな姿勢が、よく現れていたと思

います。学校全体に落ち着きと活気があり、多くの参加者から非常に高

く評価されていました。他の項目についてはご覧ください。教育長報告

は以上です。 

はい。ありがとうございました。次に各課報告をお願いします。始めに

学校教育課お願いします。 

はい。学校教育課から報告いたします。１１月４日から１１月２５日に

かけて青堀、佐貫、富津、金谷、大貫の各小学校で、平成２７年度に小学

校へ入学する児童の健康診断を実施し、これによりまして、対象児童の就

学時健康診断は無事終了となりました。１０月６日に実施予定でした富津

小学校・吉野小学校への南房総教育事務所長学校訪問が台風のため延期と

なっておりましたが、富津小学校は、１１月１２日に、吉野小学校は、１

１月１９日にそれぞれ実施しました。両校とも校舎内外の環境整備も整う
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榎本委員長 

須藤主幹 

榎本委員長 

島田課長 

中、各クラスで授業を展開しましたが、視聴覚機器を効果的に活用したり、

教材教具により具体的な操作をしながら問題を解決したりするなど、児童

一人一人が意欲的に学習に参加できるよう工夫されていました。１１月２

１日に今年度最後となる第３回就学指導委員会を４０１会議室で開催い

たしました。対象者は未就学児７名、小学校１年生２名、２年生１名、３

年生１名、６年生２名の合計１３名でした。結果につきましては、通常学

級で留意観察し指導を続ける者２名、特別支援学級で指導する者１０名、

特別支援学校へ就学する者１名の判定が出ました。今後、学校と連携し、

適正な就学指導を進めて参ります。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。 

はい。教育センターの報告をいたします。１１月１１日、富津市小学校

体操大会が富津小学校体育館にて開催されました。市内小学校１２校全

てから参加があり、日頃の練習の成果を発揮すべく、マット・鉄棒・跳

び箱の三種目を巡って技を競い合いました。全力を尽くした演技に、観

客からも大きな拍手が贈られていました。１１月１８日には、環小学校、

本日１１月２７日には、湊小学校にて南房総教育事務所指導室計画訪問

が実施されています。両校とも、訪問を研修の一環ととらえ、指導案を

作成しての授業展開、備えておくべき諸帳簿の確認、指導主事によるき

め細かな指導等を通して、学校の課題の解決や各自の授業改善に生かし

ています。１１月２１日、さわやか教室の自然体験学習として、みかん

狩りを実施しました。障子谷にみかん畑を持つ方のご厚意により、例年

通り実施することができました。当日は生徒２名、保護者１名が参加し、

自然の恵みのありがたさや人と触れ合う楽しさを実感していました。ど

の子も抱えきれないほどのみかんを収穫でき、笑顔で持ち帰ることがで

きました。教育センターの報告は以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課の報告を申しあげます。１１月７日に市役所会議室で、

平成２６年度第２回生涯学習推進協議会が大野会長をはじめ、委員１３

名、教育長、部長出席の下、開催されました。議題を、来年２月１日富

津公民館にて開催されます第１５回富津市生涯学習推進大会の開催に
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榎本委員長 

中後課長 

ついてとし、協議しました。講演の講師は元ＮＨＫキャスターの村松真

貴子氏に決定されました。また、オープニングアトラクションが関豊小

学校による三味線演奏及び合唱に決まりました。１１月２４日、富津市

青少年連絡協議会が主催する、「第４３回富津市あすをきずく青少年の

集い大会」が、今年は、大佐和地区で行われました。大佐和幼稚園を集

合場所に、教育長を来賓に迎え、開会式、準備体操の後、東京湾観音を

目指し出発しました。参加者は、親子、小中学生のグループなど１７１

名でした。明日１１月２８日富津公民館におきまして、平成２６年度社

会人権教育地区別研修会が、千葉県教育庁南房総教育事務所主管により

開催されます。市原、君津、安房地区の社会教育関係者、民生福祉関係

者、など３００名ほどが参加されると聞いています。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて体育振興課お願いします。 

はい。体育振興課の報告を申しあげます。１１月９日に総合社会体育館

におきまして、ニュースポーツ教室が富津市スポーツ・レクリエーショ

ン推進員連絡協議会の主催により開催され、３８名の参加がありまし

た。本年は老若男女を問わず、誰でも気軽に楽しめるニュースポーツと

して室内ペタンクの講習会を行ったところ、ゲーム性もあることから非

常に楽しげに取り組んでいました。これは、２年前にスポーツ少年団が

甲州市を訪問した際に行った交流スポーツで、その手軽さ、楽しさから

本市においても取り組もうとスポーツ・レクリエーション推進員の方々

が準備したものです。次に、１１月１６日に第３９回富津市ママさんバ

レーボール大会が総合社会体育館にて開催され、１１チーム、１３３名

の参加があり、熱戦の末、富津フェニックスが優勝、大佐和地区のチー

ム、フレンドが準優勝しました。各チームとも日頃の練習の成果を十分

に発揮し、いい汗を流しておりました。次に、第３７回千葉県民マラソ

ン大会についてですが、去る１０月１日より参加者の募集を開始しまし

た。１１月１９日には、第１回運営委員会が各種団体からの推薦された

委員の出席を得て、５０２会議室にて開催されました。佐久間市長の挨

拶の後、運営委員会会長に富津市陸上競技協会会長の藤井公夫氏、副会

長に富津市観光協会会長の松本孝氏、富津地区区長会会長の白石良造氏
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榎本委員長 

鈴木館長 

榎本委員長 

村石館長 

が選出されました。その後、主催の千葉日報社から本年の大会概要の説

明があり、本年も３月１日の大会の実施に向けてスタートを切りまし

た。本年は、これまでにも増して沿道で多くの方々の声援、応援をお願

いしたいと考えています。次に、１１月２３日に第３２回市民ハイキン

グが富津市民の森・戸面原ダム周辺にてスポーツ推進委員・事務局を含

め約１３０名の方が参加し実施されました。高宕山自然動物園駐車場で

の休憩では動物園の見学や牛乳、焼き芋が振る舞われ、ハイキング終了

後には、スポーツ推進委員手づくりの豚汁が参加者に振る舞われたとこ

ろです。以上で、体育振興課の報告を終わります。 

はい。ありがとうございました。続いて中央公民館お願いします。 

はい。中央公民館から報告いたします。１０月３１日から１１月３日ま

での４日間、総合社会体育館・富津公民館・中央公民館・市民会館にお

いて、富津市民文化祭２０１４を開催いたしました。開催期間中の全会

場での出演・出展者数は３，５８０人、総参観者数は、１５，７８５人

でした。昨年と比較いたしますと、出演・出展者数は５４３人の減、参

観者数は１，１７７人の増となりました。参観者数の会場別では、総合

社会体育館６４７人、富津公民館９，９３０人、中央公民館３，０９０

人、市民会館２，１１８人でありました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。最後に富津公民館お願いします。 

はい。富津公民館より平成２７年富津市成人式開催要項についてご報告

申しあげます。趣旨は、成人に達する若者の新しい門出を祝福するとと

もに、良き社会人として自ら生き抜こうとする青年を励ますことを目的

とし、厳粛な中にも温かみの溢れる式典とする、主催は、富津市・富津

市教育委員会でございます。日時は、平成２７年１月１１日（日曜日）、

午後２時開式、会場は、富津市富津公民館です。対象者は、平成６年４

月２日から平成７年４月１日までに生まれた市内在住者４７２名及び

市外転出者で出席を希望するものです。内容は、式典・意見発表・記念

写真撮影を予定しており、記念品として新成人に記念写真を贈呈いたし

ます。日程は、午後１時１５分から受付、午後２時から式典が開始され

ます。司会進行は、富津地区の鹿島悠希さん、三田恵梨子さん、開式の
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榎本委員長 

神子課長 

言葉は高橋副市長です。国家斉唱の指揮者は天羽地区の田町涼子さん、

ピアノは同じく天羽地区の山野井佳穂さん、主催者代表挨拶は佐久間市

長です。来賓祝辞は、国会議員、県議会議員、市議会議長を予定してお

ります。午後２時３０分より、５名の方が成人としての意見発表を行い

ます。富津地区の宮澤敏史さん、大貫地区の為村涼太さん、佐貫地区の

斉藤義伎さん、天羽地区の渡邉浩平さん、峰上地区の牧野翔さんが行い

ます。新成人に贈ることばを、佐貫中学校斉藤世奈さんが、二十歳への

手紙を私が行います。午後３時に、閉式の言葉を渡辺教育長が行います。

そして午後３時１０分の記念写真撮影をもちまして、終了となります。

以上でございます。 

はい。ありがとうございました。教育長報告及び各課報告の中で質問あ

るいは確認したいことがございますか。無いようですので、次に付議議

案に入ります。議案第１号平成２６年度富津市一般会計予算教育費歳出

１２月補正予算についてお願いします。 

はい。それでは、議案第１号平成２６年度富津市一般会計予算教育費歳出１２

月補正予算について、総括でご説明させていただきます。５ページをお開き

ください。今回の補正に歳入はございません。歳出についてご説明させて

いただきます。１０款、教育費、１項、教育総務費、２目、事務局費、１

１節、需用費の印刷製本費の７９１千円の補正増は、平成２７年度に小学

校に配付する社会科副読本３１０冊を増刷しようとするものでございま

す。平成２２年度に１，５００冊印刷しましたが、当初の予測より児童数

の減少が少なかったこと等により不足が生じたものです。次に、２項、小

学校費、１目、学校管理費、１１節、需用費の修繕料の４，６９６千円の

補正増及び表中４行下の３項、中学校費、１目、学校管理費、１１節、需

用費の修繕料の２，９７２千円の補正増は、校舎等の老朽化している学校

が多く、内部、外部、設備の修繕が発生していること、また、老朽化の進

行に加え、台風接近による緊急修繕も発生したため、児童・生徒の安全・

安心を確保しようとするものでございます。次に、３行戻っていただいて、

２項、小学校費、１目、学校管理費、１３節、委託料の４，２００千円の

補正減及び３項、中学校費、１３節、委託料の２，４８６千円の補正減は、
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榎本委員長 

今井参事 

榎本委員長 

小坂委員 

消防用設備等保守点検業務委託及び特殊建築物定期調査報告業務委託等の

入札執行残による減額でございます。次に、３項、中学校費、２目、教育

振興費、１３節、委託料の２，０３２千円の補正減は、外国人英語指導助

手（ＡＬＴ）派遣業務委託の入札執行残による減額でございます。次に、

５項、保健体育費、２目、給食管理費、１３節、委託料の１２，４３７千

円の補正減は、共同調理場調理等業務委託及び学校給食調理場等害虫駆除

及び消毒業務委託の入札執行残による減額でございます。歳出補正予算要

求合計額は、１２，６９６千円の補正減でございます。以上です。よろし

くご審議のほどお願い申しあげます。 

はい。ありがとうございました。議案第１号について質問がございます

か。無いようですので、議案第１号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案第１号は、承認されました。続いて

議案第２号富津市立小学校設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いてお願いします。 

はい。議案第２号についてご説明いたします。８ページをご覧ください。

富津市教育委員会は、富津市立小学校設置条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するよう市長に申し出るものとするものです。関豊小

学校については、少子化による学校の小規模化が著しく、在校生１１名

の中で充実した教育環境を提供することが困難な状況となっています。

そこで、当該小学校を環小学校に統合し学校規模の適正化を進め、子ど

もたちの成長に寄与できる充実した教育環境の提供を確保するため条

例の一部を改正するものです。具体的に説明いたしますので、１０ぺー

ジの富津市立小学校設置条例新旧対照表をご覧ください。左側の現行欄

の第２条の表中アンダーラインのある富津市立関豊小学校を、右側の改

正案のとおり削除いたします。なお、附則としまして、改正後の条例は、

平成２７年４月１日より施行いたします。ご審議、よろしくお願い申し

あげます。 

はい。ありがとうございました。議案第２号について質問がございます

か。 

はい。質問ではないのですが、議案第２号、関豊小と環小の統合につい
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榎本委員長 

中後課長 

ての提案理由について一言申し添えたいと思います。「少子化により、

充実した教育環境を提供できなくなった｣という理由から「学校規模の

適正化」を進め、今日に至ったわけです。しかし、「教育の原点」とも

言うべき少人数指導のすばらしさ、学習も心も身体も子どもたちの成長

に寄与できる充実した教育環境であったということを確認したいです。

今、廃校となる関豊小学校、受け入れとなる環小学校共に残りの一日一

日を大切にしながら、統合に向けて万全を期して進めていることでしょ

う。明るく希望ある統合となるようにと心から願っています。 

はい。ありがとうございました。議案第２号について承認される方は、

挙手をお願いします。挙手全員ですので議案第２号は、承認されました。

続いて議案第３号富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてお願いします。 

はい。それでは、議案第３号富津市体育施設の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いた

します。お手元の資料の１１ページをお開きください。初めに、

提案理由でございますが、浅間山運動公園のテニス場に設置し

ている全天候型アスファルト系コートをフットサル兼用コート

として整備したことに伴い、関連する規定の整備等をするため、

条例の一部を改正するものでございます。改正内容について、

ご説明いたします。１２ページ及び新旧対照表として１５ペー

ジをご覧いただきたいと思います。別表１総合社会体育館使用

料の表中、設備器具の項を現状に合わせ、体操の目
もく

を削除いた

します。現状と言いますのは、体操の設備器具が、体育館には

設置されてないということです。別表４浅間山運動公園使用料

の表中、テニス場使用料の項中、提案理由で説明しました全天

候型アスファルト系コートにフットサル兼用の表記を加えま

す。また、浅間山運動公園のシャワーが壊れており、利用希望

もないことからテニス場使用料及び野球場使用料の欄から削除

いたします。附則についてでございますが、１の施行期日です

が、公布の日から施行しようと考えております。２についてで
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榎本委員長 

神子課長 

榎本委員長 

神子課長 

榎本委員長 

すが、消費税の税率改正に伴い昨年１２月に本条例を改正しま

したが、平成２７年１０月１日から施行予定の規定に総合社会

体育館使用料に体操の設備器具の規定が、また、浅間山運動公

園使用料にシャワーの使用料の規定があることからテニス場使

用料及び野球場使用料の欄から削除しようとするものでありま

す。以上で説明を終わります。 

はい。ありがとうございました。議案第３号について質問がございます

か。無いようですので、議案第３号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案第３号は、承認されました。次に報

告事項に入ります。報告第１号後援申請について説明をお願いします。

はい。それでは、報告第１号後援申請につきましてご報告させていただ

きます。資料の１７ページをお開きください。平成２６年１０月２０日

から１１月１１日までの後援申請受付分につきましては、次の１８ペー

ジに記載のとおり石のまちシンポジウム実行委員会委員長鈴木裕士氏

外４件を承認しましたのでご報告いたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。報告第１号について質問がございます

か。無いようですので、次にその他お願いします。何かございますか。

無いようですので庶務課お願いします。 

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議の日程でございますが、１

２月１９日（金曜日）午後３時３０分から、今回と同様、市役所４階、

４０１会議室にて開催を予定しております。よろしくお願いいたしま

す。また、本日の定例会終了後、平成２７年度教育費当初予算要求方針

及び概要について及び同２７年度教育部組織案について、ご説明したい

と考えていますので、委員協議会の開催をよろしくお願いいたします。

以上でございます。 

はい。ありがとうございました。以上で本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


