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令和元年６月富津市教育委員会定例会議録

１ 会議の名称 富津市教育委員会定例会議

２ 開催日時
令和元年６月 27 日（木）

10 時 00 分から 10 時 35 分

３ 開催場所 市役所 4階 401 会議室

４ 審議等事項

○付議議案

議案第１号 富津市学校給食運営委員の委嘱及び任命に

ついて

報告第１号 富津市教育支援委員会委員及び専門調査員の委嘱

について

報告第２号 専決事項の報告について（後援申請）

５ 出席者名

岡根教育長、坂部教育長職務代理者、小坂委員、池田委員、嶋

野委員、笹生教育部長、須藤教育部参事兼学校教育課長、重城

教育総務課長、細谷学校教育課主幹、河野教育センター所長、

當眞生涯学習課長、渡邉公民館長、刈込教育総務課長補佐、達

教育総務課主事

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 (理由)

８ 傍聴人数 ０人 （定員 ６人）

９ 所管課 教育部教育総務課庶務係 電話 0439-80-1340

10 会議録

（発言の内容）

別紙のとおり
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令和元年６月富津市教育委員会定例会議録

発 言 者 発 言 内 容

岡根教育長

池田委員

岡根教育長

梅雨に入りうっとうしい日々が続きますが、委員の皆さんには、体調

など崩さずご健勝のことと拝察します。さて、令和になって初めての

市議会もありました。ニュースでは、高齢者の交通事故など、暗いニ

ュースが多く流れていますが、新しい時代を迎え、心新たに、富津市

の子供たちや市民のための教育行政を展開していきたいと思います。

それでは、会議を始めていきたいと思います。本日の議題については、

富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命についてなど、議案１

件、報告２件です。忌憚のないご意見をお願いします。それでは、令

和元年６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

委員の指名でございますが、池田委員にお願いします。

はい。

最初に、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。１

の富津市消防団消防操法大会ですが、ポンプ車の部に８分団、小型ポ

ンプの部の７分団が参加し、各分団ともきびきびとした素晴らしい演

技を見せてくれました。ちなみにポンプ車の部の優勝は６分団、準優

勝は７分団、小型ポンプの部の優勝は、７分団、準優勝は、12 分団で

した。それぞれ、今年と来年の支部大会に出場することとなりました。

２の富津市文化協会主催の芸術祭ですが、６月８日から８月 11 日まで

の開催で９日は、中央公民館で、式典があり市長、議長と共に出席し

ました。文化協会所属の皆さんの発表が 38 年も続く、芸術祭ですが、

これからも続けてほしいと思いました。３の富津市教職員組合定期大

会ですが、組合員の２分の１の代議員制で開催されました。私は開会

行事のみの参加ですが、頂いた資料を見ると、学校の再配置に対する

不安、スクールバスや児童生徒教師の人間関係の不安、働き方改革で

は、部活動のあり方や業務改善の要望等が出されておりました。４の

カールスバット市からの高校生の訪問ですが、９名の生徒と引率者２

名が来庁し、市長と懇談をしました。生徒らは市内にホームステイし、
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重城課長

岡根教育長

須藤参事

岡根教育長

河野所長

大貫小学校と君津商業高校を訪問し、交流をします。大貫小学校の児

童にとってとてもよい体験になると思います。次に、６月議会の報告

ですが、公共施設再配置推進計画に絡んで、小中学校の再配置方針は

どういうものか。学校給食費の無償化についての他の市町村の動向と

本市の考えはどういうものか。スクールバスの運行予定はどうなって

いるのか。放課後の過ごし方として学童保育と放課後ルームの実情と

課題について、エアコン導入の状況について、通学路の安全対策につ

いて等が出されました。以上で教育長報告を終わります。何か、ご質

問ご意見がございますか。無いようですので、各課報告をお願いしま

す。始めに教育総務課、お願いします。

はい。教育総務課から報告いたします。６月１日、児童･生徒の熱中症

対策として着手した小中学校の 141 普通教室の空調設備を供用開始い

たしました。供用開始時期について、君津地域４市のなかでは一番早

いものであります。以上です。

はい。ありがとうございました。続いて学校教育課、お願いします。

はい。学校教育課から報告いたします。５月 31 日に富津市学校警察連

絡委員会全体研修会を開催しました。前段で、今年度の諸計画を協議

し、続いて富津警察署生活安全課･小関課長から県下、市内の犯罪の現

状に触れながら、講話をいただきました。６月 25 日には教育長訪問と

して、富津小学校を、教育長をはじめ教育委員の方々と教育委員会事

務局で訪問いたしました。学力向上に向けた教育実践がなされ、真剣

に授業にとりくむ教師と児童の姿が見られたと思います。６月 26 日に

第２回校長会議を行いました。会議内容については、お手元の資料で

ご確認ください。主に夏期休業中の職員の服務、及び施設の管理、教

育センター主催の夏期研修講座を中心に説明しました。学校教育課の

報告は以上です。

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。教育センターから報告いたします。５月 30 日、502 会議室にて

特別支援教育連携協議会を開催しました。令和元年度の富津市の特別

支援教育の取り組みを提案すると共に、市内の保育所･小中学校･関係
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部署の取り組みについて、情報交換を行いました。６月４日、401 会議

室にて特別支援教育コーディネーター研修会を開催しました。講師に、

千葉県教育庁南房総教育事務所特別支援アドバイザーの平野恵子先生

をお迎えし、特別支援コーディネーターの役割、特別な支援が必要な

子供たちへの指導、支援、進路について研修を行いました。元千葉聾

学校の校長も務められた講師の経験談を聞かせていただき、充実した

研修の場となりました。６月５日、市民ふれあい公園富津臨海陸上競

技場において君津支部中学校陸上競技大会が行われました。当日はさ

わやかな晴天のもと、リニューアルした競技場で、生徒たちは全力で

競技に参加し、学校対抗では、富津中学校が総合第３位となりました。

個人では、５名が県標準記録を突破し、県大会出場の資格を獲得する

など、健闘しました。結果についてはお手元の資料をご覧ください。

６月 18 日に金谷小学校、６月 21 日に富津中学校で南房総教育事務所

指導室計画訪問が行われました。訪問を研修の一環ととらえ、学校経

営説明、授業参観、学校として必要な諸帳簿の点検、教科ごとの分科

会、全体講評等により指導を受けました。また、児童･生徒が落ち着い

ていて、授業態度がよく、先生と生徒の関係がよいとの評価をいただ

きました。６月 19 日、袖ケ浦市臨海スポーツセンターにて、君津支部

中学校水泳記録会が開催されました。本市では、富津中と大貫中の生

徒が参加し、自己記録更新を目指して一生懸命競技していました。６

月 20 日、401 会議室にて、指導補助教員研修会を実施しました。昨年

度まで指導補助教員等の研修として開催しましたが、今年度から指導

補助教員の研修に変更し、情報交換を行うとともに、日頃の勤務の状

況や課題などについて話し合いました。６月 26 日、401 会議室にて管

理運営研修会を実施しました。講師に教育長をお迎えし、富津市の施

策に触れながら、学校現場の教育課題について、管理職・教務主任と

してどのように対応していくのかについて講話していただきました。

チームトーキングも行い、様々な考えを出し合いながら、改めて教頭･

教務としての役割について考える機会となりました。教育センターの

報告は以上です。
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岡根教育長

當眞課長

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。生涯学習課から報告いたします。６月４日、総合社会体育館に

おきまして第２回スポーツ推進委員会議を開催いたしました。６月７

日、８日、埼玉県さいたま市において 2019 年度関東スポーツ推進委員

研究大会が開催され、市スポーツ推進委員会長をはじめ６名のスポー

ツ推進委員が参加いたしました。当日は東京都をはじめ９都県から

2,194 名の参加のもと、86 名の方々が功労者表彰を受賞いたしました。

千葉県 11 名で富津市は渡邉まさ子会長が受賞いたしました。６月９日、

佐貫運動広場において県民の日記念第 36 回グラウンドゴルフ大会が、

91 名の参加により競技を実施しました。同じく、６月９日、総合社会

体育館におきまして県民の日記念第36回バドミントン大会が小学生22

名、中学生 212 名、計 234 名の参加のもと、小中学生は学年男女別に

より競技を実施いたしました。６月 20 日、502 会議室におきまして富

津市ふれあいスポーツフェスタ 2019 実行委員会第２回の会議を開催い

たしました。会場を市民ふれあい公園臨海陸上競技場を主会場とし、

競技種目として 100 メートル競走などの陸上競技をはじめ、ストラッ

クアウト、キックターゲット、ミニサッカー、ドッジボール、輪投げ、

玉入れなどの競技、体力測定で、握力、上体起こし、長座体前屈など

を実施することで決定されました。６月 22 日、いち川会議室において、

令和元年度富津市ＰＴＡ連絡協議会主催の功労者表彰式が行われまし

た。千葉県ＰＴＡ連絡協議会会長賞に、前市ＰＴＡ連絡協議会会長中

村智也氏ほか２名が、富津市教育委員会教育長感謝状には、前青堀小

学校ＰＴＡ会長渡邊正氏ほか 19 名が、富津市ＰＴＡ連絡協議会会長賞

には、前青堀小学校ＰＴＡ副会長安田久恵氏ほか 33 名が、表彰されま

した。６月 23 日、富津中学校武道場において、第 26 回ＦＴＳ杯争奪

少年柔道大会が、団体戦 10 チーム、個人戦小学１･２年生の部 13 名、

小学３･４年生の部 28 名、小学５･６年生の部 31 名、中学１年男子の

部 18 名、中学２年男子の部 23 名、中学３年男子の部 26 名、中学女子

の部 23 名、合計 162 名の方が参加し実施されました。日頃の練習の成

果を十分に発揮し、熱戦を繰り広げ、また他校選手との交流も活発に
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

嶋野委員

行われました。資料はございませんが、旧社会体育館解体工事につき

ましては、５月 22 日の入札により、渡辺工務店に決定いたしました。

工事期間は、７月１日から 11 月 15 日までとなっております。大貫小

学校及び大貫中学校の児童生徒並びに地域住民に配慮して工事してま

いります。以上で、生涯学習課に係る報告を終わらせていただきます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館、お願いします。

はい。公民館から報告をいたします。５月 30 日、中央公民館にて、令

和元年度第１回富津市公民館運営審議会を開催しました。内容は、委

員長、副委員長の選出については、委員長には石井光一委員、副委員

長には川名泰委員が選任されました。また平成 30 年度の事業結果につ

いて、及び令和元年度の事業計画を議題とし、それぞれ承認･可決され

ました。また、報告事項として、令和元年度の教育費当初予算額につ

いて、説明を行いました。次に、５月 31 日、富津公民館にて、令和元

年度君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会定例総会を開催しまし

た。内容は、平成 30 年度事業報告及び決算報告、令和元年度事業計画

及び予算について議題とし、それぞれ承認･可決されました。また、新

役員も選出され、当市から石井光一委員が会長となりました。次に、

６月 16 日、富津公民館にて、令和２年富津市成人式実行委員委嘱式及

び第１回実行委員会を開催しました。新成人 10 名から構成する実行委

員へ、高橋市長から委嘱状の交付を行いました。実行委員名簿は机上

に配布しておりますのでご覧ください。実行委員長には、富津中学校

出身の林憧哉さん、副委員長には、富津中学校出身の秦野茜音さんに

決まりました。また、今年の成人式の式典の内容、記念行事について

事務局から説明し、令和２年の成人式に向けた話し合いを行いました。

今後も継続して、令和２年１月 12 日の成人式に向けて取り組んでまい

ります。公民館からは以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問･ご意見等はご

ざいますか。はい。嶋野委員。

はい。学校教育課に質問です。５月 31 日の富津市学校警察連絡委員会

全体研修会に関してですが、警察は学校付近や通学路のパトロールは
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細谷主幹

岡根教育長

池田委員

重城課長

岡根教育長

坂部委員

重城課長

岡根教育長

小坂委員

河野所長

行っているのでしょうか。具体的に子供の安心安全のためにどのよう

なことを行っていますか。また、研修はどのような内容でしたか。

はい。研修会の中では、生活安全課から富津市の児童･生徒の犯罪の状

況を具体的に説明いただきました。パトロールに関しては、富津･大佐

和･天羽に分かれて地区を見守っています。

はい。ありがとうございました。他に何かございますか。

はい。教育総務課に質問です。空調設備についてですが、三木議員の

議会質問にもありましたが、近隣市の状況はどのようなものですか。

また、当初の企画ではリース期間６か月とありますが、計画とおりで

すか。そして、閉校予定学校にも空調設備の導入をされましたが、そ

の後の活用方法はどのように予定していますか。

はい。はじめに近隣市の中では一番早い供用とお伝えしましたが、そ

の次には袖ケ浦市が７月に供用開始です。君津市と木更津市は、今年

の夏以降の供用と把握しております。次に、リース期間６か月後に財

産取得予定です。閉校５校に 26 台設置しました。その後は、既存校の

特別教室等に移設を検討しています。

はい。ありがとうございました。他に何かございますか。

はい。空調設備に関して質問です。外気温が何度から稼働するのか、

何度の設定ですか。また、全校で統一の温度ですか。

はい。昨年の４月に学校環境衛生基準が改正され、全校を対象に 30 度

以上だったものが、28 度以内になるよう教室内温度を設定しています。

はい。ありがとうございました。他に何かございますか。

はい。指導補助教員研修会での課題はありましたか。

はい。指導補助教員は現在７名で、小学校では青堀小学校と湊小学校

に各２名ずつ配置しています。中学校では富津中学校と大貫中学校と

天羽中学校に各１名ずつ配置しています。指導補助教員だけを集めた

初めての研修会でした。教育経験者が多いため、若い先生が多い中で

どこまで手を差し伸べるのが正解であるかという話がありました。青

堀小学校では学年に配置され、４クラス程度を順番に回っております。

それにより、担任の先生との細かい打ち合わせ等をする時間を作るこ
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岡根教育長

須藤参事

岡根教育長

須藤参事

とが難しいという話がありました。また、市の職員ですので、昼休憩

が１時間設けてありますが、学校現場では１時間の休憩は取ることは

難しく、合間での短い休憩になってしまうとの話もありました。指導

補助教員を求める学校は他にもありますが、まだ対応しきれていない

のが現状です。

はい。ありがとうございました。他に何かございますか。無いようで

すので、次に付議議案に入ります。議案第１号富津市学校給食運営委

員会委員の委嘱及び任命について、説明をお願いします。

はい。議案第１号について、ご説明申し上げます。４ページをお開き

下さい。富津市学校給食運営委員を富津市教育委員会行政組織規則第

５条第 12 号の規定に基づき、委員の議決を求めるものです。平成 30

年度末の人事異動及び役員改選に伴い、小学校長２名、ＰＴＡ役員３

名、養護教諭１名の変更があったため、泉澤由和氏、以下５名の方が

新任となります。なお、任期は令和元年７月１日から令和２年６月 30

日です。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第１号について、ご質問・ご意

見等はございますか。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。次に、報告事項に入ります。報告第１号富津市教育

支援委員会委員及び専門調査員の委嘱について、説明をお願いします。

はい。令和元年度富津市教育支援委員会委員及び専門調査員の委嘱に

ついてご報告します。６ページをご覧ください。障害のある児童・生

徒に適切な就学指導を行うための当委員会ですが、富津市教育支援委

員会規則第３条により委員は 15 名以内で組織し、任期は２年となって

います。教育支援委員会委員は専門医１名、学校医代表２名、市内学

校長３名、特別支援学級担任代表１名、保健主事代表１名、養護教諭

代表１名、児童相談所代表１名、君津特別支援学校校長１名、市役所

の庁内職員２名の 13 名で委員を構成しています。平成 30 年度末の人

事異動に伴い、６ページにある天羽中学校高梨校長、他６名を新規に

委嘱させていただきました。以上です。
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岡根教育長

重城課長

岡根教育長

河野所長

はい。ありがとうございました。報告第１号について、ご質問はござ

いますか。無いようですので、続いて、報告第２号専決事項の報告に

ついて、説明をお願いします。

はい。それでは報告第２号共催及び後援申請について、ご報告いたし

ます。７ページをご覧ください。報告第２号、共催及び後援申請に係

る専決処分について、報告いたします。８ページ記載のとおり、千葉

県教育研究会音楽教育部会南房総市原実行委員会ほか 14 件の申請を承

認いたしましたので報告いたします。資料８ページをご覧願います。

ほか後援申請を含め 15 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２号について、ご質問はござ

いますか。無いようですので、次にその他に入ります。何かございま

すか。

富津市小中学生夏季自習室の開放について説明します。今年度も夏季

休業中のうち７月 22 日から８月 23 日までの間のうち 20 日間、富津市

在住の小中学生を対象に、市役所２階第１委員会室を夏季休業中の自

主学習の場として開放します。目的は、学習の場を提供することによ

り学習への意欲の向上を図ることです。内容についてですが、申し込

みは当日の受付とし、午前９時から午後４時の間、夏休みの宿題や自

分の問題集等を持参し、自主学習します。自分の家とは違う市役所と

いう冷房の効いた落ち着いた雰囲気の中で学習意欲の促進を図ってい

きます。受付については午前の部、午後の部の２回、教育部で行いま

す。受付時間外に訪れた児童生徒については教育センターで受付をし

ます。今年度も、天神山地区と交流している、東京大学のサークルむ

ら塾の学生が、夏季自習室に参加して、勉強の仕方についてお話して

くれたり、勉強をみてくれたりすることになりました。８月１日と８

日に来ることになっています。なお、昨年は完全なボランティアで来

てくれましたが、今年度はサークルの運営費が厳しいとのことで交通

費の補助を市から出してほしいとの要望があり、教育センターの予算

の中から７万円支給することになりました。以上です。
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岡根教育長

坂部委員

河野所長

坂部委員

河野所長

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

はい。ありがとうございました。他に何かございますか。

はい。２日間は東京大学のサークルむら塾の学生が、ボランティアで

来てくれますが、他の日程は勉強をみてくれる人は居ませんか。

はい。基本的には自習室ですので居ません。しかし、何かあった時の

ために、教育センター所員や教育部の職員が１人付きます。

これは例えばの話ですが、退職された先生やボランティアを募るなど

して出来る時間帯だけで勉強をみることが出来たら子供の勉強も捗る

かと思います。

はい。今後の検討課題として参考にさせていただきます。

ありがとうございました。他に何かございますか。無いようですので、

教育総務課、お願いします。

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、７

月 25 日、木曜日、午前 10 時から、市役所４階、401 会議室にて開催を

予定しておりますので、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。


