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平成２６年５月２９日（木）
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３ 開催場所 富津市役所本庁舎４階４０１会議室
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○付議議案

議案第１号 富津市学校給食運営委員会委員の委嘱について

議案第２号 富津市社会教育委員の委嘱について

○報告事項
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報告第２号 富津市学校評議員の委嘱について

報告第３号 平成２６年度市内小・中学校教職員数及び児童・

生徒数について

報告第４号 富津市生涯学習推進協議会委員の委嘱について

報告第５号 国史跡内裏塚古墳の追加指定について

報告第６号 後援申請について

５ 出席者名

小坂委員長、宮田委員長職務代理者、榎本委員、池田委員、

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、菊地教育センター所長、

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

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         １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）
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平成２６年５月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

小坂委員長 

池田委員 

小坂委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。それでは、平成２６年５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、池田委員さんにお

願いします。 

はい。 

始めに昨日、５月２８日（水曜日）平成２６年度千葉県市町村教育委員

会連絡協議会定期総会が佐倉市民音楽ホールにて開催され、榎本教育委

員、神子庶務課長と参加してきましたので報告いたします。定期総会の

議事が滞りなく可決、閉会の後、｢２１世紀型学力を創造する～｣と題し

まして、国立教育政策研究所 教育課程研究センター 研究開発部 教

育課程調査官 田村 学
まなぶ

氏の特別講演がありました。その内容は、２

１世紀の社会の変化＝グローバル・情報化・地域コミュニティ・資源の

有限化・少子高齢化・地域基盤社会の中で成長していく子どもたちに、

求められる能力を育成する授業づくりが必要となる。２１世紀型学力を

育成するには、教師中心（受身・個別的学習）から学習者中心（探究・

共同的学習）へと移行すべきであるということ。つまり、探究・協同の

授業づくりが大事であり、｢気になるな｣｢何とかしたいな｣｢解決したい

な｣という身に切った、切実感のある課題を設定することが学力向上の

成果につながるということでした。現在、学校では、｢総合的な学習の

時間｣において、自ら学ぶ、探究型学習活動に取り組んでいるところで

すが、他人
ひ と

の意見を聞きながら、自ら答えを見つけ、自ら正解を創り出

していく活動であれば楽しいわけです。まとめとして、｢２１世紀型学

力を創造する｣には、探究・協同の授業づくりが大切であり、豊かな学

習が展開されることを期待すると結んで終了しました。委員長報告は以

上です。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。まず１項目ですが、富津市文化協

会の定時総会に出席しました。この協会に限らず会員数の減少傾向が課

題となっている団体は多いようですが、それでも平成２５年度の文化協

会会員数は 594 名。様々なジャンルで元気にご活躍中ですし、市の行事
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小坂委員長 

神子課長 

小坂委員長 

等にも積極的にご協力いただいています。すでにポスターやチラシをご

覧になったかも知れませんが、今年度の文化協会芸術祭は６月７日から

開催され、翌８日には式典が予定されています。２項目目の市Ｐ連会議

では、会長校が天羽東中から吉野小に移りました。ご存じの通り、本市

内ではすべての学校にＰＴＡ組織があり、学校職員と協力して子どもた

ちの成長に寄与してくださっています。今年も６月には、活動の充実に

ご努力いただいた方々に教育長感謝状をお受けいただく予定になって

います。３項目目のカブラリーは３年に１度県内各地で行われており、

富津では２度目の開催とのことでした。小学校２年生から５年生までの

スカウトや指導者等約 2,000 人が、「はっけんでん チーバくんの落と

し物をさがそう」のテーマで、ふれあい公園での様々な活動に参加して

いました。６項目目の実施委員会では、今年度の「富津花火大会」が７

月２６日・土曜日開催、予備日が翌２７日・日曜日と８月３日・日曜日

となることなどが決まりました。９項目目は県教委の委嘱を受けて私が

参加したものです。なお、欄外に記載した５月臨時市議会では、議長に

鈴木 幹雄議員、副議長に石井 志郎議員、教育福祉常任委員会の委員

長に渡辺 務議員、副委員長に平野 英男議員が選出されました。他の

委員は高梨 良勝議員、藤川 正美議員、石井 志郎議員、松原 和江

議員です。他の項目はご覧ください。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

庶務課お願いします。 

はい。それでは庶務課から報告させていただきます。２ページをお開き

ください。５月２８日、昨日ですが、平成２６年度千葉県市町村教育委

員会連絡協議会定期総会及び特別講演会が佐倉市民音楽ホールにて開

催され、小坂委員長さん、榎本委員さんが出席されました。定期総会で

は、議案として２５年度事業及び決算、２６年度事業計画案及び予算案

についての説明があり、全て承認されました。その後特別講演があり、

内容については、先ほど、委員長さんから詳しいご報告がございました

ので、割愛させていただきます。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて学校教育課お願いします。 
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今井参事 

小坂委員長 

菊地所長 

はい。学校教育課から報告いたします。５月２３日、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、役員を協議し、

続いて、富津警察署 武居生活安全課長から県下、市内の犯罪の現状に

触れながら、講話をいただきました。環小学校長 多賀委員長のもと、

富津市の子どもたちの健全な育成を願い、学校警察連絡委員会平成２６

年度の活動がスタートしました。５月２８日、複数の学校の連携による

学校事務の共同実施を通して、学校事務機能の強化と学校運営に関する

支援を行うことを目的として、学校事務の共同実施運営協議会を４０１

会議室にて開催しました。会議では、学校事務代表４名から平成２５年

度の成果と課題及び平成２６年度の各グループごとの実施計画が提案

され拠点校校長、教頭会代表、関係する庶務課、学校教育課職員ととも

に協議を行いました。今年度配布された校務用パソコンなども有効に活

用した事務の効率化を更に図っていくことで共通理解を図りました。以

上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。 

はい。教育センターより報告をいたします。５月２日、４０１会議室に

て「第１回社会科副読本編集会議」を開催しました。小学三、四年生の

地域学習に寄与するための社会科副読本は、５年に一度改訂していま

す。次期発行は平成２８年度になります。そのために２年をかけて編集

作業を行います。今回の会議では、社会科副読本改訂の趣旨を確認し、

役割分担を決めました。５月７日、４０１会議室にて「特別支援教育推

進チーム会議」を開催しました。推進チームでは、通常の学級における

特別な支援が必要な児童・生徒の実態の把握と適切な支援・助言を行う

ため、巡回訪問を実施しています。今回の会議では、そのための計画立

案並びに訪問日程の調整を行いました。小・中学校、保育所、市役所子

育て支援課職員など、計１０名の委員が数名でチームを作り、市内全小

中学校を巡回する予定です。５月２０日、ふれあい公園臨海陸上競技場

にて、富津市小中学校陸上競技大会が開催されました。天気にも恵まれ、

薄曇りの絶好のコンディションの中、選手となった児童・生徒たちは、

各競技に持てる力を精一杯発揮していました。また、競技ばかりでなく、
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小坂委員長 

島田課長 

小坂委員長 

中後課長 

開閉会式に臨む態度や応援する姿も素晴らしく、日頃の各学校での熱心

な指導が感じられる大会となりました。結果は、お手元の資料をご覧い

ただきたいと思いますが、中学校の入賞者による得点で競う順位では、

男女ともに富津中学校が１位となり、総合優勝を果たしました。５月２

３日、４０１会議室にて「研究主任研修会」を開催しました。講師に南

房総教育事務所安房分室の三平 智子指導主事をお招きし、「校内研修

の意義と効果的な進め方について」というテーマでご講演をいただきま

した。研究主任として、校内の研究体制をどう作っていったらよいかを

始め、学ぶ意欲の喚起や知識注入型から、将来の自ら学ぶ力の醸成への

転換なども重要な研究のテーマとなり得るというご示唆をいただきま

した。これからの学校での研修を考える貴重な機会となりました。また、

明日５月３０日、４０１会議室にて「第２回富津市学力向上推進委員会

議」を開催し、これまでに作成した基礎ドリルや体力向上プログラムの

活用方法について検討を進める予定です。教育センターの報告は以上で

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。生涯学習課の関係について報告申しあげます。５月２日に平成２

６年度第１回の富津市文化財審議会を開催し、会長、副会長の選任、２

５年度の事業報告、２６年度の事業計画について審議がされました。次

に、５月１１日に富津公民館で、富津市子ども会育成連絡協議会総会が

開催され、平成２５年度事業・決算報告及び、平成２６年度事業計画・

予算（案）などについて審議がされました。次に、５月２５日にホテル

千成で、君津地方社会教育委員連絡協議会総会が開催され、平成２５年

度事業・決算報告及び、平成２６年度事業計画・予算（案）などについ

て審議がされました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。最後に体育振興課お願いします。 

はい。体育振興課の報告をさせていただきます。５月６日に富津市ふれ

あい公園陸上競技場におきまして、第２１回富津市教育長杯争奪少年サ

ッカー大会が渡辺教育長出席のもと開催され２４チーム・１６０名の参

加があり実施されました。大会の結果は、多くの学年で青堀ＳＣの優勝
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という結果でありましたが、大会担当をされたＦＣ天羽事務局より、富

津市サッカー協会小学生の部に所属する選手全員が陸上競技場に揃い

のびのびとプレーができたと報告をいただいております。次に、５月１

１日、袖ケ浦市臨海スポーツセンターにおいて第１回君津地区スポーツ

推進委員連絡協議会総会、実技研修会が開催されました。総会では、平

成２５年度事業報告、決算、また、平成２６年度事業計画、予算につい

て審議が行われました。実技研修会では君津地区スポーツ推進委員の女

性推進委員の方々が講師となりロコモティブシンドローム、骨、関節、

筋肉などの運動器の働きが衰え、暮らしの中の自立度が低下し、要介護

の危険の高い状態のことでありますが、自分のからだの状態をチェック

しながら、必要なトレーニングをしていくという講習会が実施されまし

た。今後、市スポーツ推進委員の方々にはスポーツイベントなどさまざ

まな機会を通して、広めていただけるよう依頼いたしました。次に、５

月１７日に体力・運動能力調査（新体力テスト）講習会が、千葉県総合

スポーツセンター内のスポーツ科学センターで開催されました。スポー

ツ・レクリエーション推進員の宮内 和夫会長、成戸 武・高梨 啓子

両副会長、市からは田嶋 敏之副主査、山口 夕臨時職員が出席いたし

ました。本調査は、測定を通じ国民の体力・運動能力の現状を把握し、

体育・スポーツの指導と行政上の基礎資料とするため、実施されるもの

で、３年前に実施にされ、本年、県下では、本市を含む８市町が本年の

対象となります。本測定は１０月に開催予定のスポーツフェスタにおい

て計測を行おうと考えております。次に、５月１８日に第２０回健康ウ

ォークラリー大会が飯野小学校周辺を会場に２２組８５人の参加があ

り実施されました。この大会は、富津市スポーツ・レクリエーション推

進員主催により周辺に約３Ｋｍのコースを設定しクイズやゲームを楽

しむ大会で、参加者は古墳めぐりをしながら飯野地区の歴史にふれあ

い、気持よさそうな汗を流していました。また、同日の５月１８日には、

総合型地域スポーツクラブ佐貫クラブ第３回総会が佐貫コミュニティ

センターで開催されました。渡辺教育長、私中後が出席いたしました。

総会では、平成２５年度事業報告、決算、また、平成２６年度事業計画、
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小坂委員長 

菊地所長 

小坂委員長 

菊地所長 

予算について審議が行われました。総会後には研修会が行われ、公益財

団法人千葉県体育協会 総合型地域スポーツクラブアドバイザー 萩

原 奏さんによる「うまくいっているクラブの共通点について」の講演

がされました。審議などからは、佐貫クラブの着実な進展がうかがわれ、

あらためて地域の住民相互が連携しての体力づくり、健康づくり、地域

づくりが確認されておりました。次に、５月２５日に総合社会体育館に

おきまして、第３２回ＦＴＳ少年剣道大会が行われ、３３９名の参加が

あり、個人戦が行われました。小学生の部では、１２６名の参加で、男

子７５名、女子５１名であり、中学生の部では２１３名の参加で、男子

１２６名、女子８７名でございました。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。私から質問させていただきま

す。社会科副読本編集会議が５月２日にあったということですが、５年

に１回改訂ということで進めている、大切な社会科副読本ですのでより

よいものにして行きたいと思います。富津市の子どもたちには大切な副

読本ですので、この副読本検証の進め方を教えていただきたいと思いま

す。 

はい。社会科副読本は７つの分野がございます。編集員は、各学校から

１名きていただいております。全部で１２名が２人一組で６つの分野を

受け持ち、最後の１分野は、教育センターで行っております。写真を撮

り直したり、統計資料を見直したり、農家や工場等に取材に行ったりし

ます。また、教科書も新しくなりますので、それとの整合性もとりなが

ら、地域学習としてふさわしいものにしていく予定です。 

はい。ありがとうございました。過日埋立記念館に行ったのですが、良

い学習の場ですので、地域の子どもたちに社会科見学学習として、活用

できるよう広報活動を考えていただければと思います。後、学力向上推

進委員会議につきまして、今年どのように進めて行くのか教えていただ

きたいと思います。 

はい。学力向上につきましては、基礎の部分と活用の部分の両面がござ

います。基礎の部分を高める教材として基礎ドリルの算数と国語を順番



7 

小坂委員長 

今井参事 

小坂委員長 

島田課長 

小坂委員長 

に作成しました。また、体力向上プログラムも作成し、各学校に配付し

ています。現在これらの活用方法について、各学校にアンケートを実施

しているところです。このアンケートを元に、今後これらの有効な活用

方法について検討していく予定です。貴重な教育財産として大切にして

いきたいと思います。 

はい。ありがとうございました。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についてお願いします。 

はい。議案第１号富津市学校給食運営委員会委員の委嘱について説明い

たします。富津市教育委員会は、富津市学校給食運営委員として、平野

政
まさ

博
ひろ

氏を委嘱いたしたいと思います。任期は平成２６年５月１４日から

２６年６月３０日です。これは、富津市議会代表委員の平野 英男氏の

委員辞職に伴い、平成２６年市議会臨時議会において後任の委員が選出

されたので、富津市学校給食調理場の設置等に関する条例第９条の規定

により前任者の残任期間を委嘱するものです。審議のほどよろしくお願

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。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号富津市社会教育委員の委嘱についてお願いします。 

はい。議案第２号富津市社会教育委員の委嘱について申しあげます。４

ページをお開きください。提案理由にもありますとおり、富津市ＰＴＡ

連絡協議会及び富津市区長会の代表に変更があり後任者の推薦があり

ましたので社会教育法第１５条第２項及び富津市社会教育委員に関す

る条例第２条の規定により委嘱するものです。任期は、前任者の残任期

間の平成２７年３月３１日までの期間となります。以上をもちまして、

議案第２号富津市社会教育委員の委嘱についての説明を終了させてい

ただきます。よろしくご審議くださいますよう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。無いようですので、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。次に報
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今井参事 

小坂委員長 

髙梨主幹 

小坂委員長 

池田委員 

告事項に入ります。報告第１号富津市就学指導委員会委員及び専門調査

員の委嘱についてお願いします。 

はい。報告第１号は平成２６年度富津市就学指導委員会委員及び専門調

査員の委嘱についてです。５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、富津市就学指導委

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。現在、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、特別支援学校代表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。このうち、学校医の鈴木 俊彦氏、児童相談所

診断指導課長の大川 洋子氏、校長会代表の川田 卓也氏・森田 吉一

氏、特別支援学級担任代表 宍倉 久一氏、養護教諭 苅込 裕子氏、健

康福祉部保健師 上野 桃子氏を新規に委嘱させていただきました。専

門調査員については、任期や人数について特に定めはなく、現在４名が

活動しています。このうち、安西・秦野委員を新たに委嘱させていただ

きました。以上、ご報告させていただきます。 

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。無いようですので報告第２号富津市学校評議員の委嘱についてお願

いします。 

はい。報告第２号は平成２６年度富津市学校評議員の委嘱についてで

す。８ページから９ページをご覧ください。本年度の学校評議員は市内

１７小中学校で延べ８２名。兼任の方がいますので、実数は７７名です。

２小学校、１中学校で４名、他の１４校は５名を委嘱いたしました。そ

れぞれの学校の計画により、特色ある学校運営、地域と連携した学校経

営等のため、各種学校行事、会議等に参加し、学校長の求めに応じ意見

を述べていただく活動をしていただきます。以上です。 

はい。ありがとうございました。報告第２号について質問がございます

か。 

はい。学校評議員の委嘱について現在学校評議員制度が学校にとってど

のように評価・機能しているか、また、声があがっているのか教えてい
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髙梨主幹 

小坂委員長 

今井参事 

小坂委員長 

島田課長 

ただきたいと思います。 

はい。学校評議員制度も学校現場に浸透してきており、事業報告書から

は前向きなものや、役立つという回答を得ております。否定的なものは、

ありません。 

はい。ありがとうございました。続いて報告第３号平成２６年度市内

小・中学校教職員数及び児童・生徒数についてお願いします。 

はい。報告第３号は平成２６年度市内小・中学校教職員数及び児童・生

徒数についてです。１１ページをご覧ください。学校基本調査、俗に

「５・１調査」と呼ばれる５月１日現在の調査から、本年度の教職員数、

学級数、児童生徒数を一覧にしてございます。全体数を昨年度との比較

でご説明いたします。小学校の職員数が昨年度１９８名から１９０名で

８名減。中学校の職員数が１０９名から１０７名と２名減。学級数につ

いて小学校は１０９学級で昨年度から５学級減です。これは、普通学級

で２学級が減でしたが、知的特別支援学級が１減、言語学級が１減、自

閉情緒特別支援学級が１減のためです。中学校の学級数は４５学級から

４４学級と１学級減です。これは、難聴学級 1 増、自閉情緒学級で２学

級減のためです。児童生徒数ですが、小学校児童が１９４８名から１９

３７名と１１名減。中学校生徒が１１３４名から１０６０名と７４名減

でございます。それぞれの詳細は一覧をご覧ください。以上でございま

す。 

はい。ありがとうございました。報告第３号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第４号富津市生涯学習推進協議会委員

の委嘱についてお願いします。 

はい。報告第４号富津市生涯学習推進協議会委員の委嘱について申しあ

げます。１２ページをお開きください。報告理由にありますように、小

中学校代表及び富津市ＰＴＡ連絡協議会の代表並びに市議会議員に変

更があり、後任者の推薦がありましたので、富津市生涯学習推進協議会

設置要綱第３条第２項及び第４条により、富津市長が委嘱したもので

す。なお、任期は前任者の残任期間の平成２７年６月３日までの期間と

なります。以上をもちまして、説明を終了させていただきます。 
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小坂委員長 

島田課長 

小坂委員長 

神子課長 

小坂委員長 

菊地所長 

はい。ありがとうございました。報告第４号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第５号国史跡内裏塚古墳の追加指定に

ついて説明をお願いします。 

はい。報告第５号国指定史跡内裏塚古墳の追加指定について申しあげま

す。１３ぺージをお開き願います。報告理由にもありますように内裏塚

古墳は南関東最大の前方後円墳であり、５世紀の大和王権と房総の政治

的関係を知る上で極めて重要な古墳であることから、平成１４年９月２

０日に墳丘部全域と周溝部の一部が国指定史跡となりました。更に、平

成２１年７月２３日、平成２３年２月７日には、周溝部の一部が追加で

指定されています。将来的には古墳の全域を指定して、段階的な公有地

化と史跡整備を行う計画であり、今回、地権者の承諾が得られた民有地

１筆、469 ㎡の追加指定が行われたものであります。この追加指定によ

り、総指定面積は 21,508．41 ㎡となり、古墳域全体の８割強が国の史

跡に指定されたことになりました。以上をもちまして、説明を終了させ

ていただきます。 

はい。ありがとうございました。最後に報告第６号後援申請についてお

願いします。 

はい。それでは報告第６号後援申請についてご報告致します。資料の１

８ページをお開きください。平成２６年４月１０日から５月９日までの

後援申請受付分につきましては、次の１９ページから２０ページに記載

のとおり、木更津舞
ぶ

尊
そん

実行委員会 代表 豊田 純久
よしひさ

氏外１３件を承

認しましたのでご報告致します。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。報告第６号について質問がございます

か。私から質問させていただきます。２０ページの平成２７年１月１７

日・１８日開催で、開催場所として大貫小学校、君津地方技術・家庭科

作品展の下に君津地方ロボットコンテスト大会が記載されていますが、

これは無くなったということを聞いているのですがどうなんでしょう

か。 

はい。これは後援申請があったということで、開催されるのかどうかは、

確認したいと思います。 
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小坂委員長 

菊地所長 

小坂委員長 

神子課長 

小坂委員長 

はい。この件は調べておいてください。他に何かございますか。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。私から質問させ

ていただきます。中央公民館で開催されております適応指導教室のこと

について、伺いたいと思います。現在何人位でいて、どのような活動を

しているのか伺いたいと思います。 

はい。適応指導教室のことですが、通常さわやか教室と呼んでいます。

２名の指導員がおり、学校に通うことが困難なお子さんを受け入れてい

ます。平成２６年度では、中学生が２名、小学生が１名在籍しています。

適応指導教室では、年間計画を立てながら、主に学習を中心に進めてい

ます。また、日頃、体育の授業に参加できておりませんので、体育的な

行事を行ったり、校外学習を行ったりしています。学校との連携や保護

者との面談等を通して、学校復帰を目指して取り組んでいます。 

他に何かございますか。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日程でございますが、６月

２６日（木曜日）午後１時３０分から、今回と同様、市役所４階、４０

１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。また、この定例会終了後、この場において、富津市立環小学校・関

豊小学校統合実施計画についてと、教育委員会の点検・評価（案）につ

いての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。 


