
平成 29 年３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 29 年３月 30 日（木）

14 時 30 分から 15 時 21 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

○報告事項

議案第１号 富津市公民館運営審議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

議案第３号 富津市社会教育指導員の任命について

議案第４号 富津市家庭教育指導員の任命について

議案第５号 富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

一部を改正する規則の制定について

議案第６号 富津市立中学校生徒の通学費の補助に関する規

則を廃止する規則の制定について

議案第７号 富津市立中学校生徒の通学費の支給に関する規

程を廃止する訓令の制定について

議案第８号 平成 29 年度富津市学校教育の指針を定めること

について

５ 出席者名

岡根教育長、宮田教育長職務代理者、榎本委員、小坂委員、坂

部委員、能城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、 鶴

岡教育総務課長、須藤学校教育課主幹、竹谷教育センター所長、

鈴木教育センター主幹、山口生涯学習課長、鈴木公民館長、刈

込教育総務課長補佐、髙濵教育総務課主事

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) 情報公開条例第 23 条第１項に該当のため

８ 傍聴人数 １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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平成 29 年３月富津市教育委員会定例会議 会議録

発 言 者 発 言 内 容

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

こんにちは。退職教職員の感謝状贈呈式に引き続き、３月の定例教育

委員会会議を開催させていただきますが、委員の皆様には、今年度最

後の教育委員会会議となります。本当にありがとうございました。各

学校では、卒業式も終了し、修了式も 24 日に行われました。今年は、

インフルエンザの流行により、卒業式の日程を変更せざるを得なかっ

た学校もございましたが、皆さんの行かれた学校の卒業式の様子はど

うでしたか。後ほどお時間がございましたらご報告をいただきたいと

思います。また、学校教育課から報告があろうかと思いますが、小中

学校の再配置計画（案）の保護者説明会の２回目を実施いたしました。

今回は、アンケートの結果集計と質問に答える形のＱ＆Ａを基に、説

明会を実施いたしました。年度を越えての取組となりますが、委員の

皆様のお耳にはどのようなご意見が入ってきているでしょうか。お聞

かせいただければと思います。本日の議題については、『富津市公民館

運営審議会委員の委嘱について』など、議案８件、報告２件でござい

ます。忌憚のないご意見をお願いします。それでは、平成 29 年３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、小坂委員にお願いします。

はい。

それでは、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。

主なものをご報告いたします。１番目及び７番目の経営改革本部会議

でございますが、８番目の富津市経営改革会議に提出する議案等につ

いて話し合いました。２番目の防火ポスター展特別賞表彰式でござい

ますが、富津市消防本部主催で、平成 29 年春の火災予防運動に伴う防

火ポスター展の表彰式でございます。市内小学校の４年生から６年生

を対象に防火意識の育成向上を図るため、防火ポスターを募集したと

ころ、161 点の応募がございまして、個人賞 10 名と団体賞１校を表彰

いたしました。４番目の総務産業常任委員会主催の講演会でございま

すが、農業を営む人たちが株式会社を設立し、多角的に農業を行い、
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富津市の農業振興に活力を吹き込んでいるという内容の講演でござい

ました。自分の農業の傍ら、様々な農業を会員が一緒に取り組むこと

により、得意分野を増やし、請負仕事を通して、収入を得ることが発

表されました。５番目の第 26 回かずさ地区スポーツ少年団空手道交流

会でございますが、毎年行われている交流会で、千葉県の南部地域の

幼児から高校生までが集り、試合を通して、交流を深めました。とて

もきびきびした動作が印象的でした。６番の天羽剣士会文部科学大臣

表彰受賞祝賀会でございますが、50 年にわたり剣道の指導が続けられ

てきた天羽剣士会の取組が生涯スポーツ優良団体として、文部科学大

臣表彰を受賞したことを祝して行われました。天羽剣士会で育った

方々が集い、とても活気ある祝賀会でした。８番目の富津市経営改革

会議でございますが、第 11 回目となる経営改革会議で、前回から引き

続き委員となっていただいている４名の方に、新たに東洋大学教授の

根本先生を加えた５名の委員の方々により、富津市の経営改革の進捗

状況や平成 29 年度予算についてのご意見をいただきました。９番目の

新管理職辞令交付式でございますが、平成 29 年 4 月から、君津四市の

小中学校に勤務する校長・教頭の辞令交付式が君津地方教育委員会連

絡協議会主催で行われました。富津市の新管理職の皆さんの意欲的な

表情が印象的でございました。次に、３月議会の教育委員会に係る内

容について、ご報告いたします。３月議会では、５名の方々から小中

学校再配置計画（案）についてのご質問があり、再配置構想から再配

置計画に至った経緯の説明や、学校が地域コミュニティの一端を担っ

ていることから、再配置後の地域コミュニティをどう進めていくかと

いった質問や、保護者地域住民の声に十分耳を傾けて丁寧な対応を望

むというご意見が出されました。また、学校教育環境整備については、

老朽化に伴う天羽中学校の改築に対する要望で、将来を見据えた校舎

建築を望むご意見が出されました。また、予算審査特別委員会では、

天羽中学校の改築に伴い、地域住民への説明が不十分ではないかとの

ご意見が出されました。現在、再配置計画（案）について２回目の保

護者説明を行っていることから、そこで天羽中学校改築の経緯につい
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鶴岡課長

岡根教育長

今井参事

須藤主幹

ても説明を実施しました。保護者からは特に強い反対意見はございま

せんでした。以上で教育長報告を終わります。ご質問・ご意見等はご

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

育教育課お願いします。

はい。教育総務課から報告いたします。３ページをご覧願います。昨

年度に引き続き、新富津漁業協同組合、富津漁業協同組合から市内小

中学校及び保育所に海苔の寄附がございました。新富津漁業協同組合

からは味付け海苔 4,520 食、焼き海苔 4,520 食、富津漁業協同組合から

は味付け海苔 4,200 食の寄附の申し出がございまして、それぞれ３月

１日、３月 23 日に教育長、教育部長、健康福祉部長、各担当職員が出

席し、贈呈式が執り行われました。贈呈式の様子につきましては、市

ホームページに写真付きで掲載させていただいております。また、広

報ふっつ４月号には、活字ではございますが、掲載をさせていただき

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。

はい。学校教育課から報告いたします。３月 13 日に、富洋観光開発株

式会社様から鋸山バームクーヘンの寄附がありました。これは、市内

小中学校の卒業生へのお祝いとしていただき、各学校で卒業式にお祝

いとして一人一人に配りました。３月 11 日から３月 21 日にかけて、

市内小中学校で卒業式が行われました。中学校は、348 名が卒業しまし

た。高校への進学が 343 名、特別支援学校への進学が５名となります。

小学校は、324 名が卒業し、その内 14 名が私立中学へ進学となります。

３月 24 日、平成 28 年度修了式が市内小中学校で開催されました。卒

業生を除く児童 1,499 人、生徒 643 人が現学年の修了を認定され、４

月５日までの学年末・学年始め休業に入りました。再配置計画第２回

目保護者説明会につきましては、学校教育課主幹より報告いたします。

第２回富津市小・中学校再配置計画保護者説明会について、ご報告い

たします。３月 14 日に大貫小・吉野小・大貫中保護者（参加者３名）

を皮切りに、３月 15 日に竹岡小学校保護者（参加者 11 名）、３月 16

日に湊小・天羽中保護者（参加者 24 名）、３月 17 日に天神山小学校保
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護者（参加者 11 名）、３月 21 日に環小・天羽東中保護者（参加者 11

名）、３月 22 日に佐貫小・佐貫中保護者（参加者 37 名）、３月 23 日に

金谷小保護者（参加者 23 名）の方々に対し、第２回目保護者説明会を

行い、ご質問やご意見をいただきました。説明会での主なご質問と、

教育委員会の回答について説明いたします。『平成 30 年度の中学校入

学者（平成 32 年度３年生）には、新しい制服やジャージを示してほし

い。』というご意見には、『個別の計画で早めに提示していく。』と回答

いたしました。また、『学校跡地の利活用についてには、どのように考

えているのか。』というご質問には、『地域の皆さんの声を伺いながら、

庁内検討会議等で協議していく。』と回答いたしました。『部活動の存

続については、どのように考えているのか。』とのご質問には、『１・

２年生で行ってきた部活動が、統合後になくなるということがないよ

うにしていく。教職員の数が増えるわけではないので、その後の部活

動の存続は学校で協議していく。』と回答いたしました。『スクールバ

スの運行について（停車場所・ルート・安全面等）については、どの

ように考えているのか。』というご質問には、『児童生徒の居住実態に

応じて、停車場所等を決定していく。安全面については、運行会社と

協力し危機管理マニュアルを作成していく。詳細な計画については、

個別の再配置計画の中で提示していく。』と回答いたしました。『再配

置計画（案）の「（案）」はいつ外れるのか。』という質問には、『保護

者・地区説明会の状況を考慮し、教育委員会会議に諮っていく。でき

るだけ早い時期に「（案）」を外していきたい。』との回答いたしました。

今後の懸案事項としましては、まず、１つ目に、『スクールバスの停車

場所に、駐輪場を作ってほしい。』というご意見がございました。これ

は、停車場所まで距離がある中学生については、停車場所まで自転車

で来る場合も考えられるので検討してほしいとの内容でございまし

た。２つ目に『環小学校についても、平成 32 年の小学校統合を併せて

行ってほしい。』というご意見がございました。これは環小学校保護者

からの要望であり、今後ＰＴＡに協力をいただくなどして、保護者全

体の意向を把握していきたいと考えております。３つ目に、スクール
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岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

バス通学についてのご意見がいくつかございました。『金谷小学校児童

がスクールバスを利用し通学した場合、通学時間が長時間であること、

バスで下校して自宅に帰ってきてからの遊ぶ時間が少なくなること、

小学校 1 年生が乗車しているので、途中でトイレに行きたくなった場

合の対応等についてはどのように考えているのか。』等のご意見や、『金

谷地区の中学生がスクールバスを利用する場合について、土日や夏休

み中の国道が渋滞してしまう場合の対策は、どのように考えているの

か。』等のご意見がございました。こちらにつきましては、どのような

状況なのかを把握し対策を考えていきたと考えております。他には『小

規模校が良い。』というご意見がありましたことや、詳細な条件整備（制

服、ジャージ、学校名、校歌、校章等）については、今後検討してい

きたいと考えております。なお、今後の見通しとしましては、第２回

保護者説明会を終えての総括を行い、条件整備等についてさらに検討

を行い、必要に応じて、対象校の地区説明会及び第３回保護者説明会

等の開催も視野に入れ、保護者や地域の方の理解をさらに深めていき

たいと考えております。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。教育センターから報告いたします。２月 23 日、502 会議室にて

平成 29 年度ＡＬＴ派遣業者選定をプロポーザル方式にて実施いたしま

した。株式会社ジョイトーク・株式会社ハートコーポレイション・株

式会社ボーダーリンク・株式会社インタラックの４社による業者選定

プレゼンテーションを行い、結果、株式会社ハートコーポレイション

と派遣契約を結ぶことといたしました。３月７日、市役所５階福利厚

生室和室にて、自立支援指導員会議を行いました。４名７校に配置し

た自立支援指導員の今年度の活動をまとめ、次年度に向けての課題等

を話し合いました。３月 24 日、401 会議室にて、英語指導員会議を行

いました。今年度の各校での取組を振り返り、外国語活動充実に向け

て、次年度の取組について話し合いました。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。
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山口課長

岡根教育長

鈴木館長

はい。生涯学習課の報告をいたします。３月５日、第 39 回千葉県民マ

ラソンが富津市総合社会体育館周辺を会場とし開催いたしました。当

日は、素晴らしい青空の下、県内外から 3,312 人のランナーが参加し、

盛大に開催することができました。９時 30 分のハーフマラソンスター

トに続き、２㎞、３㎞、10 ㎞の順にスタートが切られました。ランナ

ーは、色とりどりのウェアーに身を包み、日頃の練習の成果を発揮し、

それぞれのコースに挑んでおりました。総合社会体育館前では、地元

物産品の販売や富津市観光協会提供による地元産海苔の入った味噌汁

の無料提供や、隣接の新富運動広場では、スナッグゴルフ及びポール

ウォーキングの軽スポーツ体験コーナーも開かれ、多くの方々で賑わ

っておりました。委員の皆様方には何かとお忙しい中、ご来場・ご声

援をいただきまして誠にありがとうございました。３月９日、県庁中

庁舎９階会議室において、千葉県指定文化財指定書の交付式が行われ

ました。新たに４件の文化財が指定され､富津市の『吾妻神社の馬だし

祭り』が無形民俗文化財として指定されました。昭和 37 年に有形民俗

文化財に指定された『吾妻神社の馬だし祭り用具』は、今回指定され

た『吾妻神社の馬だし祭り』に含めて包括的に指定することとし、解

除されました。３月 10 日、平成 28 年度第２回富津市社会教育委員会

議を 401 会議室にて開催いたしました。委員などから平成 28 年度の社

会教育関係事業の報告として、本県で開催された第 58 回全国社会教育

研究大会について他５件の事業報告をいただきました。以上でござい

ます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。２月 28 日、中央公民館多目的室に

おきまして、平成 28 年度第４回富津市公民館運営審議会会議を開催い

たしました。平成 29 年度富津市公民館・市民会館主催事業計画（案）

についてを議題とし、平成 29 年度各館で計画いたしました主催教室の

内容について説明し承認されました。来年度の教室数は、３館併せま

して 28 年度実績の 48 教室に１教室増の 49 の教室を計画し、うち新規

教室は５教室を予定しております。報告事項として、１月８日実施、
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岡根教育長

小坂委員

竹谷所長

小坂委員

岡根教育長

榎本委員

竹谷所長

榎本委員

竹谷所長

榎本委員

岡根教育長

成人式結果及び富津市民文化事業「ふっつ学びの門」についての報告

をいたしました。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。小坂委員。

はい。教育センターから報告のありました 3月 24 日の英語指導員会議

についてですが、この英語指導員というのはどのような方々なのでし

ょうか。

はい。英語指導員につきましては、英語指導の資格を持っている方と

いうことで募集をしており、何年も務めていだいている方が３名おり

ます。そのうち、今年度末に２名の方が退職されますので、来年度に

向けて募集を行いましたところ、英語の教員免許を持っている方など

新たに２名の方が採用となりました。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。榎本委員。

はい。先ほどのご質問に関連した内容ですが、英語指導員会議等を行

うというのは、小学校の英語の教科化を見据えてのことだと思うので

すが、英語の教科化については、いつから始まるのでしょうか。

はい。小学校５・６年生については、すでに『英語活動』というもの

を行っております。教科として実施されるのは、平成 32 年度を予定し

ております。その時を見据えて、小学校の英語の先生方が自立できる

ようにと、富津市独自の取組として英語指導員会議等を行っておりま

す。

ありがとうございました。では、小学校にもＡＬＴの先生は派遣され

ているのでしょうか。

はい。小学校にもＡＬＴの派遣は行っております。ＡＬＴの先生方は

基本的には中学校にいるのですが、小学校でも曜日によっては、英語

指導員、ＡＬＴ及び担任とで英語の授業を行っております。

ありがとうございました。

他に何かご質問・ご意見等はございますか。無いようですので、次に

付議議案に入ります。議案第１号『富津市公民館運営審議会委員の委
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鈴木館長

岡根教育長

山口課長

嘱について』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ページをご覧願

います。富津市教育委員会は、富津市公民館運営審議会委員として次

の者を委嘱したいので、富津市教育委員会行政組織規則第５条第 12 号

の規定により議決を求めるものでございます。提案理由としましては、

平成 29 年３月 31 日をもって、富津市公民館運営審議会委員の任期が

満了となりますので、社会教育法第 30 条第１項及び富津市公民館及び

市民会館の設置及び管理に関する条例第 16 条第３項の規定により、平

成 29 年４月１日付で委嘱しようとするものでございます。なお、社会

教育委員の委員長につきましては、社会教育委員会議で委員長が決定

次第、また、小中学校長会の代表及び中央公民館登録サークル代表に

つきましては、それぞれ決定次第委嘱したいと考えております。委員

の任期は、平成 29 年４月 1 日から平成 31 年３月 31 日までの２年間で

ございます。委員名簿をご覧ください。12 名の方々のうち新しい委員

は、富津市連合婦人会代表の大河原紀子氏と市民会館登録サークル団

体代表の落合愛子氏でございます。他の委員につきましては、現在の

委員の方々と同じで再任でございます。よろしくご審議くださいます

よう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、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。続いて、議案第２号『富津市社会教育委員の委嘱につ

いて』説明をお願いします。

はい。議案第２号について、ご説明申し上げます。５ページをご覧願

います。提案理由でございますが、平成 29 年３月 31 日をもって富津

市社会教育委員の任期が満了するため、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条の規定により竹内義和氏他 11

名を委嘱しようとするものでございます。任期は、平成 29 年４月１日

から平成 31 年３月 31 日までの２年間でございます。なお、委嘱しよ

うとする方のうち、富津市立小中学校校長会からの推薦委員が決定し
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岡根教育長

山口課長

岡根教育長

坂部委員

山口課長

ておりません。推薦いただき次第、委員委嘱の手続きを進めさせてい

ただきます。従いまして、平成 29 年度からの委嘱委員数は 13 名とな

る予定でございます。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わらせていただきます。よろしくご審

議くださいますようお願い申し上げます。

はい。ありがとうございました。議案第２号について、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『富津市社会教育指導員の任命

について』説明をお願いします。

はい。議案第３号について、ご説明申し上げます。６ページをご覧願

います。提案理由でございますが、社会教育指導員２名の任期満了及

び１名の増員に伴い、富津市社会教育指導員に関する規程第４条の規

定により、平成 29 年４月１日付けで市川一成氏及び川名泰氏の２名を

再任とし、新たに、森田吉一氏の任命をしようとするため、富津市教

育委員会行政組織規則第５条第 12 号の規定により議決を求めるもので

ございます。なお、任期は平成 30 年３月 31 日までの１年間でござい

ます。以上をもちまして、議案第３号についての説明を終わらせてい

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上げます。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。議案第３号について、ご質問・ご意

見等はございますか。はい。坂部委員。

はい。指導員２名から１名増員し、３名になるということですが、増

員の理由を教えてください。

はい。増員の理由について、お答えいたします。今までは、社会教育

指導員２名及び家庭教育指導員１名の合計３名でそれぞれ公民館に配

置され、社会教育関係の指導を行っていただいておりました。そのよ

うな中で、子育て支援の充実を目指し、子育て支援課にて平成 29 年４

月１日から『子育ての話 何でも聴きます窓口』というものを開設する

ことになりましたため、指導員のうち１名の方がそちらの相談員とし
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坂部委員

岡根教育長

山口課長

岡根教育長

今井参事

ての業務及び生涯学習課担当の家庭教育関連の事業を主に当たってい

ただくことになり、今後は本庁勤務となる予定でございます。それに

伴いまして、公民館で１名欠員となりますので、その分について、１

名増員ということでございます。

ありがとうございました。

他にご意見・ご質問はございますか。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。続いて、議案第４号『富津市家庭教

育指導員の任命について』説明をお願いします。

はい。議案第４号について、ご説明申し上げます。７ページをご覧願

います。提案理由でございますが、家庭教育指導員の任期満了に伴い、

富津市家庭教育指導員に関する規程第４条の規定により、平成 29 年４

月１日付けで仲野いく子氏の再任をしようとするため、富津市教育委

員会行政組織規則第５条第 12 号の規定により議決を求めるものでござ

います。なお、任期は平成 30 年３月 31 日までの１年間でございます。

以上をもちまして、議案第４号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上げます。

はい。ありがとうございました。議案第４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４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４号は、

承認されました。続いて、議案第５号『富津市私立幼稚園就園奨励費

補助金交付規則の一部を改正する規則の制定について』説明をお願い

します。

はい。議案第５号についてご説明申し上げます。８ページをご覧願い

ます。本議案は、児童福祉法第 43 条の２が改正され、『情緒障害短期

治療施設』が『児童心理治療施設』となることから、規則の一部を改

正するものでございます。10 ページ・11 ページの新旧対照表をご覧く

ださい。11 ページ中段の現行の『情緒障害短期治療施設』を改正案で

は、『児童心理治療施設』とするものです。９ページをご覧願います。

なお、この規則は、平成 29 年４月１日から施行するものでございます。
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岡根教育長

今井参事

岡根教育長

小坂委員

今井参事

岡根教育長

以上で議案第５号の説明を終わります。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５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５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５号は、承

認されました。続いて、提案理由が同一であるため、議案第６号『富

津市立中学校生徒の通学費の補助に関する規則を廃止する規則の制定

について』並びに議案第７号『富津市立中学校生徒の通学費の支給に

関する規程を廃止する訓令について』説明をお願いします。

はい。議案第６号並びに議案第７号については、一括してご説明いた

します。13 ページ・15 ページをご覧願います。両議案は、富津市遠距

離通学費補助金交付要綱を平成 29 年４月に制定し、これまで補助の対

象であった天羽中学校にＪＲ及び路線バスで通学していた生徒に加

え、竹岡小学校、佐貫小学校、富津小学校に路線バスを利用して通学

する児童に対しても通学費を補助することとすることから、本規則及

び規程を廃止するものです。14 ページ・16 ページをご覧願います。こ

の規則及び訓令は、平成 29 年４月１日から施行するものです。以上で

議案第６号並びに議案７号の説明を終わります。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６号並びに議案第７号につい

てご質問・ご意見等はございますか。はい。小坂委員。

はい。こちらの規則及び訓令を廃止する理由を、詳しく教えてくださ

い。

はい。先ほど申し上げましたように、次の協議会でご提案申し上げま

す『富津市遠距離通学費補助金交付要綱』を制定することから、両規

則・規定について廃止して、この要綱で補助金の実施をする予定でご

ざいます。

中学校のみならず、今までバス通学していた児童に対しても補助金を

出すということになり、『富津市遠距離通学費補助金交付要綱』という

ものが制定されて包括的な補助ができるものが制定され、従前の中学
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小坂委員

岡根教育長

鈴木主幹

校の補助に係る規則及び訓令はいらなくなったので廃止したというこ

とでよろしいでしょうか。

はい。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。無いようですので、議案第６

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６号は、承認されました。続いて、議案７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７号は、承

認されました。続いて、議案第８号『平成 29 年度富津市学校教育の指

針を定めることについて』説明をお願いします。

はい。議案第８号について、説明をさせていただきます。17 ページを

ご覧願います。本議案は「富津市教育委員会行政組織規則第５条第１

項、教育行政の運営に関する基本方針を定めること」の規定により議

決を求めるものでございます。提案理由としましては、平成 29 年度富

津市学校教育の指針を定め、富津市の児童・生徒の育成を図ろうとす

るものでございます。富津市では、富津市教育施策に係る大綱に基づ

いて、例年、富津市学校教育の指針を制定しており、各学校はこれに

基づいて校長が学校教育目標を設定し、児童・生徒の教育に全職員で

取り組んでいるところです。資料の 18・19 ページをご覧願います。平

成 29 年度の富津市学校教育の指針を、昨年度に引き続き、「富津を愛

し、富津の未来を託せる児童・生徒の育成」と定めます。この指針の

具現化のために１つ目の柱を、心豊かでたくましい児童・生徒の育成

とし、地域について学び富津に愛着を持てる児童・生徒の育成を図り

ます。次に、２つ目の柱を確かな学力を身につけた児童・生徒の育成

とし、基礎・基本の定着とともにも生きる力にもつながる考える力、

思考を深める指導の充実を図ります。また、社会の変化に対応した教

育活動の推進としてキャリア教育の充実・情報教育や環境教育への対

応・外国語学習の充実を図ります。３つ目の柱を『児童・生徒の成長

を支える教育力の高い学校づくり』とし、安全・安心な学校環境作り

や若い先生方が増えている中で教職員の資質の向上を図ります。以上
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今井参事

岡根教育長

３つを柱とし、具現化に取り組んでいきたいと考えます。以上をもち

まして、議案第８号についての説明を終わります。よろしくご審議く

ださいますようお願いいたします。

はい。ありがとうございました。議案第８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８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８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

委員会事務部局職員等の人事異動について』お願いします。

はい。報告第１号について、ご報告いたします。富津市教育委員会は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21 条第１項第３号の規定

により、事務部局職員等の人事異動を別添のとおり決定しましたので

ご報告いたします。事務部局職員につきましては、別冊１をご覧願い

ます。最初のページは、職員配置表、２ページ目は、人事異動内示書

でございます。今回の定期人事異動対象者の内訳につきましては、退

職者６名、内教職員が３名、転出者５名、転入者９名、新規採用者５

名、内教職員４名、部内移動者７名、総勢 32 名で前年度と比較し２名

多い人事異動となっております。なお、昇任昇格対象者は７名で人事

異動内示書の○印が付された職員となっております。事務局部局職員

の人事異動等につきましては、以上でございます。

報告第１号の内、県費負担教職員の人事異動に関することについて、

ご説明いたします。別冊２をご覧願います。まず、１ページをご覧願

います。１の『市内学校からの転出』では、①退職職員は 15 名、②転

任職員は２ページまでの 33 名でございます。３ページの２『市内学校

への転入』では、①新規採用職員 12 名、②転任職員は４ページまでの

27 名でございます。次に５ページの３の『市内学校間の配置換え』は、

26 名でございます。６ページは、市行政関係の異動でございます。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号についてご質問・ご意見

等はございますか。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』お願いします。
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岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

はい。それでは報告第２号後援申請についてご報告いたします。資料

の 21 ページをご覧願います。平成 29 年２月９日から３月９日までの

後援申請受付分につきましては、次の 22 ページに記載のとおり、富津

市バスケットボール協会会長、木村達也氏外５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・ご意見

等はございますか。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。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の日程でございますが、

４月 27 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。


