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平成２５年７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 

宮田委員 

小坂委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。７月２日付けで、委員長の任を仰せつかりました小

坂です。私には、大任すぎて大変緊張しております。皆さんのご協力を

得て、富津市教育の充実と向上に尽くすべく努力して参りたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。さて、２１日参院選は、与党圧勝と

いう結果でした。そして、今回から、初めての「ネット選挙」が解禁と

なりました。投票率の低い若い世代にアピールするねらいもあったよう

ですが、終わってみての結果は、ネットを「参考にしなかった」と回答

した人が、８６.１％「参考にした」と回答した人が、１０.２％にとど

まったということです。年代別では、「参考にしなかった」６０代は、

９０％。「参考にした」２０代は、２３．９％で「ネット選挙」が十分

に浸透したとは言い難いという結果に終わりました。政治面では、経済、

原発、憲法、消費税、ＴＰＰ等々、課題は山積しています。課題にどう

向き合うか、本当に国民の為になるのかと、未来を見つめ、謙虚で誠実

な姿勢を失わず、明るいものにしてほしいと願います。将来を担う子ど

も達にとっても、夢のある社会となるよう私たちも共に考えていきまし

ょう。始めに、本日は、池田委員さんが欠席でございますが、４名の委

員の出席でございますので定例会は成立いたしますことを報告いたし

ます。それでは、平成２５年７月富津市教育委員会定例会議を始めます。

委員長報告は特にございません。本日の会議録署名委員の指名ですが宮

田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。１項目目の都市教育長協議会では、

２６年度予算編成に向けた県への要望事項等について検討しました。３

項目目は、当地方にある８つの県立高校校長と４市教育長の懇談会で

す。天羽高校・君津商業高校を含めた各高校の現状や今後等について有

意義な情報交換が行えました。５項目目のプール開きは市長の代理で出

席したものです。ちょうど１学期終業式の日でしたが、このプールは、
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小坂委員長 

能城課長 

毎年プール開き前に金谷小学校児童が体育の授業で利用させていただ

いています。一緒に出席した校長の話では、今年は天候に恵まれ、また

教育センター指導主事の指導の成果もあって、児童の泳力が一段と伸び

たとのことでした。他の項目についてはご覧ください。夏休みに入って

６日目。一昨日まで行われた中学校支部総体では、本市の生徒達は今年

も本当によく頑張りました。水泳はすでに県大会まで終わり、関東大会

出場を決めた子もいるようですが、他の種目の県大会は明後日２７日以

降に行われます。支部大会を勝ち上がった生徒たちにはさらに上位の大

会目指して頑張ってほしいと思います。中学生も小学生も、日ごろでき

ない経験をたくさんして、一回り大きくなって２学期を迎えてくれるこ

とを期待して教育長報告とします。 

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

庶務課お願います 

はい。それでは庶務課から報告いたします。７月１８日に湊小学校屋内

運動場耐震補強工事及び天羽中学校技術室棟耐震補強工事の開札が行

われました。湊小学校屋内運動場耐震補強工事につきましては、伊東建

設興業株式会社が 83,265,000 円で落札しました。また、天羽中学校技

術室棟耐震補強工事につきましては、岡田建設株式会社が 49,965,000

円で落札しました。なお、工事の概要につきましては、湊小学校屋内運

動場耐震補強工事は、屋内運動場１・２階鉄筋コンクリート造屋根鉄骨

造延べ面積８０８㎡にかかる耐震補強工事で、鉄筋コンクリート梁増設

２箇所、その他付帯工事一式です。天羽中学校技術室棟耐震補強工事は、

技術室棟平屋建て鉄骨造延べ面積３３０㎡にかかる耐震補強工事で、壁

面ブレース補強１０箇所、鉄骨方杖補強２０箇所、その他付帯工事一式

です。次に、７月１９日午後１時３０分より市役所５階、５０２会議室

において第１回学校再配置構想に係る庁内会議及び部会を開催いたし

ました。会議においては、渡辺教育長が議長となり、事務局より富津市

小中学校再配置構想による学校再配置の経緯や、現在進めている関豊小

学校・環小学校統合の教育部原案について説明があり、委員・部会員の

方々から様々な意見が出されました。このような中、今後の統合の進め
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小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

菊地所長代理 

方について富津市としての意志統一が図られました。以上でございま

す。

はい。ありがとうございました。続きまし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。７月３日、第２回校長会議を、

第２委員会室で開催しました。今年度の施設の工事執行スケジュールや

夏季研修事業、夏季休業中における教職員の服務・施設等の管理、不祥

事根絶、並びに児童・生徒への事前指導等について依頼しました。７月

３日、第２回学校保健担当者会議を、同じく第２委員会室で開催しまし

た。当日は、たなかハートクリニック院長の田中計先生から『学校での

心臓管理』と題してご講演を頂きました。その後、教職員定期健康診断

についてと１学期の健康診断の反省を行いました。７月３日、第２回教

科用図書君津採択地区協議会が君津教育会館で開催され、平成２６年度

に小・中学校の特別支援教育で使用する教科書が選定されました。詳細

につきましては、後ほど報告第１号でご説明いたします。７月５日、第

１回富津市就学指導委員会を第２委員会室で開催しました。今回は、木

更津病院の小林先生以下１１名の委員の出席をいただき、会議に先立ち

まして、富津中学校長の木出嵜委員が会長に、飯野小学校長の池田委員

が副会長に選出されました。 会議では４名の専門調査員の報告を基に

協議いたしました。対象者は、小学校２年生－１名、６年生－４名の合

計５名でした。協議の結果、「特別支援学級への就学を勧める児童５名」

の判定でした。学校を通して保護者に通知ずみであり、適正な就学指導

が諮られるよう努めてまいります。７月１９日、市内小・中学校１７校

が第１学期の終業式を終え８月３１日までの夏季休業に入りました。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。教育センターの各課報告をいたします。７月９日、福利厚生室に

て自立支援指導員会議を行いました。指導に当たっている児童生徒の１

学期の状況並びに指導のあり方について情報交換を行いました。７月１

３日から２３日まで、各会場にて君津支部中学校総合体育大会が開催さ

れ、それぞれの会場で、熱のこもった試合が繰り広げられました。結果
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小坂委員長 

藤江参事 

小坂委員長 

は、大貫中学校の野球チームが優勝するなど、１０団体、個人２４名が

県大会への出場権を獲得する活躍でした。詳しくは、お手元の大会結果

をご覧ください。７月１９日、２０２会議室にて英語指導員研修会を行

いました。１学期の各学校での英語指導の状況を確認するとともに、２

学期に向けての課題を話し合いました。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。 

はい。生涯学習課から報告申し上げます。７月１１日に第２委員会室に

おいて、平成２５年度富津市青少年問題協議会が開催され、教育センタ

ーから市内児童・生徒の長欠、不登校の実態と対策及び夏季休業中の生

徒指導について、富津警察署生活安全課から少年非行の概要についての

説明がありました。また、青少年関連事業と青少年問題の取組状況につ

いて、６団体の代表より発表があり、情報の共有や関係機関相互の連絡

調整を行いました。次に、７月１２日に第１委員会室において、第１回

天然記念物「高宕山のサル生息地」のサルによる被害防止管理委員会会

議が開催され、平成２４年度被害防止管理事業報告及び決算が審議さ

れ、承認されました。次に、７月１３日に新日鐵住金（株）君津製鐵所

コミュニケーションホールにおいて、第４８回君津地方社会教育推進大

会が開催され、席上、富津市では、個人の部で公民館運営審議会委員の

池原 勇氏、大野佳志子氏、齋藤 進氏の３氏に永年の社会教育功労に

対し表彰状が授与されました。記念講演では、秋津コミュニティ顧問

岸 裕二氏を講師に招き、「学校を拠点とした元気コミュニティづくり」

と題した講演が行われました。講演では、習志野市立秋津小学校での実

践から、融合の発想を生かした３つの秋津実践として、①「授業や行事

を住民と協働」②「開放施設を住民が運営しての生涯学習」から、③「子

縁で人と人、学校と地域をつなぐ」との内容のお話がありました。なお、

融合とは、物的・人的な資産の共有や協働の状態でＷｉｎ＆Ｗｉｎの関

係であり、連携は、物的・人的な資産の交換の状態でＧｉｖe＆Ｔａｋ

ｅの関係であるとのことでした。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。 
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小柴課長 はい。体育振興課の関係について報告いたします。６月３０日に富津中

学校武道場におきまして第２０回ＦＴＳ杯争奪少年柔道大会が実施さ

れ、１６９名の参加がありました。午前中に小学生の部、午後には中学

生の個人戦及び団体戦が実施されました。個人戦では小学５・６年生の

部で柔友会の野口貴幸君が優勝、中学２年生の部で富津中の井幡叡成君

が優勝、また、中学生女子の部で富津中の千葉亜子さんが優勝しました。

団体戦では中学生男子の部で富津中学校が３位でした。次に７月１日に

５０２会議室におきまして、ふれあいスポーツフェスタ実行委員会第２

回会議を開催し実施種目等の検討を行いました。なお、フェスタ開催日

時は、平成２５年１０月１４日月曜日体育の日にふれあい公園臨海陸上

競技場周辺にて実施いたします。今回も、フェスタ終了後も平成２６年

３月まで毎月１回会議を開催し、平成２６年度以降のフェスタについて

協議していきます。次に７月８日、富津公園におきまして君津地区スポ

ーツ推進委員連絡協議会主催による富津公園歩け歩け大会が開催され、

君津地区４市から約３０４名の参加がありました。この大会は、いつで

もどこでも手軽にできるスポーツの日常化を図り、君津地区住民の生涯

に通じたスポーツ・レクリエーション活動の振興に資するために開催さ

れ地域スポーツの普及・振興に寄与することを目的としています。参加

者は温水プール前の芝生広場に集合し、女性スポーツ推進委員による準

備体操を行った後、渡辺教育長の合図でスタートし防風林内の園路から

富津岬展望台へ向かい展望台にて休憩し麦茶で水分補給を行い、下洲海

岸を経由し、温水プールまで戻る約５㎞のコースを気持ちよさそうに歩

いていました。また、参加者には、歩き終えた後、富津市特産のスイカ

が振る舞われました。次に７月１４日に富津中学校体育館・新富運動広

場を会場でＦＴＳ杯争奪スポーツ大会が実施されました。種目は、富津

中学校体育館におきましてソフトバレーボール、インディアカの２種目

が実施されました。また、グラウンドゴルフ大会につきましては、新富

運動広場で実施され、参加者は、ソフトバレーボール、インディアカの

２種目で６１名、グラウンドゴルフは５９名の参加がありました。この

大会は１０月２０日に、袖ケ浦市臨海スポーツセンター及び袖ケ浦市陸
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小坂委員長 

能城課長 

上競技場で実施予定の君津地区スポレク祭の予選を兼ねています。以上

でございます。 

はい。ありがとうございました。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号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について説明願います。 

はい。議案第１号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価についてご説明いたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和 31 年法律第 162 号）第 27 条第 1 項の規定により、教育に関す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を教育に関する学識経験

者の知見を付して別添のとおり提出します。提案理由は、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の規定により、教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関

する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しようとするもの

でございます。教育委員の皆様には、５月の定例会後に原案をお渡しし、

すでにご覧頂いておりますが、お願いをしておりました学識経験者の吉

原賢一氏、平野順子氏、お二人の意見も頂きまして、本日、全ての内容

が整ったものとしてお示しいたします。報告書の内容ですが、今回は大

幅な見直しを行い例年よりもかなり見やすい報告書となっております。

最初に、１ページⅠ．はじめにとして「点検・評価制度の概要について」、

次に２ページ「教育委員の活動状況」として、定例会や臨時会で議決さ

れた事項、３ページ教育委員協議会の実施状況、教育委員の研修等の状

況、学校訪問の実施状況について掲載しました。そして、４ページから

最終２５ページになりますが、Ⅱ．点検・評価として、１．学校教育の

充実、２．生涯学習の充実、青少年健全育成の推進、文化・芸術活動の

推進、文化財の保護と活用、３．スポーツレクリエーションの振興と、

この３項目に対して、平成２４年度に実施した各課等の取り組み状況と

教育委員会の自己評価及び、学識経験者である外部評価者の意見・評価

を付記して報告書をまとめました。本日、定例会議でご審議頂き可決さ

れた後、９月定例市議会の会期中に全議員に配布する予定であります。
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小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

藤江参事 

また、市民への公表につきましては、ホームページで公開する予定をし

ております。以上、よろしくご審議願います。 

はい。ありがとうございました。議案第１号教育委員会の点検・評価で

すが、平成２３年度の物と比べますと５８ページあったものが、２５ペ

ージとなっていて今ご説明があったとおり大幅に見直しをして、見やす

いようにしたというお話しがありましたが、何か質問がございますか。

この形式を変えた理由とその活用方法についての確認をしたいので伺

います。 

はい。形式につきましては、今までかなり見た感じが煩雑で分かりずら

くなっていまして、教育委員会で意見が分かれていたようでございま

す。これに対しまして今回に付きましては見やすいような形で一般の

方々にも分かりやすいような物を作らせて頂きました。活用につきまし

ては、教育委員会の活動状況を見て頂いて、それに対する意見を頂けれ

ばと思っております。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。点検・評価をどのようにしたら学校の

運営改善、ひいては子ども達の健全な成長に結び付けることが出来るか

ということが大切な事だと思います。次に反映出来るように皆さんで考

えていきたいと思います。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号平成２６年度使用教科用図書の採択に

ついては、（会議の公開）教育委員会会議規則第１３条会議は、これを

公開する。ただし、人事に関する事件その他について、委員長又は委員

の発議により、出席委員の３分の２以上多数で議決したときは、秘密会

とすることができる。とあります。この件につきましては、秘密会とし

たいと思いますが如何でしょうか。賛成の方は、挙手をお願いします。

挙手全員ですので報告第１号は、秘密会とさせて頂きます。続いて報告

第２号富津市青少年問題協議会委員の委嘱について説明願います。 

はい。報告第２号、富津市青少年問題協議会委員の委嘱について、ご説

明いたします。５ページをお開きください。報告理由にありますとおり、

平成２５年７月２日付けで、富津市教育委員長の交代があり、新たに小
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小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

坂洋子氏が就任されました。よって、小坂洋子氏を富津市青少年問題協

議会設置条例第３条第４項及び第４条第１項の規定により、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２６年５月

３１日までの期間となります。以上をもちまして、報告第２号、富津市

青少年問題協議会委員の委嘱についての説明を終了させて頂きます。 

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。無いようですので続いて報告第３号後援申請について説明願いま

す。 

はい。それでは６ページ、報告第３号後援申請につきましてご報告させ

て頂きます。平成２５年５月２９日から６月２７日までの後援申請受付

分につきましては、７ページに記載のとおり公益財団法人金谷美術館代

表理事鈴木裕士他７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３号について質問がございます

か。無いようですので、次にその他に入ります。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、８月

２９日木曜日午後１時３０分から市役所４階の４０１会議室にて開催

を予定しております。よろしくお願いします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。本日の会議日程は、終了させていただ

きます。  


