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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

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１項第２号に該当

（理由）同条例第７条第５号に該当するため（報告第１号）
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平成２６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 

榎本委員長 

宮田委員 

榎本委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。今月２日の教育委員会臨時会議におきまして、委員

長を務めることになりました。教育委員として２年と少し、経験不足、

力量不足は否めませんが、皆さんのご協力をいただきながら、富津市の

教育の充実と向上を目指して務めていきたいと思っています。よろしく

お願いいたします。それでは、平成２６年７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、宮田委員さんにお

願いします。 

はい。 

委員長報告ですが、７月１０日に天羽東中学校の教育長訪問に同行させ

ていただきました。小規模校ならではのきめ細かな教育が行われ、教師

が生徒１人１人と向き合い、考える場面を大切にした授業が行われてい

ました。自然も豊かで、保護者、地域も学校に協力的で、子どもたちは

恵まれた環境の中で過ごしていると思いました。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。４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。各高校の現状等について有意

義な情報交換が行えました。５項目目の会議は、近隣４市教育長の役割

分担で渡辺が幹事となったために出席するようになったものです。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。１項目

目に記載した都市教育長協議会でも同様の検討が行われています。６項

目目のふれあいミーティングは、毎回８人ほどの市役所若手職員と市

長・副市長・教育長との自由な話し合いの場です。若い職員のアイデア

や日頃感じていることなどを聴かせてもらっています。昨年度途中から

始まり、今年度は１０回近く計画されています。市役所内部だけの会の

ためこれまで報告してきませんでしたので、今回だけ記載しました。８

項目目の健康づくり推進協議会は健康福祉部所管の会議です。各種健康

診査事業等の実績や「富津市新型インフルエンザ等行動計画（案）」等

について審議しました。１０項目目の懇談会では、詳細な調査資料に基



2 

榎本委員長 

今井参事 

づく市校長会の要望について率直な話し合いが持てました。校長会で

は、来週、市長との話し合いも計画しています。以上が行事等の報告で

すが、学校が夏休みに入って早くも２週目が終わろうとしています。子

どもが関わる事故・事件の報道が続いています。夏休み、子どもたちが、

日ごろできない経験をたくさんしながら安全に過ごし、一回り大きくな

って９月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

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１日に第２回富津市校長会

議を、第２委員会室で開催しました。教育センター主催による夏季研修

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２日に第

１回学校給食運営委員会を第２委員会室で開催しました。会議には、富

津市議会代表平野政博委員外９名の委員が出席され、委員長には、学識

経験者の平野順子氏、副委員長には、校長代表の青堀小学校 柴本一郎

校長が選出され、学校給食費の滞納状況、学校給食用食材の放射能検査

について事務局より報告をいたしました。７月３日に第２回学校保健担

当者会議を、第１委員会室で開催しました。当日は、木更津病院の小林

圭介先生から『子供の精神疾患と学校での対応について』と題してご講

演をいただきました。その後、１学期の健康診断についてと就学時健康

診断について打ち合わせを行いました。７月１０日に天羽東中学校への

教育長訪問を実施しました。天羽東中学校は、生徒数５２名で本市の中では佐

貫中と並んで小規模の学校です。経営概要説明では、学校長から、学校教育目標であ

る「賢く、優しく、逞しい生徒の育成」を目指して、職員一丸となって、常に一歩先

を目指す指導に取り組んでいるとの説明がありました。全学級の授業を参観いたしま

したが、どの学年も落ち着いた雰囲気の中で教育機器などを使った学習に取り組んで

いました。７月１８日に市内小・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。７月２５日に第１回富津市就

学指導委員会を４０１会議室で開催しました。今回は、木更津病院の小

林先生以下１３名の委員の出席をいただき開催いたしました。会議に先
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榎本委員長 

菊地所長 

榎本委員長 

島田課長 

立ちまして、飯野小学校長の池田委員が会長に、湊小校長の森田委員が

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

をいたしました。対象者は、就学前児童５名、小学校２年生１名、４年

生２名、６年生８名、中学２年生１名の合計１７名でした。協議の結果、

特別支援学校への就学を勧める児童４名、特別支援学級への就学を勧め

る児童７名、通常の学級で留意観察を続ける児童生徒５名、継続審議が

１名の判定でした。また、言語通級学級での指導を勧める児童は３６名、

言語通級学級での指導を終了する児童は９名でした。今後は、学校・保

護者に通知し、適正な就学指導が諮られるよう努めてまいります。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。７月８日、５０３会議室にて

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１３

日から２３日まで、各会場にて君津支部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。結果は、富津

中学校の野球チームが優勝するなど、９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１８日、４０１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。７月３０日、４０１会議室にて「第２回社

会科副読本編集会議」を開催しました。平成２８年度の発行に向けて、

取材内容取材方法等の確認を行いました。７月３０日、４０１会議室に

て「第２回管理運営研修会」を実施しました。講師は、南房総教育事務

所 鈴木充主席指導主事にお願いし、千葉県の教育施策と学校経営につ

いてお話しをいただきました。千葉県の教育施策等について詳しくお話

をいただき、今後の学校経営のあり方等についてお話をいただきまし

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。生涯学習課の関係について報告いたします。７月１５日に市役所
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榎本委員長 

中後課長 

５０３会議室で、平成２６年度第１回天然記念物高宕山のサルの生息地

のサルによる被害防止管理委員会会議が開催され、「平成２５年度被害

防止管理事業報告及び決算について」審議されました。７月１６日、市

役所会議室におきまして、富津市青少年問題協議会会議が開催され、 副

会長の選出に続き、平成２６年度の生徒指導施策について、教育センタ

ーから、少年非行の概況について、富津警察署生活安全課から報告がさ

れました。また、各団体からも取組状況について報告されました。７月

２８日、市役所会議室におきまして、平成２６年度第１回富津市生涯学

習推進協議会会議が開催され、副会長の選出に続き、第１５回富津市生

涯学習推進大会の開催にかかる日程等について審議されました。ちなみ

に、開催日は来年の２月１日（日）、場所は富津公民館に決定いたしま

した。講師につきましては、今後決定されます。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。体育振興課の関係について報告いたします。７月３日に５０３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２６年１０月１３日(月)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。次に７月６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３２１名（前年比１７名増）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運動によりスポーツ

の日常化を図り、君津地区住民の生涯を通じたスポーツ・レクリエーシ

ョン活動を振興するために開催されます。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㎞のコースを歩きました。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１３日に市総合

社会体育館・新富運動広場を会場に、ＦＴＳ杯争奪スポーツ大会が実施

されました。種目は、市総合社会体育館におきましてソフトバレーボー
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榎本委員長 

鈴木館長 

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６３名、グラウンドゴルフは７２名

の参加がありました。この大会は１１月３０日に、木更津市社会体育館

及び桜井運動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。次に７月２６日及び２７日に富津市スポーツ少年団と友好都市甲州

市スポーツ少年団の交流会が行われました。本年は、富津市でお迎えす

る年であり、富津市の花火大会に合わせて計画し、甲州市側では剣道で

１２名、ミニバスケットボールで２５名、本部長ほかで５名、総勢４１

名で訪問いただき、富津市側では子供たちが７１名、そのほか指導者、

保護者などを合わせると約１００名ほどでの交流となりました。２６

日、１１時から市総合社会体育館で歓迎会を行い、佐久間市長、渡辺教

育長、スポーツ少年団石井利夫副本部長がお迎えしました。午後からは

種目別スポーツ交流、全体交流（ドッヂビー）を行い、夕食後、花火大

会に赴き、鑑賞しました。翌２７日は、明治百年記念展望塔の見学やジ

ャンボプールで過ごしていただき、公園内で名物魚介料理の紹介もいた

しました。１２時３０分、渡辺教育長、スポーツ少年団吉本充本部長石

井利夫・渡辺まさ子両副本部長がお見送りをされ、帰路につかれました。

若い世代、指導者を当地にお招きし、スポーツを通じた交流や富津市の

紹介ができ、より相互理解がはかれた意義は大きいと考えており、また

今後の子どもたちの健全育成にも大きな効果があるものと考えており

ます。両市スポーツ少年団役員は、今後も継続していくことを確認して

おられました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。最後に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。７月２９日、中央公民館ホール

において、富津市民文化祭２０１４実行委員会を開催いたしました。

この実行委員会において、委員長に宮内和男氏・副委員長に高橋良充氏

が選出されました。市民文化祭の概要ですが、主催は富津市及び富津市

教育委員会、主管は富津市民文化祭実行委員会、開催期間は、１０月３

１日から１１月３日までの４日間で、開催内容は、小中学校音楽の集い
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榎本委員長 

小坂委員 

渡辺教育長 

小坂委員 

榎本委員長 

神子課長 

を１０月３１日に富津公民館で行い、総合社会体育館の展示は、１０月

３１日から１１月３日まで、富津公民館・中央公民館、市民会館の展示・

催し物・芸能祭につきましては、１１月１日から３日までと決定いたし

ました。現在、市民文化祭の開催に向けまして、部門ごとに準備を進め

ているところでございます。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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。 

はい。教育長報告の中で、７月１８日金谷海浜公園プール開きについて

報告がありました。富津のジャンボプールは１９日プール開きでした。

１９日に私は孫を連れてジャンボプールに行ったのですが、施設の改装

を行っていて、更衣室、水場の所が改装途中で不便だったと思いました。

各課報告の中にもありました２７日には、甲州市スポーツ少年団も連れ

て行ったようですが、私はプール開きの翌日に伺ったので利用者が少な

く水はきれいでした。この金谷海浜公園プールの利用度などは、どの程

度だったのでしょうか。 

はい。金谷海浜公園プールについては、管轄が教育委員会ではないので

すが、ただ、プール開きの前に金谷小学校の子どもたちが、優先的に使

わせていただいています。そんな関係で市長・副市長とも都合が悪かっ

たので、私が出席しましたので詳細な参加人数は、把握しておりません

が、震災があって、海の家の利用者や海水浴場の利用者は、随分減った

ということを聞いております。このプールにつきましては、この影響も

受けず毎年コンスタントに来ていただいて、潮風を感じながら安全に過

ごせるプールです。また幼児プールもありますので、家族的には使って

くださっているという話は、関係者から聞いております。以上です。 

はい。分かりました。 

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

ついてお願いします。 

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。資料の３ページをお開きください。地方
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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２

７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月の定例会後の委員会協議会にお渡ししてご説明いたしました

が、学識経験者の意見をいただき、本日、全ての内容が整いましたので

お示しいたします。内容については、委員協議会においてご説明いたし

ましたので、外部評価者の評価について、要点を説明させていただきま

す。別冊の教育委員会の点検・評価書の１１ページをお開きください。

庶務課、学校教育課、教育センターの取り組みについての評価について

は、教育委員会制度の変革については、遺漏のないよう対応して欲しい、

非構造部材の耐震化、調理場の統合、学校再配置構想など解決すべき課

題は山積しています。予算の確保に向け、着実な施策展開を期待してい

ます。教育かわら版は今後も継続して、市民の理解と信頼が高まるよう

努力願います。厳しい財政状況の中、耐震化、教職員へのパソコン配備

が終了したことは評価できる。今後も計画的に進めて欲しい。特別支援

教育指導員の１名増員の役割は大きい。今後も落ち着いた環境で学べる

場の実現に更なる増員を望みます。食材の安全性に配慮した給食事業が

運営されている。今後統廃合について推進が図られるが、予算面に縛ら

れすぎて本来の目的を失わないよう、進めて欲しい。ＡＬＴの雇用形態

を委託から派遣に変更していく方向性は賛成である。若年層の育成を意

識した研修内容の充実をお願いしたい。人材育成に尽力してほしい。等

の評価でＢとＡでした。次に、２１ページをお開きください。生涯学習

課、中央公民館、富津公民館、市民会館の取り組みについての評価につ

いては、生涯学習の充実等に関する施策展開に数値目標を設定している

ことは、その効果実現に向け努力していくための有効な手法ですが、そ

の目標数値の到達状況に、一喜一憂することなく、絶えず反省・改善・
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榎本委員長 

池田委員 

創意工夫を重ね、質の向上に向けて不断の努力を重ねていくことが肝

要、文化財の保護と活用に関しては、基本的な方向性を示す構想が未策

定であり、多くの古墳が私有地であるなどの問題点はありますが、是非

その策定を望みます。移動図書館事業は利用者が減少しているが、見直

し等、改善策に述べられているのに変わらないのはなぜか。家庭教育支

援事業は、「すべての学校で実施してもらいたい。」と明記されている。

しかし、実施している学校は少ない。市民文化祭事業は、事業の目的を

考え企画・運営されているので一定の成果は達成しているものと思う。

しかし、改善策をせめて一つぐらい明記したらどうか。成人式事業は、

根気よく創意工夫をしながら開催内容の改善をしてきたことが成果に

つながってきたものと思う。等の評価でそれぞれＢでした。次に、２５

ページをお開きください。体育振興課の取り組みについての評価につい

ては、市民の健康の維持増進に向けた社会体育振興の充実は当然必要な

ことですが、これを発展させ、広義の「まちづくり」に向けた取り組み

に対する姿勢の強化が今後の重要課題と考えます。浅間山運動公園のテ

ニスコートをフットサルにも使用出来る多目的コートに整備したこと

は、スポーツ活動を奨励していく上でプラス面が広がり、今後利用者数

増が益々期待できるものと思う。ふれあいスポーツフェスタは、サッカ

ーのミニゲームや抽選会を新たに実施したことが参加者増につながっ

たとすれば、大変嬉しいことである。新たに実施したものが継続できる

よう、また更なる内容改善を加えながら、実行委員会の早期立ち上げ準

備をお願いしたい。等の評価でそれぞれＢでした。内容についての説明

は以上でございます。なお、議会への報告につきましては、本日の教育

委員会定例会で承認された後、９月定例市議会の会期中に全議員に配布

いたします。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号について質問がございます

か。 

はい。点検・評価の目的の一つに、これを公表することについて、例年

ホームページに掲載することで説明・責任を果たしている訳ですが、果
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榎本委員長 

今井参事 

榎本委員長 

たしてどれだけの方が実際にホームページを開いて、この点検・評価を

見ていただいているのか、検証することは、難しいと思いますが、恐ら

く教育関係者や教育又は生涯学習に興味を持っているか関心をもって

いる人だと思います。皆さんが日頃やっている仕事をこういう形で取り

まとめている訳ですから、出来るだけ多くの方に見ていただける工夫が

あってもいいのではないかと思います。実際にホームページを開けて見

ますと、行政情報をクリックして、更に教育委員会を探して、ここを見

つけることが出来る訳です。目的がないと見ないだろうと思います。ホ

ームページにこれを載せましたよという告知があってもいいのではな

いかと思います。たとえば教育かわら版の中にどういう取り組みをして

いるのか、掲載していますので一文を入れていただいたり、学校を使っ

て教育委員会では、どういう活動をしているのか、ホームぺージの中に

あったりすると、より親切でより多くの人の目に触れるほうがいいので

はないかと思います。意見として申しあげました。 

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、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

学校給食調理場の設置等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。議案第２号富津市学校給食調理場の設置等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。富津小学校調理場につ

いては、供用開始後３８年が経過したことによる施設及び設備の老朽化

並びに児童数の減少により、給食食材の品質を維持し安定した給食の提

供をすることが困難な状況となっていることから、当該調理場を大貫共

同調理場に統合し、適正な学校給食の実施を図るため、条例の一部を改

正するものです。６ページをご覧ください。現行条例にある富津小学校

調理場を改正案では削除することとなります。ご審議のほど、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
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島田課長 

榎本委員長 

池田委員 

島田課長 

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

告事項に入ります。報告第１号平成２７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

たいと思いますので如何でしょうか。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、秘密会とさせていただきます。続いて

報告第２号富津市青少年健全育成に関する規則の制定についてお願い

します。 

はい。報告第２号、富津市青少年健全育成に関する規則の制定について

申しあげます。８ページをお開きください。報告理由にありますように、

千葉県青少年健全育成条例に基づく知事の権限に属する立ち入り調査

事務について、千葉県知事の権限に属する事務の処理に関する条例によ

り、富津市へ権限移譲されました。これに伴い、富津市青少年健全育成

に関する規則を新たに定めたものです。参考までですが、今回県から移

譲された市町は、千葉市、銚子市、富津市、大多喜町の４市町です。ま

た、通常の調査は年１回７月上旬を予定しています。今年度につきまし

ては、８月８日に県と協議の後、実施予定です。対象は、コンビニエン

スストア２０件、書店４件、携帯電話販売事業者３件です。なお、市内

には、漫画喫茶、インターネットカフェ、カラオケボックスはありませ

ん。以上で、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。報告第２号について質問がございます

か。 

はい。報告理由の中の地域における青少年の健全育成を阻害するおそれ

のある行為とありますが、具体的には、何を想定しているのか伺いたい

と思います。 

はい。書店ですと成人向けの本がありますが、看板を付けたり、青少年

の目に触れないように奥に置いてもらい、携帯電話では国の法律改正に

より見せられないようにする。富津市の場合は、大手３社ですので、現

在会社の方で指導しております。 
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池田委員 

島田課長 

池田委員 

島田課長 

池田委員 

榎本委員長 

島田課長 

榎本委員長 

神子課長 

はい。１０ページの千葉県青少年健全育成条例（抜粋）という表があり

ますが、（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の営業所への

立ち入り調査等）ここが気になってしまうのですがどうでしょうか。 

はい。１８歳未満の者に対してフィルターかけ等を行っているか確認の

ため立ち入り調査を実施するものです。 

はい。千葉市、銚子市、富津市、大多喜町の４市町とありますが、どう

いう理由でしょうか。 

はい。以前から行っておりましたが、受託したことにより今回から１件

３千円程度交付金がいただけることになります。富津市は、先ほど申し

たとおり対象件数が、比較的少ないことからお受けしました。今後は、

ほかの市町村でも受けるところが増えると思います。以上でございま

す。 

はい。分かりました。 

他に何かございますか。無いようですので続いて報告第３号富津市青少

年問題協議会委員の委嘱についてお願いします。 

はい。報告第３号、富津市青少年問題協議会委員の委嘱について申しあ

げます。１１ページをお願いします。報告理由にもありますとおり、平

成２６年７月２日付けで富津市教育委員長の交代があり、新たに榎本純

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

項により、富津市長が委嘱したものであります。なお、任期は前任者の

残任期間の平成２９年５月３１日までの期間です。以上で説明を終わら

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３号について質問がございます

か。無いようですので、最後に報告第４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４号後援申請についてご報告いたします。資料の

１２ページをお開きください。平成２６年６月１１日から７月１１日ま

での後援申請受付分につきましては、次の１３ページから１５ページに

記載のとおり、明るい社会づくりかずさ委員会会長 大津 勝氏外１８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。 
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榎本委員長 

神子課長 

榎本委員長 

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

２８日（木）午後１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。 


