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平成２６年８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 

小坂委員 

榎本委員長 

渡辺教育長 

榎本委員長 

皆さんこんにちは。朝晩は涼しくなったとはいえ、まだまだ厳しい残暑

は続くようです。今月は子どもの夏休み、そして、家族の帰省というこ

ともあり、忙しい、賑やかな毎日を過ごされたと思います。また一方で

８月６日の広島、９日の長崎への原爆投下、１２日の御巣鷹山の日航機

事故、そして１３日からの盂蘭盆会と祈ることの多い時でもあったと思

います。また、今月２０日未明、広島市北部を襲った豪雨による土砂災

害により多くの方々が犠牲となりました。亡くなられた方々のご冥福を

祈るとともに、一日も速い復旧、復興が進みますよう願ってやみません。

それでは、平成２６年８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、小坂委員さんにお願いします。 

はい。 

委員長報告は特にございません。それでは、教育長報告をお願いします。

はい。資料１ページをお開きください。１項目目のＰＴＡバレーボール

大会では、青堀小が５連覇、準優勝も昨年同様に大貫中、３位が富津中

と佐貫小でした。この４チームが出場する４市の大会は持ち回りで開催

されており、今年度は明後日８月３０日に本市総合社会体育館で行われ

ます。ここで勝ち上がれば県大会出場となります。２項目目は、６４回

目となった君津地方教職員の自主的な研究集会の全体会です。この後９

月２６・２７日に行われる教科別や問題別の分科会も４市持ち回りとな

っており、今年度は袖ケ浦市内の会場で行われます。今年も、子どもた

ちの健やかな成長につながる充実した実践交流の場にしてもらいたい

と願っています。なお、明日開会の９月定例市議会には、先月の教育委

員会会議でご議決いただいた、富津小学校調理場を大貫共同調理場に統

合する条例案も市長から提案されることになっています。条例案が可決

されれば、必要な工事等を具体的に進めることになります。また、本日

の付議議案についても、ご議決いただければ提案されることになりま

す。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
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今井参事 

榎本委員長 

須藤主幹 

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。８月１日、１５時から５０

２会議室において、「教育長と語る会」が開催されました。語る会に

は、富津市教職員組合から組合長以下２１名、教育委員会からは教

育長以下９名が出席しました。教職員組合から、１．教育予算、学

校の施設・設備に関すること。２．勤務条件・教育活動に関するこ

と。３．関係機関に働きかけてほしいこと等について要望がありま

した。８月４日、１３時から市長応接室におきまして、峰上３校の

地区代表、保護者代表、学校代表等から組織される「峰上教育促進

同盟」による市長への要望の会が開催され、施設の整備・修繕、通

学路の整備についての要望がありました。教育委員会からは教育長

以下４名が出席、建設部とともに対応いたしました。８月５日、１

４時から市長応接室におきまして、「市長と市校長会との教育懇談

会」が開かれました。本懇談会は、施設・設備や教育振興面での課

題等、市内小・中学校の現状を理解していただくという趣旨で校長

会代表から市長への説明がありました。８月６日、１４時より富津

公民館におきまして、千葉県学校給食センター研究会第三地区研究

会が開催されました。本研究会には、君津・安房地区の給食関係者

約３００名が参加し、講師として千葉県健康福祉部千葉県衛生研究

所技監 佐藤真一氏を迎え、『制約の多い中でも楽しく給食を作ろう』

という演題で約２時間のご講演と質疑を行いました。８月７日、１

９時から関豊ふれあいシニア館にて「環小・関豊小統合実施計画」

について、地元説明会を実施しました。教育委員会からは教育長以

下６名が出席し、平成２７年４月の統合に向けてその経緯と趣旨を

説明するとともに、今後の実施に向けてご理解とご協力をお願いし

ました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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。８月４日から８日と１１日、

１９日に夏季研修講座を開催しました。今年度の講座では、富津市を再

発見する講座、教科・領域の指導力を高める講座、学級経営や学校の危
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機管理、教育相談等について学ぶ講座を実施しました。富津市の再発見

講座では、社会教育指導員の岩波正弥氏に講師をお願いし、富津市に残

る古墳や史跡・昔の海防施設跡等をめぐりました。教科等に関する講座

としては、南房総教育事務所指導室指導主事横田経一郎氏による国語を

はじめ、学級経営、道徳、外国語活動の講座を実施しました。また、県

教育庁の初代危機管理監、前青堀小学校校長岡根 茂先生による学校の

危機管理の研修を実施し、不測の事態に備える意識の大切さ、事故等が

発生してしまった時の迅速な対応等を、演習も交えながら研修しまし

た。日頃からの備えの大切さを改めて実感させられました。８月１１日

には，親業訓練協会シニアインストラクター 富澤裕子先生を講師とし

てお迎えし、教師の自己理解とともに児童生徒理解の手法について、グ

ループワークを通して学ぶ研修を実施しました。現場での児童生徒の理

解に役立てたいとの感想も見られました。また、同日８月１１日に、市

長応接室にて、市長・教育長・教育部長等の出席のもと、全国大会出場

選手の市長激励会を行いました。富津中学校３年平野裕汰君が、７月に

行われた千葉県中学校水泳大会１００ｍバタフライで全国大会出場標

準記録を突破し、見事出場資格を勝ち取りました。本人の決意表明の後、

市長より激励文を読み上げていただき、記念品と共に本人に手渡されま

した。なお、水泳の全国大会は、８月２３日に高知県高知市の「くろし

おアリーナ」で開催され、結果は全国１４位のタイムでした。８月１９

日には、富津市の体育指導にご尽力いただいた前大貫中学校教諭近藤英

樹先生を講師に、ふれあい公園臨海陸上競技場にて体力向上の研修を実

施し、陸上競技の指導方法を体験をとして学びました。全て希望制の研

修でしたが、延べ３００名を超える受講者があり、先生方の研修意識の

高さに支えられて今年度も充実した研修ができました。８月２０日に、

富津市教職員全体研修会を富津公民館で開催しました。渡辺教育長の

話、富津市の特別支援教育の状況を確認の後、千葉ＹＭＣＡ千葉センタ

ー主任の平田真姫先生による「通常学級にいる気になる子どもたちの理

解と対応」と題してご講演いただきました。気になる子どもたちの具体

的な現れを踏まえ、その行動の理解と具体的な対応方法について学ぶ機
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榎本委員長 

中後課長 

榎本委員長 

鈴木館長 

榎本委員長 

小坂委員 

会となりました。最後に、各課報告の一覧に入れておりませんが、８月

７日から９日まで、２泊３日で富津市社会福祉協議会主催の「中学生・

高校生災害時対応研修」に市内中学校２年生８名と天羽高校、君津商業

高校の生徒２名、教育センター財前指導主事が参加して参りました。研

修では、現地の方による災害時の対応や、被災地の現状視察、被災者の

方からお話を伺う等充実した研修を行ってきました。詳細については、

９月発行のはまかぜに掲載いたします。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。８月５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３回会議を

開催し、当日の来場を促すため、市内掲示用ポスターについて検討を行

い、種目の見易さを向上させました。ポスターについては、只今掲示さ

せていただきましたものでございます。８月２６日に総合社会体育館会

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４回会議を

開催し、当日のスケジュールの確認を行うとともに、当日使用する備品

等の確認を行いました。なお、今回の開会式の入場行進は、富津中学校、

君津商業高校吹奏楽部の合同演奏で行う予定です。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。８月２６日中央公民館多目的室

において、第１回富津市公民館運営審議会を開催いたしました。会議の

内容ですが、来年１月１１日に予定しております平成２７年富津市成人

式の実施について検討いただき了承されました。また、富津市民文化祭

２０１４の概要及び本年度の各公民館・市民会館主催事業の教室・講座

について報告いたしました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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。教育センターの各課報告の中で、教職員夏季研修講座が１０講座

あったようですが、今年も充実した研修がなされたようです。延べ３０

０名以上の参加ということをお開きしましたが、１０講座の中で１講座
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須藤主幹 

小坂委員 

須藤主幹 

小坂委員 

榎本委員長 

池田委員 

髙梨主幹 

では何名程の教職員が参加されたのか説明いただきたいと思います。 

はい。今年度の研修は７月に行われたコンピュータ研修を含め１４講座

実施しました。各講座の参加人数は、今児童生徒の中で問題になってい

るラインの講座では、ライン株式会社から講師を招き、各講座の参加人

数は、４２名。ｅライブラリが９名、ワードは１５名、エクセルは３７

名の参加でした。学級経営の基本が１４名、国語が２３名、富津市再発

見講座が２８名、道徳が２４名、学級づくりの実践が１５名、教育相談

が１８名、学校の危機管理については、多くの教頭先生が参加を希望し

ていましたが、人事評価研修と重なってしまったため１６名の参加でし

た。英語活動が１０名、教師の自己理解と児童生徒理解が３０名、陸上

指導が２２名の参加でした。以上です。 

はい。どの講座の講師の先生もすばらしい先生で富津市の再発見講座で

は、岩波正弥先生、国語では横田経一郎先生、危機管理では岡根 茂先

生、どの講座も今お聞きしたところ、すばらしい内容の講座だったと思

います。出来ましたら１講座３０名位の研修を受ける方がいたらいいと

思います。夏休み中に色々先生方も忙しいですから、講座に出られる日

もばらけていないと参加が出来ないという配慮をしているのではない

かと感じておりますが、講座数をもう少し少なくして１講座の参加人数

を多くするという方法は考えられないでしょうか。 

はい。来年度につきましては、先生方のニーズを踏まえて講座の数等を

検討してまいりたいと思います。 

はい。分かりました。 

はい。他に何かございますか。 

はい。学校教育課から報告をいただきました環小・関豊小統合に向けて

の準備・説明会の席で、地域の方から意見・要望がありましたら教えて

いただきたいと思います。 

はい。環小・関豊小学校統合実施計画について前回説明しました形で質

問を受けるという形で行いました。意見はスクールバスに関すること、

跡地利用に関することでした。スクールバスにつきましては、こちらか

ら出した計画案でそのとおりにお願いしたいということです。以上で
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池田委員 

神子課長 

池田委員 

中後課長 

池田委員 

榎本委員長 

神子課長 

す。 

はい。跡地利用については、地域の方の要望だとかございますか。 

はい。跡地利用については、まだ調査中ということで解答しました。特

に要望もございませんでした。 

はい。体育振興課の説明のありましたふれあいスポーツフェスタの件で

すが、今年度は例年とは違う競技だとか運営方法で例年と違う試みがさ

れているようでしたら教えていただきたいと思います。 

はい。競技につきましてはサッカー関係で、昨年はミニサッカーを行っ

たのですが、数を抜いていくような形に変わっております。今年は、実

行委員長が変わりましたので、より多くの人が参加していただきたいと

いうことで、実行委員長が９月になりましたら、色々な福祉施設や老人

施設、介護施設を回って参加を依頼する予定です。また、よさこいソー

ランを実施します。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号平成２６年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出９月補正

予算についてお願いします。 

はい。それでは、議案第１号平成２６年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出

９月補正予算について、総括で説明させていただきます。４ページをお開き

ください。はじめに歳入から説明いたします。１４款、国庫支出金、２項、

国庫補助金、４目、教育費国庫補助金、４節、社会教育費補助金の史跡等

購入費補助金１，０９６千円の補正は、この後に歳出に記載されています

内裏塚古墳土地購入に伴う８割相当の国からの補助金を受け入れようとす

るものです。歳入補正予算要求合計額は、この分のみの１，０９６千円の

補正増でございます。次に歳出について説明させていただきます。１０款、

教育費、４項、社会教育費、６目、文化財保護費、１２節、役務費の手数

料の２０９千円の補正は、内裏塚古墳土地購入に伴う不動産鑑定手数料で

ございます。次に１７節、公有財産購入費の１，１６４千円の補正は、内

裏塚古墳の前方部東側周溝部４６９㎡の土地購入代でございます。次に５

項、保健体育費、２目、給食管理費、１１節、需用費の消耗品費の４６９
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榎本委員長 

神子課長 

榎本委員長 

神子課長 

榎本委員長 

千円の補正増は、富津小学校調理場を大貫共同調理場に統合するに当たり

大貫共同調理場で必要な食器籠、アルミパン箱など消耗品の購入代でござ

います。次に１８節、備品購入費の９６２千円についても統合に伴う大貫

共同調理場で必要な給食配送用コンテナ、ステンレス製角型二重食缶など

備品の購入代でございます。歳出補正予算要求合計額は、２，８０４千円

の補正増でございます。以上です。よろしくご審議のほどお願い申しあげ

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。次に報

告事項に入ります。報告第１号後援申請についてお願いします。 

はい。それでは報告第１号後援申請につきましてご報告させていただき

ます。資料の７ページをお開きください。平成２６年７月１４日から８

月６日までの後援申請受付分につきましては、次の８ページから９ペー

ジに記載のとおり富津市文化協会邦楽部長 山中晴雄氏外８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１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、９月

２５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。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。 


