
平成２６年９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２６年９月２５日（木）

１３時３０分から１４時０５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

○付議議案

議案第１号 富津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正

      する規則の制定について

議案第２号 富津市学校給食調理場管理運営規則の一部を改正

する規則の制定について

議案第３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４号 富津市移動図書館車運営規程の一部を改正する訓

令の制定について

○報告事項

報告第１号 平成２６年度富津市内小学校修学旅行の計画に

ついて

報告第２号 平成２７年富津市成人式の期日について

報告第３号 後援申請について

５ 出席者名

榎本委員長、小坂委員長職務代理者、池田委員、宮田委員、

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、

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 項第 号に該当

（理由）

８ 傍聴人数         ０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）

別紙のとおり
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平成２６年９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 

池田委員 

榎本委員長 

皆さんこんにちは。只今より、平成２６年度９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。 

それでは、私から昨日、千葉県総合教育センターにおいて、平成２６年

度第１回教育委員研修会があり小坂委員、佐久間主査と参加しました。

全体会では｢教師の指導力を高め、子どもの真の学力を向上させるため

に、教育委員会は何をすべきか｣というテーマで、パネルディスカッシ

ョンがありました。県教育委員会の金本委員長より、これまで取り組ん

できた千葉県教育振興基本計画の経過説明がありました。その後、山武

市の嘉瀬教育長より、今回のテーマである｢教師の指導力を高める｣為に

は、初任研修だけでなく校長、教頭、教務主任等に対する層別研修を実

施し、ＩＣＴ教育推進のために、授業研究やワ―キンググループによる

活動をしているとの発表がありました。また、子どもの真の学力の向上

のために少人数指導講師を配置し、家庭学習の手引き書を配布し、学習

の習慣づけをはかり、また、長期休業中には近くの大学や高校と連携し、

補習授業を実施しているとのことでした。大切なことは子どもの意欲、

やる気を引き出すことで、子どもの意欲がなければ、どんなに内容が優

れていても伝わらないと思うし、意欲があれば難しい問題にも進んで取

り組むのではないでしょうか。そして教育委員会として何をすべきか？

公立校の設置者として、地域の特色を見きわめ、子どものどんな成長を

願うのか、より明確なビジョンを持ち、保護者との連携、協力、そして

校長会と密接な連携をとり、子どもが落ち着いて学習できる環境を作り

上げていくことが大切だと思いました。午後からの分科会は｢地域が育

む生きる力について｣に参加しました。匝瑳市は通学合宿を子どもたち

に体験させることで、自立心や社会性、協調性を伸ばし親や周囲への感

謝の気持ちを実感する機会としていると発表がありました。また、八千

代市の取組は、子どもたちの実践活動の場づくりとして、八千代子ども
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榎本委員長 

渡辺教育長 

サミットを推進しているとのことでした。子どもたちが地域の問題や将

来等について考え、地域の一員としての自覚と認識を深めるとともに、

地域に主体的に参画してくれることを願って進めているとのことでし

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。はじめに行事関係です。１項目目

の君津地方ＰＴＡバレーボール大会では、青堀小学校が富津市勢として

１２年ぶりの優勝を勝ち取りました。市の大会に続いて相手に１セット

も与えない戦いぶりだったようです。４市代表として１０月３０日に開

催予定の県大会に出場します。２項目目は、飯野地域で子どもの健全育

成に関わる団体等の連合組織「飯友」が毎年行っているまつりです。あ

いにくの雨模様でしたが、地元出身のキックボクシング日本チャンピオ

ンの参加などもあり、大勢の子どもたちが楽しんでいました。３項目目

は、全日本司厨士協会千葉県本部の取り組みを、環小と関豊小の交流に

合わせてもらって実現したものです。日頃有名ホテルなどで西洋料理の

腕をふるっている本物のシェフが１７人、コック帽・コック服で、両校

の５年生から６年生に本当においしく美しい料理を振る舞ってくれま

した。また、その前には、洞爺湖サミットで総料理長を努めるなど日本

を代表するシェフである中村勝宏氏が、人の味覚について体験を通して

の授業を行ってくれました。子どもたちの学ぶ姿や反応もよく、食事の

後「さっきまで嫌いだったニンジンがおいしかったです。」などの感想

やお礼の言葉をたくさんの子がしっかり述べていました。保護者や市内

の学校栄養職員も参加し、大変充実した会になったと思います。次に議

会の報告です。まず給食調理場の統合に関する議案と補正予算の議案

は、それぞれ賛成多数で可決されました。次に一般質問における部長と

私の答弁の概要を報告します。平野英男議員の質問には、主に小学校３

年生から４年生が使う社会科副読本『私たちの富津市』について、発行

の目的や、次の改訂版は平成２８年に発行の予定であること、その際、

教科の目標等に照らしながら内容を工夫すること、また、この副読本を

使った学習や総合的な学習の時間の活動、教員向けの研修会などを通し
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榎本委員長 

神子課長 

榎本委員長 

今井参事 

て、保護者・地域の協力を得ながら「富津を愛し、富津の未来を託せる

児童・生徒の育成」に努めることなどを答えました。また、財政運営に

関連した旧社会体育館についての質問には、今後解体して土地を総務部

に移管したい旨答えました。松原和江議員の質問には、学校給食の目標

や共同調理場と単独調理場の違い、各調理場の職員数、栄養士と調理員

の関係や調理員と子どもたちの関係、保護者と協力して食物アレルギー

に対応していること、共同調理場のメリット・デメリット、調味料をは

じめ、できるだけ地元産の食材を地元業者から納入するよう今後も努め

ることなどについて答えました。平野政博議員質問の、市のフェイスブ

ックや手書きマップへの対応については、今後も情報課と連携を密にし

て市民への情報提供に努めること、学校における手書きマップの活用例

などについて答えました。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

庶務課からお願いします。 

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。９月２４日、昨日ですが、千葉県教育委員会・千葉県市町村

教育委員会連絡協議会共催の平成２６年度第１回教育委員研修会が千

葉県総合教育センターにおいて開催され、榎本委員長さん、小坂委員さ

ん、が出席されました。研修内容については、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。 

はい。学校教育課から報告いたします。９月１日、市内全小中学校で始

業式が開催され、児童・生徒は元気に登校し、２学期がスタートいたし

ました。なお、８月３１日現在の児童数は、１９３７名生徒数は、１０

５８名で、５月１日と比較し、中学校で２名の減です。９月１３日、富

津市内全中学校の体育祭が開催され、生徒は元気な演技を披露し、事故

もなく、無事終了いたしました。また、記載はありませんが、９月２０

日に佐貫小学校で、２１日には、関豊小学校で運動会が開催されました。

残るは環小学校のみで１０月４に開催されました。９月１８日に竹岡小
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榎本委員長 

菊地所長 

榎本委員長 

中後課長 

学校と金谷小学校で、１９日には、青堀小学校と飯野小学校で南房総教

育事務所長の訪問がありました。学校規模や地域の特色を活かした各学

校の学校教育目標に基づいた概要説明のあと、全学級で授業を参観しま

した。どの学級でも学習課題を明確にした学習を行うことに心がけてお

り、子どもたちは、積極的に学習に取り組んでいました。以上でござい

ます。 

はい。ありがとうございました。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します。９月２０日に君津地方中学校新人

陸上競技記録会が、ふれあい公園臨海陸上競技場にて開催されました。

小雨の降るあいにくの天気にもかかわらず、各選手は自己新記録を目指

して懸命に競技に取り組んでいました。富津市の中学生は、男子が１３

種目中８種目で３位以内となり、特に、１年生男子１５００ｍでは、大

貫中学校の生徒が優勝と共に県の標準記録を突破しました。女子は、１

０種目中８種目で３位以内となり、１年女子１００ｍで大貫中の生徒

が、共通女子１００ｍハードルでは富津中の生徒が優勝し、県の標準記

録突破も果たしました。詳しくは、お配りしました、記録表をご覧くだ

さい。９月２４日に３０２会議室において特別支援教育推進チーム会議

を開催しました。今年度の各学校の巡回訪問を終え、その結果を報告す

ると共に、富津市の特別支援教育の状況や個別の教育支援計画・指導計

画の改善について意見交換を行いました。各課報告には記載がありませ

んが、９月１８日に君津教育会館において君津地方中学校英語コンテス

トが行われました。君津・富津地区の暗唱の部では、富津市の１年生が

５位と６位に、２年生の生徒が５位に、３年生が３位と５位 に入賞し、

スピーチの部では、富津中学校の生徒が５位入賞の成績を収めました。

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。体育振興課の報告について申しあげます。８月３１日、９月７日

に第３３回ＦＴＳ杯争奪少年野球大会が木村保史市スポーツ推進委員

連絡協議会会長の出席のもと、ふれあい公園臨海野球場などで開催され

７チームの参加があり実施されました。大会の結果は、優勝・天羽オー
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榎本委員長 

ルスターズ、準優勝・富津アストロタイガースでした。次に９月９日、

市スポーツ推進委員会議が５０２会議室において開催され、ふれあいス

ポーツフェスタや市民ハイキングについての検討状況の報告などがさ

れております。次に９月１６日に、ちばアクアラインマラソン実行委員

会第４回総会が千葉市京成ホテルミラマーレにおいて開催され、広報や

エントリーの状況などこれまでの経過についての報告や運営スタッフ

など大会の計画概要についての説明がありました。当課佐野課長補佐が

出席いたしました。次に９月２１日に第３回ふれあいドッチビー大会が

市スポーツ・レクリエーション推進員連絡協議会の運営により総合社会

体育館において開催されました。参加者は７チーム１０３名で、だれで

も、どこでもおこなえる軽スポーツの気軽さからチームの平均年齢が大

きく異なっても和気あいあいと楽しく体を動かせておりました。大会終

了後、スポーツ・レクリエーション推進員の方々は、ふれあいスポーツ

フェスタで実施する体力・運動能力調査について正確を期するために測

定や、記録、評価などについて独自に講習会を実施しております。次に

９月２４日に５０２会議室におきまして、スポーツフェスタ実行委員会

第５回会議を開催し、来月７日に実行委員・競技役員全体説明会におけ

る説明内容の確認を行いました。また、前回の委員会でお話をさせてい

ただきましたように各種福祉施設入所の方々へ参加を呼びかけ、既に参

加の旨の連絡もいただいているところでございます。さらに、当日ふれ

あい公園内では障害者就労支援施設で作ったお菓子、手芸品などの販売

も行うことで調整をすすめております。次に２５日、本日、２６日、明

日の両日にわたって、第５５回全国スポーツ推進委員研究大会が盛岡市

アイスアリーナで開催されます。本大会において木村保史スポーツ推進

委員会長が体育指導員から通算し、４１年間におよぶ活動が評価され、

スポーツ推進委員功労者として文部科学大臣からの表彰を受けられま

した。本大会には、当課佐野課長補佐が随行し、スポーツ推進委員から

は、木村会長のほか、島津澄夫副会長ほか５名が参加しております。以

上でございます。 

はい。ありがとうございました。最後に中央公民館お願いします。 
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鈴木館長 

榎本委員長 

今井参事 

はい。中央公民館から報告いたします。９月１９日、中央公民館多目的

室において、富津市民文化祭２０１４実行委員会役員会議を開催いたし

まして、市民文化祭の各館等の開催行事の内容が決定いたしました。お

手元にチラシを配布してございますが、主な行事といたしましては、総

合社会体育館では、１０月３１日から１１月３日まで絵画・書道・写真・

生け花・編み物・個人作品等の展示、１１月３日に茶席を行います。富

津公民館では、１０月３１日に「小中学校音楽の集い」、１日に芸能祭、

２日に「子ども祭り」を行い、中央公民館では、１１月１日に地元出身

の女流プロ棋士鈴木環那さんを迎えての「将棋大会」、２日はモノマネ

芸人藤井マサヒロさんを迎えての芸能祭、３日は俳句大会、市民会館で

は、１１月１日に社交ダンスや囲碁大会、２日にキッズミュージカル・

バンド演奏、３日に芸能祭が行われます。今回の文化祭ポスターは、１

８６点の応募があり選考の結果、天羽中学校３年生景山稚紘さんの作品

が最優秀として採用決定されました。優秀作品として、小学校低学年の

部は、佐貫小学校３年生綾部和佳奈さん、小学校高学年の部は、佐貫小

学校６年生の三平菜月さん、中学校の部は、天羽中学校３年生木村美月

さんの作品が選ばれました。応募いただきましたポスターにつきまして

は、総合社会体育館で１０月３１日から展示いたします。また、メイン

テーマは３４９件の応募の中から天羽中学校２年生の白井鈴々華さん

の作品で「育てよう 未来に続く 僕らの文化」と決定いたしました。

市民への広報及びＰＲは、広報ふっつ１０月号に掲載・ポスターの掲

示・区長回覧によるチラシの各戸配布のほか、防災行政無線による文化

祭開催のお知らせを放送します。教育委員の皆様にも、市民文化祭を是

非ご鑑賞いただきた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。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号富津市立小学校及び中学校管理規則の一部を

改正する規則の制定についてお願いします。 

はい。議案第１号についてご説明いたします。３ページをご覧ください。

富津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ
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榎本委員長 

今井参事 

榎本委員長 

今井参事 

いては、県費負担学校職員の職から主任主事を削除するため、規則の一

部を改正するものです。６ページの新旧対照表をご覧ください。現行の

主事・主任主事の欄から主任主事を削除し、改正案では、主事のみの表

記となります。また、別記第１号様式から第１０条様式の関係条例につ

いては、改正案のとおり改正するものです。なお、附則としまして、こ

の規則は、公布の日から施行するとともに、経過措置として、この規則

による改正前の富津市立小学校及び中学校管理規則の規定により使用

された様式は、改正後の富津市立小学校及び中学校管理規則の規定によ

る様式とみなします。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

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号富津市学校給食調理場管理運営規則の一部を改正する規則

の制定についてお願いします。 

はい。議案第２号についてご説明いたします。８ページをご覧ください。

議案第２号の富津市学校給食調理場管理運営規則の一部を改正する規

則の制定については、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伴い、調理場の名称及び所管に関する規定の

整理を図るため、規則の一部を改正するものです。１０ページの新旧対

照表をご覧ください。現行規則第２条表にある富津小学校調理場の項を

改正案では削ることとなります。また、それに伴い大貫共同調理場の管

轄に富津小学校を加えます。附則により、この条例は平成２７年４月１

日より施行の予定です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

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。続いて

議案第３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お願いします。 

はい。議案第３号をご説明いたします。１１ページをご覧ください。議
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案第３号は、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

しようとするものです。これは、国の私立幼稚園就園奨励費補助金交付

要綱第３条第３項の規定に基づいた国庫補助限度額及び階層区分の所

得割課税額が改正されたため、規則の一部を改正するものです。具体的

にご説明いたしますので、２１ぺージの新旧対照表をご覧ください。左

側の現行欄の第２条第１号の表中アンダーラインのある区分及び補助

金の額を、右側の改正案の同じくアンダーラインのある区分及び金額に

改めます。次に２３ページをご覧ください。左側の現行欄の第２条第５

号に加え、第６号と第７号を加え、２１ページ表にある第１基準額以下

の世帯と第２基準額の世帯を規定しています。同じく２３ページ(２)

の表については、小学校１年生から３年生までに兄弟姉妹がいない場合

の補助額を規定するものです。２５ページの別記については、様式の変

更に伴うものですが、この様式については、１４ページから２０ページ

に示してあるとおりです。なお、附則としまして、この規則は、交付の

日から施行し、改正後の規則の規定は、平成２６年度の予算に係る補助

金から適用します。以上でございます。ご審議、よろしくお願い申しあ

げます。 

はい。ありがとうございました。議案第３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。最後に

議案第４号富津市移動図書館車運営規程の一部を改正する訓令の制定

についてお願いします。 

はい。それでは、議案第４号富津市移動図書館車運営規程の一部を改正

する訓令の制定について申しあげます。２６ページをお開きください。

提案理由にもありますとおり、移動図書館車の貸出返却を手作業から電

子計算機での管理へと変更することに伴い、貸出冊数を増やすこと、併

せて手続きの変更等により規程の一部を改正しようとするものです。２

７ページから３０ページまで、その改正が記載してありますが、多くは

用語の使い方、言い回しの変更であり、内容に大きな変更はございませ

んが、第５条にあります１回当たりの貸出冊数が３冊から６冊に増えた
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ことが、利用者にとって大きな変更だと思います。これは、今まで手作

業によって、貸出返却を行っていましたが、パソコンによる処理が可能

となったことからです。施行予定日は、１０月１日を予定しております。

なお、市のホームページ、１０月の広報紙に掲載する予定です。以上を

もちまして、議案第４号富津市移動図書館車運営規程の一部を改正する

訓令の制定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。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。議案第４号について質問がございます

か。 

はい。議案と直接関係のない質問で恐縮ですが、現在移動図書館の、図

書の貸し出し状況、貸し出しの冊数等の推移等が開示されていれば教え

ていただきたいと思います。また、利用者の年代がどの位の方が多いの

か統計資料があれば教えていただきたいと思います。 

はい。利用者数は、２４年度は７，４８１名、２５年度は６，３３３名

です。移動図書館につきましては、１，０００名以上の減となっていま

す。これについては、生涯学習課でも検討しています。これは、小学校、

教育委員会でいう環小、竹岡小、佐貫小、あたりの児童が減っていると

いうことと、飯野コミュニティセンターの人数が激減しているためで

す。小学校が減っている原因は、児童数の減なのですが、巡回場所の変

更については、児童がいるので慎重にしていきたいと思います。また、

飯野コミュニティセンターにつきましては、飯野小学校とあわせたらど

うかという案について今、検討しているところです。もう一点の利用者

の年齢構成ですが、この点については、把握していません。今回の様式

の改正でも、男女の別を削除しています。本来、年齢構成や男女の別の

把握をすることは、貸出数を増やすデータとなります。パソコン管理に

なりましたので、受付の際に把握をしたいと思います。 

はい。やはり利用者の減少というのは貸出し冊数の減少にもつながって

いるのでしょうか。 

はい。そのとおりです。利用者も減少しているということで、貸出し数

についても１，８００冊くらい減っています。その原因の一番大きいも
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のは新刊が少ないということです。やはり、同じ方が借りるというケー

スが多く、市の予算が非常に厳しい中で、「新刊が少ない、新刊を増や

してほしい」という利用者からの要望があります。 

はい。できるだけ利用者の声を聞いて対応していくという努力をお願い

していただきたいと思います。 

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。次に報告事項に入ります。報告

第１号平成２６年度富津市内小学校修学旅行の計画についてお願いし

ます。 

はい。報告第１号について説明いたします。報告第１号は、２学期に市

内１２小学校で実施される修学旅行の予定です。３８ページをご覧くだ

さい。全小学校が神奈川県箱根方面への修学旅行を予定しています。消

防施設としての適合等を確認し、実施したいと考えています。なお、環

小学校と関豊小学校は合同で実施する予定です。以上です。 

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、続いて報告第２号平成２７年富津市成人式の期

日についてお願いします。 

はい。報告第２号について説明いたします。平成２７年富津市成人式に

ついて関係部局で協議した結果、平成２７年１月１１日（日）に実施す

ることに決定したので、報告いたします。 

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、最後に報告第３号後援申請についてお願いしま

す。 

はい。それでは報告第３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４０ページをお開きください。平成２６年８月１８日から

８月２１日までの後援申請受付分につきましては、次のページに記載の

とおり西かずさ九条の会事務局長 栗原克榮氏外４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。何かございますか。 
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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の日程でございますが、 

１０月３０日（木）午後１時３０分から、今回と同様、市役所４階、４

０１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。 


