
平成 27 年 11 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 27 年 11 月 26 日（木）

10 時 00 分から 10 時 25 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 平成 27 年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出

12 月補正予算について

○報告事項

報告第１号 平成 28 年富津市成人式について

報告第２号 後援申請について

５ 出席者名

宮田委員長、池田委員長職務代理者、榎本委員、小坂委員、

渡辺教育長、能城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、

神子教育総務課長、須藤学校教育課主幹、菊地教育センター所

長、竹谷教育センター主幹、中後生涯学習課長、山口公民館長、

刈込教育総務課長補佐、森川教育総務課主事

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)

８ 傍聴人数 ０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 27 年 11 月富津市教育委員会定例会議 会議録

発 言 者 発 言 内 容

宮田委員長

榎本委員

宮田委員長

渡辺教育長

おはようございます。男子児童の服を脱がせて写真を撮った教師が逮捕

されるという、我々の常識では考えられないような事件がありました。

どうすれば、そのような事件が防げるのか、なかなか難しいことだと思

いますが、私が思うのは、いろいろな角度から、いろいろな人とのつな

がりを保っていくことが事件の防止につながるのではないかということ

です。家族や同僚、管理職の先生、子どもたち、保護者の皆さん、教育

委員会とのつながり。委員は実際に現場の先生方とお会いする機会はど

うしても少ないですが、何かの折にはできるだけ協力をさせていただき

たいと思います。それでは、平成 27 年 11 月富津市教育委員会定例会議

を始めます。次に委員長報告です。10 月 30 日から 11 月３日に市民文化

祭が行われました。なかなか都合がつかず、最終日である 11 月３日の午

後に駆け足で各会場を廻らせていただきました。市民会館では芸能祭の

最中で、駐車場が狭いということもありますが、駐車スペースを探すの

が大変な状態でした。ほかの会場は終業間際でしたので、あまり人も多

くありませんでしたが、各会場とも例年どおり皆さんの力作が並び、楽

しませていただきました。先月の会議でスポーツフェスタに関して「参

加者に地域的な偏りがあるのでは」と池田委員から感想がありましたが、

文化祭に関しては、会場が分かれているということもあってそれぞれの

地域の方が参加されているのではないかと思います。ただ、ここ数年展

示を見させていただいていますが、あまり新しいグループの参加がない

ような感じを受けております。今後も新たに参加する皆さんの募集を続

けていっていただきたいと思います。委員長報告は以上です。本日の会

議録署名委員の指名ですが、榎本委員お願いします。

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項目目の音楽のつどいでは、市

内 16 校全てがすばらしい演奏を披露していたと思います。講師からも、

子どもたちの一生懸命さ、合唱の質やマナーの良さなどについて高い評

価を受けました。なお、飯野小と大貫中は、５項目目の君津地方音楽会
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

にも参加しました。２項目目は、通学路・学校施設・読書環境・子育て

環境等、多岐に亘る要望ですので、市民部・健康福祉部・建設経済部内

の関係課とともに、教育総務課・学校教育課・生涯学習課が対応しまし

た。６項目目は、昨年度から天羽高校が首都大学東京の支援を受けて取

り組んでいる防災学習の成果発表会です。高校生が地域防災の主体者と

して意識を高めてくれるのは大変心強いことだと思います。私は午前中

の授業しか参観できませんでしたが、保育所や小・中学校を含め、地域

との連携を大切にした地域連携アクティブスクールらしいイベントだと

感じました。記載できなかった行事について、一点報告します。11 月 24

日、富津市と株式会社森田建材はじめ民間企業三社との「災害時におけ

る衛生機材の供給に関する協定」および「災害時におけるレンタル機材

の供給に関する協定」の締結式に同席しました。この協定により、災害

発生時に、仮設トイレ、照明器具、重機などを優先的に運搬・設置等し

ていただけることになりました。災害時には避難所開設が想定される学

校施設にとっても意義の大きい協定であると考えています。ほかの項目

についてはご覧ください。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

教育総務課お願いします。

はい。教育総務課から報告いたします。２ページをお開きください。11

月４日、平成 27 年度第１回教育長・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、池田委員長職務代理者外２名の委員及び教育

長が出席されました。研修内容につきましては、午前中は全体会として

「教育委員会制度改正に関わる現状と課題について」のテーマでパネル

ディスカッションが行われ、座長に金本県教育長職務代理者、パネラー

に田中市川市教育長、内田芝山町教育長、細田浦安市教育長、石井大多

喜町教育長の出席で議論が交わされました。午後からは、３分科会に分

かれ、「学校規模の適正化に向けた取り組みについて」、「歴史、文化等の

地域資源を活用した教育の推進について」、「教育委員会機能の充実に向

けた取り組みについて」の内容でそれぞれ２市ずつの実践発表が行われ

ました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて学校教育課お願いします。
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今井参事

宮田委員長

菊地所長

宮田委員長

中後課長

はい。学校教育課から報告いたします。11 月 20 日に第３回富津市就学

指導委員会を木更津病院の小林先生以下 10 名の委員の出席をいただき

502 会議室で開催しました。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１年生１名、４

年生２名、６年生２名の合計 10 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２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１名の判定でした。以上です。

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。10 月 29 日、30 日と適応指導

教室である「さわやか教室」の校外学習を行いました。29 日にはマザー

牧場にて自然体験を、30 日には君津中央図書館にて調べ学習等を実施し

ました。参加した生徒たちは日頃の教室を離れての学習で気分転換も図

れ、いつもにも増してさわやかな表情で各体験に臨んでいました。11 月

10 日、富津市小学校体操大会が富津小学校体育館にて開催されました。

市内小学校 11 校からの代表選手が、マット・鉄棒・跳び箱の三種目を巡

って技を競い合いました。日頃の練習の成果を十分に発揮し、全力を尽

くした演技に、ギャラリーからあふれるほどいました観客からも大きな

拍手が贈られていました。11 月 18 日、社会科副読本編集員会議を開催

しました。最終の会議として、各委員が作成した原稿を全員で検討し、

提出していただきました。今後は、個別に推敲していただきながら、４

月の新副読本の配付に向けて準備を進めてまいります。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いたします。11 月８日、大貫小学校の体育館

にてニュースポーツ教室が富津市スポーツレクリエーション推進委員連

絡協議会主催により開催され、30 名の参加がありました。本年は老若男

女を問わず誰でも気軽に楽しめるニュースポーツとして室内ペタンクの

教室を行い、参加者はゲーム性もあることから非常に楽しげに取り組ん

でいました。11 月 13 日、第 38 回千葉県民マラソン大会第１回運営委員

会が、各種団体から推薦された委員の出席を得て、303 会議室にて開催

されました。佐久間市長の挨拶の後、運営委員会会長に富津市陸上競技
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宮田委員長

山口館長

会会長の藤井公夫氏、副会長に富津市観光協会会長の松本孝氏、富津地

区区長会会長の白石良造氏が推薦されております。11 月 16 日、第 50 回

千葉県社会教育振興大会が千葉市、千葉県総合教育センターで開催され

ました。三富社会教育委員長外、委員３名と共に参加いたしました。県

内各地より読み聞かせ活動などの事例が３件発表されております。11 月

20 日、市スポーツ・レクリエーション推進員総会が、かん七にて開催さ

れました。元旦マラソンなどについてを議題としております。11 月 21

日、富津市バスケットボールフェスタが市総合社会体育館で開催されま

した。君津地域小学生の部ミニバスケットボール交流試合、富津・君津

選抜対木更津・袖ケ浦選抜の試合は、男女共に熱戦となり、混成チーム

ではありましたが、日頃の成果をいかんなく発揮しておりました。11 月

22 日、第 43 回富津市あすをきずく青少年のつどい大会が、市ふれあい

公園で実施されました。佐久間市長、渡辺教育長出席のもと、子ども、

大人、青少年相談員、総勢 100 名が参加しました。「ミッション！ふれあ

い公園を制覇せよ！！」をテーマにウォークラリーが行われ、子どもた

ちは仲間と協力しチェックポイントやミッションに挑戦しながら溌剌と

公園内のウォーキングをしておりました。11 月 23 日、第 33 回市民ハイ

キングが志駒自由市場にて、スポーツ推進委員、事務局を含め 81 名の方

が参加し実施されました。雨が心配される中をもみじロード約６キロを

自然観察をしながらウォーキングを実施し、折り返し地点の志駒地蔵堂

の滝では牛乳が振る舞われ、ハイキング終了後にはスポーツ推進委員手

作りの豚汁が参加者に振る舞われていました。11 月 24 日にふれあいス

ポーツフェスタ実行委員会の反省会が 502 会議室で行われました。参加

者に地域的な偏りが見られたなどの回収したアンケートからの分析結果

や、続けてほしい、普段運動しない人を呼び込んでほしい、参加しやす

い種目・複数の会場での開催を望む、などの参加者からの各種意見や、

各競技団体からの細かな運営上の反省点も述べられました。以上で生涯

学習課の各課報告を終わります。

はい。ありがとうございました。次に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。10 月 30 日から 11 月３日までの５日

間、総合社会体育館・富津公民館・中央公民館・市民会館において、富
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宮田委員長

神子課長

津市民文化祭 2015 を開催いたしました。期間中は 11 月２日を除き天候

に恵まれ、多くの方々が会場へ足を運んでいただきました。各会場では、

各種団体や、公民館サークル、幼稚園・保育園、小中学校生などの作品

展示を始め、富津公民館では、小中学校音楽の集い、芸能祭、子どもま

つり、中央公民館では、芸能祭、民謡ショー、市民会館では太鼓の共演、

芸能祭など、市民それぞれが日頃の学習の成果を十分に発揮し発表を行

っておりました。出演者及び出展者数の合計は 3,761 人で前年対比 181

人の増、参観者数の合計は、17,504 人で前年対比 2,949 人の増でした。

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。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 27 年度富津市一般会計予算教育費歳入歳

出 12 月補正予算について説明をお願いします。

はい。それでは、議案第１号について、ご説明いたします。３ページを

お開き願います。教育委員会は、平成 27 年度富津市一般会計予算教育費

歳入歳出 12 月補正予算について、これを市長に申し出るものとする。４

ページをお開き願います。今回の補正予算は全て教育総務課所管となり

ます。はじめに歳入からご説明いたします。18 款、繰入金、１項、基金

繰入金、１目、基金繰入金、１節、学校教育振興基金繰入金 400 千円の

補正増は、この後に歳出に記載されています天羽中学校サッカーゴール

を購入するため、基金を取り崩ししようとするものでございます。歳入

の補正予算要求は、この１件でございます。次に歳出についてご説明い

たします。10 款、教育費、１項、教育総務費、２目、事務局費、11 節、

需用費の修繕料の 252 千円の補正増は、旧関豊小学校浄化槽ブロワーポ

ンプ交換でございます。次に、２項、小学校費、１目、学校管理費、15

節、工事請負費の学校施設改修工事の 1,100 千円の補正増は、天神山小

学校給水管改修工事でございます。次に、３項、中学校費、１目、学校

管理費、15 節、工事請負費の学校施設改修工事の 2,200 千円の補正増は、

天羽東中学校揚水ポンプ交換工事及び天羽東中学校簡易防球ネット改修

工事でございます。次に、２目、教育振興費、18 節、備品購入費の 400

千円の補正増は、天羽中学校のサッカーゴールを購入しようとするもの
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宮田委員長

山口館長

宮田委員長

神子課長

でございます。歳出補正予算要求合計額は、この４件で 3,952 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号平成 28 年富津市成人式についてについて説明

をお願いします。

はい。平成 28 年富津市成人式について、別紙のとおりに実施することに

決定したので報告いたします。６頁になります。こちらが富津市成人式

の開催要項でございます。趣旨としましては、成人に達する若者の新し

い門出を祝福し、良き社会人として自ら生き抜こうとする青年を励ます

ことを目的とし、平成 28 年１月 10 日、日曜日、午後２時から富津市富

津公民館で開催いたします。対象者は、平成７年４月２日から平成８年

４月１日までに生まれた市内在住者 395 名、及び市外転出者で出席を希

望する者 16 名となります。合わせまして、現時点で 411 名が対象となっ

ております。式典は、大貫地区出身者２名の司会により進めます。富津

地区出身者２名による指揮・ピアノ演奏により国家斉唱をいたします。

主催者及び来賓祝辞の後、成人としての意見発表は、各５地区からの新

成人代表者が行います。発表終了後、天羽中学校２年生より新成人に贈

ることばを述べていただく予定です。成人式は午後３時終了の予定です。

記念品として、中学校３年生在学中に、将来の夢など５年後の自分に宛

てた「二十歳への手紙」を書いていただいておりますので、記念写真と

合わせ後日郵送いたします。委員の皆様にも、ご臨席いただき新成人の

新しい門出にご祝福いただきますようお願いいたします。以上で報告を

終わります。

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、報告第２号後援申請についてお願いします。

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

７ページをお開き願います。平成 27 年 10 月 19 日から 11 月４日までの

後援申請受付分につきましては、次の８ページに記載のとおり、君津地
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

区少年野球連盟会長、岡部順一氏外２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日程でございますが、12 月

18 日、金曜日、午後４時から、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。また、こ

の定例会終了後、この場において、先に依頼してございました委員協議

会の開催を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。


