
平成 27 年 12 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 12 月 18 日（金）

16 時 00 分から 16 時 20 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 年度富津市教育委員会被表彰者の決定

について

○報告事項

報告第１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、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、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) 富津市情報公開条例第 23 条第５項

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 12 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

池田委員

宮田委員長

渡辺教育長

今年最後の定例会となりました。今年も財源不足で皆さん大変な中仕事

をされていると思います。先日、学校保健委員会で天羽中学校へ伺いま

した。会議が終わった後に髙梨校長から修繕するところがいっぱいある、

という話を伺って参りました。大変だと思いますけれども、子どもたち

には少しでも良い環境の中で学校生活を送っていただきたいと思いま

す。皆さん、来年もまたよろしくお願いします。それでは、平成 27 年

12 月富津市教育委員会定例会議を始めます。本日の定例会議は、小坂委

員と須藤主幹から欠席届けが出ています。委員長報告は特にありません。

会議録署名委員の指名ですが、池田委員お願いします。

はい。

それでは、教育長報告をお願いします。

はい。資料１ページをお開きください。始めに行事関係ですが、１項目

目の石のまちシンポジウムには、今回も専門家を含めた多くの方が市内

外そして県外からも参加されていました。また今回は、数年前の金谷小

学校に続き天神山小学校の３・４年生が、学区に採石場跡が残る売津石

に関する学習成果を発表しました。２項目目の議場コンサートは、市内

の高校から始まって今回で 17 回目になりました。たまたまお手許にある

教育センター広報紙『はまかぜ 11・12 月号』に、今回合唱を聴かせてく

れた天羽東中学校・山下教諭の音楽科指導に関する文章がありますので

後ほどご覧ください。しっかりした授業づくりに裏付けられたすばらし

い合唱でしたし、生徒も大変さわやかで立派でした。３項目目ですが、

本市には公民館等で活動中の司会サークルが２つあります。その１つで

あるブルースカイが、音楽や舞踊等の団体などと協力して発表会を開催

されました。大変和やかなムードでした。もう一つのサークル・クレマ

チスは、同じように他団体等と協力しての発表会を 20 日に予定しておい

でです。４項目目は、障害者総合支援協議会子ども部会が中心に企画・

運営して例年開かれている交流会です。障害のある子の保護者等による

クリスマスソングの演奏などが和やかな雰囲気の中で行われ、保護者に

とっても楽しい時間になったことと思います。次に議会の報告です。行
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宮田委員長

今井参事

宮田委員長

菊地所長

事の下に記載した補正予算案には、校舎修繕等に関する 400 万円弱の教

育関係予算が含まれています。全員賛成で可決されました。続いて一般

質問における部長と私の答弁概要です。佐久間議員の質問には、市内の

文化財の状況や市の取り組み等について答えるとともに、文化財の保

存・継承を目的とした条例などの先進事例はあまり見あたらないこと、

市内のまちなみについて保存の要望はあまり聞いていないこと、史跡の

今後のあり方については史跡内の民有地に住む人の意見を尊重すべきこ

と、国の補助制度も活用して史跡内の土地取得に務めたいこと、関係者

と連携して観光振興にも寄与したいことなどを答えました。平野政博議

員の質問には、市内全小・中学校で高齢者との多様な交流が行われてい

ること、「認知症サポーター養成講座」などについては児童生徒の加重負

担に配慮しながら努力したいこと、また、県民マラソンに関しては、観

光や地域特産物のＰＲ等について商工観光課と生涯学習課が連携してい

ること、市内への宿泊については大会ホームページ等で案内しているこ

となどを答えました。岩本議員の質問には、学校の職務が多岐に亘って

増加し緻密さや迅速さも求められる状況にある中、児童生徒と向き合う

時間を少しでも確保するために、勤務時間の縮減と校務の効率化に向け

て学校とともに努力すること、また、事業仕分けで取り上げられた生涯

学習バスの運行については、市民の公平感等に配慮しながら検討中であ

ることなどを答えました。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

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。12 月７日に第３回富津市校長会

議を 401 会議室にて開催いたしました。教育総務課からは、平成 28 年度

予算要求について、アレルギーを持つ児童生徒の給食について、生涯学

習課からは、新春･冬季休業中の行事について、学校教育課からは、服務

の厳正､教職員の人事異動方針ほかについて、教育センターからは、学力

向上の推進、学校教育の指針中間評価、冬季休業中の生徒指導ほかにつ

いて、それぞれ説明及び依頼をしました。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。教育センターより報告をいたします。12 月１日、504 会議室にて
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宮田委員長

中後課長

自立支援指導員会議を開催しました。配置された各学校における、長期

欠席等の気になる児童・生徒についての経過報告を受け、３学期に向け

ての対策を検討しました。12 月９日、401 会議にて富津市学校関係行事

調整委員会を開催しました。各団体から出席した代表者に平成 28 年度学

校行事調整の基本方針を伝え、今後の具体的な調整の日程等について確

認しました。12 月 22 日、502 会議室にて第２回英語指導員研修会を開催

します。２学期の活動を報告し合い、３学期の授業改善に向けた取り組

みを話し合う予定にしています。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。生涯学習課の関係について報告いたします。11 月 28 日に市教育

委員会主催の第 40 回富津市ママさんバレーボール大会が市総合社会体

育館で開催され、市内各地より８チーム、103 名が参加し熱戦が展開さ

れました。優勝は富津地区のフェニックスチーム、準優勝は大貫地区の

F.ラバァーズ、第３位は湊地区の湊クラブでした。12 月６日に第 32 回

千葉県スポーツ推進委員研究大会が茂原市民会館にて行われ、渡辺会長

以下 14 名が参加しました。今年度は、富津市スポーツ推進委員の千葉県

スポーツ推進委員功労者表彰の対象者は、おりませんでした。午後には

「長生地区における総合型スポーツクラブの取り組みについて～スポー

ツでつなげる地域の絆～」をテーマにパネルディスカッションが行われ、

睦沢町や一宮町の地域に密着した事例の発表がされました。12 月 16 日

に、君津市生涯学習センターにおきまして、平成 27 年度君津地方社会教

育委員連絡協議会研修会が開催され、三富社会教育委員長のほか４委員、

事務局からは長濵係長が出席しております。「新たなスタイルの”語り合

い”で、社会教育の可能性を再発見しよう～第 58 回全国社会教育研究大

会千葉大会に向けて～」をテーマに、「地域に生きるさまざまな人をつな

ぐ社会教育の役割～君津市小糸地区の事例から～」及び「活き活きとし

た地域をめざす社会教育の可能性～清和手づくりマーケットの事例から

～」の報告がありました。その後、参加者は新たなスタイルの語り合い

の手法、ワールドカフェ、グループでの話し合い、全体での話し合いを

体験し、有意義な研究大会となったと聞いております。参加者は 34 名で
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宮田委員長

山口館長

宮田委員長

教育委員

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

中後課長

した。以上でございます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。12 月９日、中央公民館多目的室にお

きまして、富津市民文化祭 2015 第２回実行委員会役員会議を開催いたし

ました。議題として、開催結果並びに収支決算について報告し、承認を

いただきました。また、各会場で協力いただいた参観者からのアンケー

ト結果報告及び各役員からの意見・反省点などを出していただきました。

出されました意見や感想につきましては、次年度への開催に向け参考に

したいと考えております。来年の市民文化祭に向けて２月頃に、準備委

員会を組織する予定であります。以上で公民館からの報告を終わります。

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 年度富津市教育委員会被表彰者の決定

についてですが、この議案は富津市教育委員会会議規則第 13 条第１項第

３号、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利

利益を害するおそれのある事項に関する案件ですので非公開とすべきと

考えますがいかがでしょうか。

異議なし。

全員賛成ですので、議案第１号の審議は非公開で行うことに決まりまし

た。続いて報告第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号後援申請についてご報告いたします。資料の

５ページをお開き願います。平成 27 年 11 月 10 日から 11 月 17 日までの

後援申請受付分につきましては、次の６ページに記載のとおり富津市体

育協会会長、福原敏夫氏ほか１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。は

い、中後課長。

はい。お手元に、房総の伝統芸能のチラシを配布させていただきました。

先ほど、教育長からも議会のお話がありましたが、生涯学習課としても

県と連携を取りながら、これまで以上に伝統芸能について支援していき
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

たいと思います。チラシにございますように来年１月 16 日に君津文化ホ

ールで富津市の伝統芸能２件ほか、隣接市町村の伝統芸能も行われます。

足をお運びいただきまして、また、いろいろご意見をいただければ幸い

です。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。ほかに何かございますか。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、１月

28 日、木曜日、午前 10 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。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。


