
平成２７年４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４月３０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 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

議案第２号 義務教育諸学校（市立小学校及び中学校）の教

科用図書の取扱い方針を定めることについて

議案第３号 平成 27年度教科用図書君津採択地区協議会委
員の選出について

○報告事項

報告第１号 富津市家庭教育指導員の任命について

報告第２号 富津市社会教育指導員の任命について

報告第３号 富津市スポーツ推進委員の委嘱について

報告第４号 平成 27年度富津市内中学校修学旅行の計画に
ついて

報告第５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、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、森川庶務係主事

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項に該当

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４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。今月より平成２７年度が始まりました。４月７日、

８日に市内小中学校の入学式が行われ、新入生が元気よく式に臨んで

いました。保育園から小学校へ、小学校から中学校へと進むにつれ、

授業時間も長くなり科目別に先生が変わることで、子どもたちも戸惑

うこともあるかと思いますが、新しい環境に早く慣れ、楽しい充実し

た毎日を過ごしてほしいと思います。そして、人事異動により着任さ

れた能城部長、竹谷教育センター主幹、山口館長には富津市の教育行

政推進のため、ご尽力をいただきますようお願いいたします。それで

は、平成２７年４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。

それでは、教育長報告をお願いします。

はい。委員の皆様には、年度末・年度始めの諸行事にご出席いただき、

ありがとうございました。この後、各課から報告があると思いますが、

関係機関・団体も新年度のよいスタートが切れたと考えています。ま

た、組織改編を経た教育委員会事務局も、概ね順調に１か月を終えよ

うとしています。新しい制度や市の財政状況に関わること等、課題の

多い１年になると思いますが、今年度もご指導のほどよろしくお願い

します。各課報告にない主な行事を１ページに記載しました。このう

ち３項目目・５項目目・６項目目・７項目目の計４つの会議には、県

内他市町村の教育委員や教育長と出席しました。ご承知のとおり、今

年度から新しい教育委員会制度が施行されています。県教委のまとめ

によれば、４月１日時点では、県内５４市町村のうち１つの町で教育

長が欠員となっていましたが、それ以外の５３人の教育長のうち、３

年任期のいわゆる「新教育長」は１２人でした。近隣では木更津市と

君津市がそうなっています。４項目目の報告会は、３月定例会で「出

発の集い」についてご報告した国際交流協会主催の会です。２人の女
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榎本委員長

神子課長

榎本委員長

今井参事

子高生は、英語で意思疎通を図るしかない環境の中での日々を、具体

的に生き生きと報告してくれました。日本に帰りたくなくなったとも

言っていました。私からは、今回のよい経験を、後輩にぜひ伝えてほ

しいとお願いしました。その他の行事は例年とほぼ同様ですのでご覧

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。それでは教育総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。４月２日、学校給食従事者研修会を学校栄養職員、

調理員、配膳員、用務員、ボイラー技士、計７１名を対象として１階

大会議室で開催しました。学校給食の調理・配膳等業務作業基準につ

いて、青堀小学校調理場の加藤恵美栄養士を講師として約１時間の研

修を実施しました。次に、４月２２日学校給食事務担当者会議を５０

２・５０３会議室で開催しました。各学校の給食費徴収事務担当者２

０名の出席のもと、教育総務課木村副主幹より債権管理条例、学校給

食費徴収規則などの例規に基づく学校給食費事務ついての説明をいた

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。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。４月２日、学校保健担当者会

議を５０２会議室で開催しました。各小中学校の養護教諭を対象に、

健康診断、予防接種、災害共済の給付事務等の説明を行いました。続

いて、４月６日、環小学校出発式を同校体育館で行いました。これは、

富津市立関豊小学校が１４１年の歴史を閉じ、平成２７年４月１日よ

り、富津市立環小学校と統合したことに伴い、統合後の児童の融和と

同校教育のさらなる発展に寄与するために始業式当日に挙行したもの

です。当日は、教育委員長・市長の挨拶の後に来賓である市議会議長

の挨拶をいただき、前関豊小学校児童代表と環小学校児童代表による

新しい出発への決意の発表がありました。同日４月６日、市内全小・

中学校で平成 27年度の始業式が行われ、７日には小学校、８日には中

学校の入学式が行われました。これにより、小学校で２９８名、中学
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榎本委員長

菊地所長

校で３４６名が入学しました。本年度の児童数は１８８１名、生徒数

は１０１６名となります。４月１０日、交通安全手形「セーフティー

ハンド」贈呈式が吉野小学校体育館にて 1年生を対象に行われました。

当日は、千葉県トラック協会君津支部大佐和運送株式会社代表取締役

榎本守男氏より 1年生２３名にセーフティハンドが贈られました。ま

た、富津市内のその他の小学校 1年生にも同様に贈られております。

登下校の交通事故防止のため道路横断などの際に有効に活用するよう

各学校で指導を進めております。４月１４日、４０１会議室にて、第

１回校長会議を開催しました。はじめに、教育長から平成２７年度富

津市学校教育の指針「富津を愛し、富津の未来を託せる児童・生徒の

育成」について、各課より平成２７年度教育予算、体育施設開放、生

涯学習事業、平成２６年度末教職員人事異動概要、学校教育指針の総

括、センター主催研修・学力向上事業や学校評議員制度、服務の厳正

ほかについて説明並びに依頼をいたしました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。４月２日、４０１会議室に

て新規採用教職員研修会を開催しました。本年度の初任者は、小学校

教諭５名・中学校教諭４名・中学校事務職員１名の計１０名でござい

ます。教育長・学校教育課長・教育センター所長による、初任者への

期待や心構え・服務・児童生徒とのコミュニケーションの取り方等に

ついて講話を行い、研修の機会としました。４月３日、４０１会議室

にて外国語活動・英語科主任会議を開催しました。当日は英語指導員・

ＡＬＴ派遣業者にも同席してもらい、外国語活動や英語教育推進のた

めの確認やＡＬＴの派遣業務の留意点について説明をし、質疑を受け

ました。４月１７日、５０２会議室にてコンピュータ主任会議を開催

しました。小・中学校より情報教育担当者が参加し、情報機器等の運

用方法、学校ホームページの更新等を中心に周知を図りました。また、

各校から課題を集約し、その対応について検討いたしました。４月２

１日、生徒指導担当者会議を４０１会議室にて開催しました。小・中

学校の生徒指導担当者が参加しました。本年度の生徒指導関連の施策
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榎本委員長

中後課長

を説明すると共に、講師の千葉県教育庁南房総教育事務所の訪問相談

担当教員江里口真紀氏より「長欠不登校の解消を目指す校内体制の構

築について」講話をしていただき、本市でやや増加傾向にある不登校

の課題に対して焦点の当たった研修会となりました。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申しあげます。４月４日、市青

少相談員連絡協議会総会が富津公民館多目的室で開催されました。総

会では、平成２６年度事業や収支決算についての報告が行なわれた後、

平成２７年度事業計画(案)や予算（案）他１議件の審議が行われました。

次に、同じく４月４日、総合社会体育館において、平成２７年度スポ

ーツ教室開講式を行いました。今後、１年間、毎週土曜日午後７時か

らバドミントン、ソフトバレー、インディアカの３種目を実施します。

教室には、子供から高齢者まで幅広い方が参加しています。４月７日、

後ほど報告をさせていただきますが、スポーツ推進委員委嘱状交付式

をいち川会議室で行いました。その後、第１回の会議が同会議室で開

催され、平成２６年度事業や収支決算などについての報告が行われた

後、役員選出、平成２７年度事業計画(案)や予算（案）他３議件の審議

が行われました。会長には、渡邉まさ子氏、副会長には荒井須美夫、

鈴木修一両氏が選出されました。組織力のアップや活動、目標の見直

しなどに意欲的に取り組んでおります。４月１６日、スポーツ・レク

リエーション推進員連絡協議会総会が５０２会議室で開催されまし

た。総会では、平成２６年度事業報告が行なわれた後、平成２７年度

事業計画(案)他４議件の審議が行われました。４月１７日、第１回君津

地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会が木更津市民体育館会議室で

開催され、平成２６年度事業や決算についての報告が行われた後、平

成２７年度事業計画(案)や予算(案)他３議件の審議が行われました。４

月２０日、先の３月教育委員会定例会において審議された富津市社会

教育委員１３名への委嘱状交付を５０２会議室で行いました。その後、

第１回会議が開催されました。委員長に三富和彦氏、副委員長に杉田
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榎本委員長

山口館長

榎本委員長

池田委員

玲子氏が選出され、平成２７年度富津市社会教育事業について、審議

が行われました。４月２４日、千葉県スポーツ少年団表彰伝達式が５

０２会議室で実施され、団体で大貫ジュニアバレーボールクラブ及び

柔友会が表彰されました。その後、富津市スポーツ少年団代表指導者

会議が行われました。平成２６年度事業報告及び収支決算報告、役員

の改選が行われ、平成２７年度、２８年度本部長に吉本充氏、副本部

長に石井利夫、渡辺まさ子の２氏が再任、鹿島邦比古氏が新任での改

選となりました。平成２７年度事業計画（案）、収支予算（案）の審議

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。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。４月２２日、中央公民館多目的室

において、富津市民文化祭２０１５第２回準備委員会会議を開催し、

日程及び参加者・メインテーマ・ポスターの募集などについて検討い

たしました。その結果、本年度の市民文化祭は、１０月３０日（金曜

日）から１１月３日（火曜日）、文化の日までの５日間の予定で、総合

社会体育館では１０月３０日から１１月３日まで展示を行い、富津公

民館では１０月３０日に小中学校音楽の集い、１１月１日に子どもま

つりを行うほか１０月３１日から１１月３日まで富津公民館・中央公

民館並びに市民会館で芸能祭、催し物、作品展示などを行う予定でご

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。池田委員。

菊地所長からご報告いただきました、新規採用教職員研修に関連して、

ご質問をしたいと思います。今、ベテランの先生方が、大量退職の時

期を迎えられています。それに伴って、先生方の年代別構成比が変わ

ってきて、若返りというものが教育現場のなかで見られています。そ

の中でベテランの先生方の教育スキルや知識、ノウハウなどを新任の

先生方や若手の先生方にどのように継承していくのか、そのことによ

って、指導力や、授業力をどう高めていくのか、ということが教育現

場の中での大きな課題になっているのではないかと認識しています。
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菊地所長

池田委員

報告にあったような研修は、人材育成にとって非常に有意義なもので

あると思いますが、同時に実際の教育現場の中で、いわゆるＯＪＴに

よって人材育成の機会を意図的、組織的に作っていくことも、非常に

大切であると考えています。そこで、富津市内の小中学校でそういっ

た若い先生方の育成に関して取り組んでいることがありましたら教え

ていただきたいと思います。

はい。ご指摘のとおり若い先生方が増えてきておりますので、若い先

生方の力量をどうつけていくのかが課題となっております。その中で、

例えば大きな学校ですと、ある程度若い先生方が層となって積み重な

っていますので、その若い先生方が研修のグループを作ってお互いに

授業を公開しあったり、また、ベテランの先生を講師に呼んで授業を

見ていただいて、自分達の授業改善に役立てています。また、教育セ

ンターとしても若手育成というのは喫緊の課題と考えております。教

育センターが設けている中堅層教職員研修には、各学校で若手育成の

ために力を発揮していただきたい先生方に参加をしていただいて、若

手育成のために必要なことを県の総合教育センターの方から講師を呼

んで、研修会を持つということを今年度から始めることにいたしまし

た。また、なかなか自校だけでは若手を育てるのに不十分だという小

規模校では、若い先生方を積極的に各学校の公開授業に参加をさせて

いただきたいと考えています。若い先生方がいろいろな、学校の授業

を見て、学ぶ機会は増えてきています。以上でございます。

はい。ありがとうございました。退職をされていくベテランの先生方

の力をうまく借りることができないか、と思いまして質問させていた

だきました。やはり若い先生方、特に新規に採用された先生方は、新

しい職場の中で、精神的な負担や悩み、課題も多いと思います。そう

いうものを教育現場の中で吸い上げていくような場づくりというもの

が必要だと考えています。そういう意味でＯＪＴの有効性や将来を見

据えた人材育成を管理職の先生方に十分意識していただいて、今お話

いただいたような、富津市ならではの人材育成モデルというものを作

っていただきたいと思います。ありがとうございました。
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榎本委員長

山口館長

榎本委員長

今井参事

はい。他に何かありますか。無いようですので、次に付議議案に入り

ます。議案第１号富津市公民館運営審議会委員の委嘱についてお願い

します。

はい。議案第１号について説明させていただきます。資料の３ページ

をご覧ください。本議案は、富津市公民館運営審議会委員として、富

津市立小中学校長会代表の伊藤直人氏及び富津市社会教育委員長の三

富和彦氏の２名を委嘱するものです。提案理由ですが、富津市立小中

学校校長会代表について変更があり、後任者の推薦がありました。ま

た、富津市社会教育委員長について充て職としており、４月２０日開

催の社会教育委員会議において委員長が選出されましたので、社会教

育法第３０条第１項及び富津市公民館及び市民会館の設置及び管理に

関する条例第１６条第３項の規定により委嘱しようとするものであり

ます。なお、任期は、平成２７年４月３０日から平成２９年３月３１

日までであります。以上でございます。よろしくご審議くださいます

よう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。

続いて議案第２号義務教育諸学校（市立小学校及び中学校）の教科用

図書の取扱い方針を定めること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。４ページをお開きく

ださい。本議案は、平成２８年度使用に係る教科用図書について、４

市教育委員会が同一の教科用図書の採択するための規約を制定しよう

とするものです。教科用図書の採択にあたり、千葉県教育委員会は１５の採

択地区を設定しており、本市は君津地方の４市との採択地区となっておりま

す。また、「教科用図書の採択は、前年の８月３１日までに行われなけ

ればならない。」と規定されております。それでは、５ページをご覧

下さい。本規約は１６条で構成されております。第３条で委員を２０

名とし、第５条では協議会の具体的な事務を、（１）で小・中学校で

使用する教科用図書（２）で小中学校の特別支援教育用の教科用図書
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榎本委員長

中後課長

榎本委員長

中後課長

の採択に関することとしております。第８条には本協議会の事務局を

袖ケ浦市教育委員会に置くこと、第１３条では、教科用図書の選定の

方法、第１４条では、教科用図書を研究調査する委員会の設置・委嘱

及び職務に関し、それぞれ定めております。附則といたしまして、本

規約は平成２７年５月１日から施行し、平成２８年３月３１日限りで、

その効力を失うものとするとなっております。なお、今年度採択する

のは、中学校の教科用図書及び小中学校の特別支援教育用の教科用図

書であることを、申し添えます。ご審議のほど、よろしくお願い申し

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号平成２７年度教科用図書君津採択地区協議会委員の

選出についてですが、この議案は富津市教育委員会会議規則第１３条

第１項第５号、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な

運営に著しい支障を生ず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。非公開とすることに賛

成の委員の挙手を求めます。全員賛成ですので、議案第３号の審議は

非公開で行うことに決まりました。次に報告事項に入ります。報告第

１号富津市家庭教育指導員の任命についてお願いします。

はい。報告第１号、富津市家庭教育指導員の任命について申し上げま

す。９ページをお開き下さい。報告理由にもございますように富津市

家庭教育指導員仲野いく子氏の任期が平成２７年３月３１日に満了と

なったため、同氏を引き続き任命したものであります。任期は、平成

２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの期間であります。以

上をもちまして説明を終わらせていただきます。

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、次に報告第２号富津市社会教育指導員の任

命についてお願いします。

はい。報告第２号、富津市社会教育指導員の任命について申し上げま
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中後課長

榎本委員長

須藤主幹

榎本委員長

神子課長

す。１０ページをご覧下さい。報告理由にもございますように富津市

社会教育指導員岩波正弥及び市川一成両氏の任期が平成２７年３月３

１日に満了となったため、両氏を引き続き任命したものであります。

任期は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの期間で

あります。以上をもちまして説明を終わらせていただきます。

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。無いようですので、次に報告第３号富津市スポーツ推進委員の

委嘱についてお願いします。

はい。報告第３号、富津市スポーツ推進委員の委嘱について申し上げ

ます。１１ページをご覧下さい。富津市スポーツ推進委員の任期が平

成２７年３月３１日に満了となったため、１２ページにございますよ

うに福原敏夫氏他２５名を新たに委嘱したものであります。任期は、

平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの２年間でありま

す。以上をもちまして説明を終わらせていただきます。

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、次に報告第４号平成２７年度富津市内中学

校修学旅行の計画についてお願いします。

はい。報告第４号についてですが、１４ページをご覧ください。富津

市内の中学校５校は全て５月、６月に修学旅行の実施を計画しており

ます。方面は全て関西方面で、期間は２泊３日となっております。現

在の時点では不参加予定者はおりません。行き先地の保健所等の衛生

監督照会や消防本部への照会等を実施し、生徒の安全対策をとったう

えで実施したいと考えております。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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、次に報告第５号後援申請についてお願いし

ます。

はい。それでは報告第５号につきましてご報告させていただきます。

資料の１５ページをお開きください。平成２７年４月９日から４月１

４日までの後援申請受付分につきましては、次の１６ページに記載の

とおりかずさウインドオーケストラ団長、伊勢崎功氏+他１件を承認し
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榎本委員長

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５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、５

月２８日（木曜日）午後１時３０分から今回と同様市役所４階の４０

１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。


