
平成２７年５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５月２８日（木）

１３時３０分から１４時０1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 富津市社会教育委員の委嘱について

議案第２号 富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例等の一部を改正する条例の

制定について

○報告事項

報告第１号 富津市学校評議員の委嘱について

報告第２号 富津市就学指導委員会委員及び専門調査員の委

嘱について

報告第３号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第４号 平成 27年度市内小・中学校教職員数及び児童・
生徒数について

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)

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５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

皆さんこんにちは。それでは、平成２７年５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。

それでは、まず委員長報告ですが、昨日５月２７日に平成２７年度千

葉県市町村教育委員会連絡協議会の定期総会が佐倉市民音楽ホールで

開催され、小坂委員、渡辺教育長、竹谷教育センター主幹と参加して

きました。定期総会閉会の後、「教育委員会制度の改正とこれからの教

育委員会について」を演題として文部科学省初等中等教育局の竹中千

尋氏による講演がありました。「教育委員会制度の改正」については新

聞などでも度々取り上げられていますし、私たちにとっても、とても

関心のあるテーマでした。竹中氏は今回の教育委員会制度改正につい

て４つのポイントにまとめて講演されました。ポイント１は教育委員

長と教育長を１本化した新「教育長」を設置することで教育行政にお

ける責任体制の明確化、また、いじめ等の問題に対して迅速に対応す

ることが出来るよう危機管理体制の構築が図れる。ポイント２として、

教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化を進めることで教育委

員会の審議を活性させることが出来る。ポイント３では、すべての地

方公共団体に「総合教育会議」を設置し、予算権限を持つ首長と教育

委員会が協議、調整することで、教育政策の方向性を共有し、一致し

て執行にあたることが可能になるとし、ポイント４では教育に関する

「大綱」を首長が策定することが出来ると話されました。そして、４

月１日施行により県内５４市町村のうち１２市で新教育長が誕生して

いるとのことでした。竹中千尋氏の講演を聞いて“教育委員会制度の

何が変わり、そして、何が変わらないのか”がよくわかりました。富

津市は、来年から新教育委員会制度に移行する予定ですが、政治的中

立性を保ちつつ、教育行政の継続性や安定性が損なわれることがない

よう進めていかなければと思います。委員長報告は以上です。それで



2

渡辺教育長

榎本委員長

神子課長

榎本委員長

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項目目の市Ｐ連会議ですが、

例年同様にこの日から新年度の体制がスタートし、会長校が吉野小か

ら飯野小に移りました。ご存じの通り昨年は佐貫中ＰＴＡが文部科学

大臣表彰を受けました。会員数の減少が続くＰＴＡがほとんどで、常

に努力や工夫が必要なのだろうと思いますが、今年度も、子どもたち

の健やかな成長のために、保護者会員と学校会員が力を合わせていた

だきたいと願っています。６月２０日の表彰式では、前年度役員等で

ご活躍いただいた方々に教育長感謝状をお受けいただく予定です。２

項目目のモラロジー事務所総会は参事に出席してもらいました。３項

目目は毎年富津市文化協会が主催している、千葉県民謡協会内房支部

の４３回目の発表会です。出演団体も客席で発表を楽しむ方もとても

多く、華やかな会でした。４項目目の地教連総会や役員会・歓送迎会

にご出席いただいた委員の皆様にはお疲れ様でした。総会では、袖ケ

浦市の川島教育長が会長に、富津市の榎本教育委員長が副会長に就任

されました。よろしくお願いします。２７年度事業計画や予算は原案

通り可決されました。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

お開き願います。５月２２日、平成２７年度千葉県学校給食センター

研究会定期総会がホテルポートプラザちばにて開催され、２７年度優

良職員１４名に表彰状が授与され、特別功労者として５名に感謝状が

贈呈されました。次に、２６年度事業報告、歳入歳出決算、２７年度

事業計画案、歳入歳出予算案、負担金の改正案の説明があり、いずれ

も承認されました。次に、５月２７日、平成２７年度千葉県市町村教

育委員会連絡協議会定期総会及び特別講演会ですが、先ほど、委員長

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。
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今井参事

榎本委員長

菊地所長

はい。学校教育課から報告いたします。５月２２日、学校警察連絡委

員会全体研修会を開催しました。前段で、今年度の諸計画、役員を協

議し、続いて、富津警察署の伊藤生活安全課長から少年非行の実態と

対策について講話をいただきました。天羽中学校長の高梨委員長のも

と、富津市の子ども達の健全な育成を願い、学校警察連絡委員会平成

２７年度の活動がスタートしました。５月２７日、複数の学校の連携

による学校事務の共同実施を通して、学校事務機能の強化と学校運営

に関する支援を行うことを目的として、学校事務の共同実施運営協議

会を４０１会議室にて開催しました。会議では、学校事務代表５名か

ら平成２６年度の成果と課題及び平成２７年度の各グループの実施計

画が提案され拠点校校長、校長会代表、教頭会代表、関係する教育総

務課、学校教育課職員とともに協議を行いました。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。教育センターから報告をいたします。５月１日、４０１会議室

にて第１回社会科副読本編集会議を開催しました。編集の最終年度と

して、編集の趣旨・分担・日程等を確認し、平成２８年度発行に向け

今年度の編集作業を開始しました。５月８日、４０１会議室にて特別

支援教育推進チーム会議を開催しました。今年度も、通常の学級にお

ける特別な支援が必要な児童・生徒の実態の把握と適切な支援・助言

を行うため、巡回訪問を実施します。今回の会議では、そのための計

画立案並びに訪問日程の調整を行いました。小・中学校、保育所、市

役所子育て支援課職員など、計１０名の委員が数名でチームを作り、

市内全小中学校を巡回する予定です。５月１３日、４０１会議室にて

「第１回富津市学力向上推進委員会議」を開催しました。各種学力検

査の結果を元に，富津市の課題を分析しました。特に記述式の回答に

課題があるため、今年度は「書く」ことに焦点を当て、「書いて考える」

「書いてまとめる」等、思考力・表現力の育成に重点を置いて取り組

むこととなりました。５月２０日、５０２会議室にて「中堅層教職員

研修会」を開催しました。この研修会は今年度初めて設置した研修会

です。千葉県総合教育センターの宇山主席指導主事、大野研究指導主
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榎本委員長

中後課長

事を講師に、「若手教員の育成について」研修をしました。特に演習と

して「マンダラシート」という表を活用して若手育成のためにできる

ことを少人数グループで討議し，各学校での若手教員育成の方法につ

いて熱心に話し合いが行われました。５月２１日、ふれあい公園臨海

陸上競技場にて、富津市小中学校陸上競技大会が開催されました。夜

来の雷鳴に実施が心配されましたが，当日は天気にも恵まれ、絶好の

コンディションの中、選手となった児童・生徒たちは、各競技に精一

杯の力を発揮していました。また、競技ばかりでなく、運営面で手伝

いをする生徒や応援をする児童生徒の姿も素晴らしく、日頃の各学校

でのきめ細かな指導が生かされた大会となりました。結果は、お手元

の資料をご覧いただきたいと思いますが、中学校の入賞者による得点

で競う順位では、２年連続、男女ともに富津中学校が１位となり、総

合優勝を果たしました。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。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課の報告をさせていただきます。５月６日、ふれあい

公園臨界陸上競技場にて、第２２回富津市教育長杯争奪少年サッカー

大会が渡辺教育長出席のもと開催されました。２１チーム・１４０名

の参加がありました。大会の結果は、多くの学年で青堀ＳＣの優勝と

いう結果でした。５月７日、５０２会議室にて、君津地方社会教育委

員正副会長会議が開催され、各市で新しく就任された役員の方々が５

月２４日開催予定の総会の打ち合わせを行っております。５月１０日、

木更津市民体育館において第１回君津地区スポーツ推進委員連絡協議

会総会、実技研修会が開催されました。実技研修では、来る１０月１

８日に開催予定の君津地区スポーツ・レクリエーション祭や、それに

先立つ各市での大会でしっかりとした審判が行えるようにとインディ

アカ、ソフトバレーボールの審判講習が行われております。ハンドシ

グナルやルールの確認を繰り返し実践しておりました。５月１２日、

君津地方視聴覚教材センターにおいて第１回運営委員会会議が開催さ

れ、平成２７年度事業計画・予算（案）などについて審議がされまし

た。５月１６日、富津公民館にて、富津市子ども会育成連絡協議会総



5

榎本委員長

山口館長

会が開催され、会長には能城多裕氏が選出されました。５月１７日、

第２１回健康ウォークラリー大会が大貫地区中央公民館周辺を会場

に、実施されました。１１組３７人の参加がありました。この大会は、

富津市スポーツ・レクリエーション推進委員主催による、約３kｍのコ

ースを設定しクイズやゲームを楽しむ大会です。参加者は海や山から

の景色を楽しんだり、富津市の名前の由来の弟橘姫伝説などの歴史に

ふれあったりして、気持よさそうな汗を流していました。ゴール後に

はペタンクというニュースポーツを体験してもらいましたが、楽しそ

うにプレーをしておりました。同日には総合社会体育館において、第

３３回ＦＴＳ少年剣道大会が行われました。３５９名の参加があり、

個人戦が行われました。小学生の部では、男子９５名、女子５７名、

計１５２名の参加が、中学生の部では男子１１５名、女子９２名、計

２０７名の参加がありました。同じく同日、総合型地域スポーツクラ

ブ佐貫クラブ第４回総会が佐貫コミュニティセンターで開催されまし

た。渡辺教育長、私、中後が出席いたしました。総会では、平成２６

年度事業報告、決算、また、平成２７年度事業計画、予算について審

議が行われました。審議では、昨年に引き続き佐貫クラブの着実な進

展が伺われ、改めて地域の住民相互が連携しての体力づくり、健康づ

くり、地域づくりが確認されておりました。５月２４日、ホテル千成

で君津地方社会教育委員連絡協議会総会が開催され、役員改選及び平

成２７年度事業計画・予算（案）などについて審議がされました。新

しい会長には袖ケ浦市の二宮義文氏が選出されました。決議された事

業計画では、研修や大会において、来年度開催される第５８回全国社

会教育研究大会千葉大会に向けて、改めて社会教育委員について考え

てみることで了承をされております。以上でございます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。５月１４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

の前に、任期満了に伴う委員改選により、委員の皆様に委嘱状を交付

いたしました。議件の内容ですが、委員長及び副委員長の選出につい
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榎本委員長

小坂委員

菊地所長

て審議し、委員長に宮﨑和子委員、副委員長に石井光一委員が選出さ

れました。また、君津地方公民館運営審議会委員連絡協議会の理事３

名には、宮﨑和子委員、石井光一委員、齊藤進委員が選出されました。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。小坂委員。

はい。教育センター各課報告の５月１３日開催、学力向上推進委員会

議に関連した質問です。学力向上に向けて各学校と連携して努力され

ていると思います。昨年度の各種学力調査の結果を分析して必要な対

策を検討されたと伺いました。今年は、記述式が弱いため、今年度の

目標として、「書くこと」、「書いてまとめること」に力を入れる、とい

うことですが大事なことだと思います。これらは教科全体についての

目標だと思うので、学力調査結果の教科ごとの特徴や、これからの対

策、今年度の目標について教えていただければと思います。

はい。教科の特徴ですが、全体的な学力という面で、富津市は、国語

と算数・数学が県平均と比べると少し落ちます。しかし、社会科や理

科は、ほぼ県平均となっています。その中で細かく見ていくと、長い

文章を読み、書いて回答するという設問で子どもたちがあきらめてし

まう、という状況があります。そのような状況を解消するためには、

日々の学習の中で、書いて自分の考えをまとめて発表をすることが大

事です。話し合いの中で出てきたのは、皆で話し合い、一つの課題を

解決していくというような、集団学習ならではの力を付けていくこと

が大事だろう、いうことです。どの学校でも、そのような力を子ども

たちに付けていくために、取り組んでいただきたいと考えています。

具体的な手立てとしては、一つ目は校長会を通して各学校に要請して

いくこと、二つ目は各教科のエキスパートの先生である学力向上推進

員に、各教科の中で「書く」ということについてどういう所に焦点を

当て取り組むと良いのかということを、「はまかぜ」等の広報紙を利用

しながら広報してもらうということです。そして、ぜひ広報紙の方を、

各学校の研修の中でも活用していただくように進めていきたいと考え
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小坂委員

榎本委員長

中後課長

榎本委員長

神子課長

ています。全国学力学習状況調査の中で「書いて考えましたか」とい

うような問いがありますので、その回答を数年間追っていき、子ども

たちの「書く」ということに対する意識の変化を見ていきたいと考え

ています。また、今後の学力向上推進員の話し合いの中で、もう少し

取り組む内容を深めて行きたいと思います。以上です。

わかりました。ありがとうございました。

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号富津市社会教育委員の委嘱についてお願いします。

はい。議案第１号、富津市社会教育委員の委嘱について申し上げます。

３ページをお開きください。提案理由にもございますとおり、富津市

ＰＴＡ連絡協議会の代表に変更があり、後任者の推薦がありましたの

で社会教育法第１５条第２項の規定により委嘱するものです。任期は、

前任者の残任期間の平成２９年３月３１日までの期間となります。以

上をもちまして、議案第１号、富津市社会教育委員の委嘱についての

説明を終了させていただきます。

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号富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例等の一部を改正する条例の制定についてお願いします。

はい。それでは議案第２号について、ご説明いたします。４、５ページをお

開き願います。まず、５ページをご覧願います。第１条で富津市体育施設の

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成２５年富津市条例第

２６号）、第２条で富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条

例の一部を改正する条例（平成２５年富津市条例第２７号）、第３条で富津

埋立記念館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例（平成２５

年富津市条例第２８号）のそれぞれの附則第１項ただし書中「平成２７年１

０月１日」を「平成２９年４月１日」に改めようとするもので、この一部を

改正する条例を制定するよう市長に申し出るものでございます。提案理由

は、４ページの下段をご覧願います。消費税及び地方消費税の税率の引上げ
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須藤主幹

榎本委員長

池田委員

須藤主幹

に係る施行日が改正になったことに伴い、関連する条例の一部を改正するも

のでございます。５ページをご覧願います。この改正条例の附則ですが、こ

の条例は、公布の日から施行するでございます。以上で説明を終わります。

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。次

に報告事項に入ります。報告第１号富津市学校評議員の委嘱について

お願いします。

はい。報告第１号、平成２７年度富津市学校評議員の委嘱についてで

す。１０、１１ページをご覧ください。本年度の学校評議員は市内１

６小中学校で延べ７８名。兼任の方が４名いますので、実数は７４名

です。１小学校、１中学校で４名、他の１４校は５名を委嘱いたしま

した。それぞれの学校の計画により、特色ある学校運営、地域と連携

した学校経営等のため、各種学校行事、会議等に参加し、学校長の求

めに応じ意見を述べていただく活動をしていただきます。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。はい。池田委員

はい。ただいま、ご報告をいただいた内容と直接関連するものではあ

りませんが、学校評議員制度について伺いたいと思います。一つ目と

して、学校によって差があると思いますが、どの程度の頻度で、この

評議員会が開催されているのか、二つ目として、「開かれた学校づくり

を一層推進していくため」という学校評議員制度の当初の目的が現在

どのように機能をしているのかを伺いたいと思います。

はい。学校評議員会の開催ですが、平均３回、どの学校でも最低３回

開催しております。多い学校では、年間に５回程度開催しております。

学校評議員は外部評価という形で学校に入っていただいた中で、学期

ごとに評価をして頂いて、それを学校の方で公表して行くという形で

今現在活用されております。以上です。



9

池田委員

榎本委員長

今井参事

榎本委員長

中後課長

榎本委員長

はい。ありがとうございました。

他に何かありますか。無いようですので報告第２号富津市就学指導委

員会委員及び専門調査員の委嘱についてお願いします。

はい。報告第２号、平成２７年度富津市就学指導委員会委員及び専門

調査員の委嘱についてご報告いたします。１２、１３ページをご覧く

ださい。障害のある児童・生徒に適切な就学指導を行うための当委員

会ですが、富津市就学指導委員会規則第３条により委員は１５名以内

で組織し、任期は２年となっています。現在、１３ページにあるよう

に専門医１名、学校医代表２名、市内学校長３名、特別支援学級担任

代表１名、保健主事代表１名、養護教諭代表１名、児童相談所代表１

名、特別支援学校代表１名、市役所の庁内職員２名の１３名で委員を

構成しています。このうち、１２ページにあるように校長会代表の川

名泰氏・森田吉一氏、磯部文雄氏、特別支援学級担任代表 佐藤有希子

氏、養護教諭代表 高梨孝子氏を新規に委嘱させていただきました。調

査員については、任期や人数について特に定めはなく、１３ページに

ある４名に委嘱しています。以上、ご報告させていただきます。

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。無いようですので報告第３号富津市青少年問題協議会委員の委

嘱についてお願いします。

はい。報告第３号、富津市青少年問題協議会委員の委嘱について申し

上げます。１４ページをお開きください。報告理由にありますように、

４月２日付けにて中学校長代表、４月２０日付けにて社会教育委員長、

５月９日付けにて富津市ＰＴＡ連絡協議会代表、５月１６日付けにて

富津市子ども会育成連絡協議会代表の変更があり、後任の推薦があり

ましたので、富津市青少年問題協議会設置条例第３条第４項の規定に

より、富津市長が委嘱したものであります。任期は、中段にございま

すとおり、前任者の残任期間の平成２９年３月３１日までの期間とな

ります。以上をもちまして、説明を終了させていただきます。

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。無いようですので続いて報告第４号平成２７年度市内小・中学
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榎本委員長

神子課長

榎本委員長

神子課長

校教職員数及び児童・生徒数についてお願いします。

はい。報告第４号は平成２７年度市内小・中学校教職員数及び児童・

生徒数についてです。１６ページをご覧ください。学校基本調査、俗

に「５・１調査」と呼ばれる５月１日現在の調査から、本年度の教職

員数、学級数、児童生徒数を一覧にしてございます。全体数を昨年度

との比較でご説明いたします。小学校の職員数が昨年度１９０名から

１７８名で１２名減。中学校の職員数が１０７名から１０５名と２名

減。学級数について小学校は１０９学級から１０２学級と昨年度から

７学級減です。これは、関豊小の閉校を含め通常学級で７学級が減で

したが、知的特別支援学級が２減、自閉情緒特別支援学級が２増のた

めです。中学校の学級数は４４学級から４５学級と１学級増です。こ

れは、通常学級１減でしたが、知的特別支援学級が１学級増、自閉情

緒学級が１学級増のためです。児童生徒数ですが、小学校児童が１９

３７名から１８７９名と５８名減。中学校生徒が１０６０名から１０

１６名と４４名減でございます。それぞれの詳細は一覧をご覧くださ

い。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。無いようですので続いて報告第５号後援申請について説明をお

願いします。

はい。それでは報告第５号後援申請についてご報告いたします。資料

の１７ページをお開きください。平成２７年４月１５日から５月８日

までの後援申請受付分につきましては、次の１８ページ、１９ページ

に記載のとおり、木更津舞尊実行委員会代表、豊田純久氏外９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、６

月２５日、木曜日午後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ので、よろしくお願いいたし
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ます。また、この定例会終了後、この場において、教育委員会の点検・

評価（案）についての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。


