
平成 27 年８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８月 27 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９月補正予算について

○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、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８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

皆さん、おはようございます。急に気温が下がったと思ったら、また今

日は、暑くなるようです。体調を崩しやすい時期ですので、皆さん、体

調管理には十分気をつけてください。先日行われました、事業仕分けで

すが、教育部に関する部分を youtube で見させていただきました。関わ

った皆さんは、資料の準備から説明、質問者に対する対応と、大変な作

業だったと思います。本当にお疲れ様でした。こういうことを契機に、

事業仕分け人の意見にかかわらず、見直せることがあったら見直してい

くきっかけになっていければいいのではないか、という感想を持ちまし

た。それでは、平成 27 年８月富津市教育委員会定例会議を始めます。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、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。

資料１ページをご覧ください。委員長からもお話がありましたが、１項

目目の富津市事業仕分けでは、全体で 26 の事業が採り上げられました。

その内、教育委員会関係のものは、生涯学習バス設置事業、学校バス運

営事業、学校給食管理運営事業、給食食材費の４事業でした。担当職員

は、市民への説明責任を果たすべく周到な事前準備をして臨みました。

結果についてはすでに市ホームページで公開されていますが、他の多く

の事業同様に、いずれも「要改善」でした。指摘事項を参考にしながら

今後の事業展開のあり方を検討してまいります。２項目目のＰＴＡバレ

ーボール大会では、青堀小が６連覇を飾り、準優勝が天羽中、３位が富

津中と佐貫小でした。例年ですとこの４チームが次の大会に出場するこ

とになりますが、メンバー構成の事情により佐貫小の代わりに大貫小が

加わった４チームが９月６日に木更津市で開かれる４市の大会に参加し

ます。この大会を勝ち上がれば県大会出場権を得ることになります。昨

年県大会準優勝の青堀小をはじめ、本市チームの健闘を期待したいと思

います。３項目目は、65 回目となった君津地方教職員の自主的な研究集

会の全体会です。この後９月 25・26 日に行われる教科別及び問題別分科
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宮田委員長

今井参事

宮田委員長

菊地所長

会の当番市は、今年度富津市です。多くの分科会が青堀小・飯野小・富

津中で開かれます。今年度も、子どもたちの健やかな成長につながる充

実した実践交流の場にしてもらいたいと願っています。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。７月 31 日、401 会議室において

「教育長と語る会」が開催されました。語る会には、富津市教職員組合

から組合長以下 18 名、教育委員会からは教育長以下９名が出席しまし

た。教職員組合から、１．教育予算、学校の施設・設備に関すること、

２．勤務条件・教育活動に関すること、３．関係機関に働きかけてほし

いこと等について要望がありました。８月４日、503 会議室にて第１回

富津市通学路安全対策協議会が開かれました。この協議会は、富津市通

学路交通安全プログラムに基づき関係機関が連携して児童生徒が安全に

通学できるように通学路の安全確保を図っていくものです。第１回目の

会議には、関係機関として富津警察署交通課長・千葉国道事務所木更津

出張所長・君津土木事務所維持課長、市からは、建設経済部管理課長・

市民部市民課長・教育部長・学校教育課長、学校関係者として、校長会

会長・富津市ＰＴＡ連絡協議会会長が集まり、協議会設置に至る経緯と

現在までの通学路安全対策実施状況の説明をした後、本年度の合同点検

方法、対策に関する協議会の実施について話し合いをもちました。８月

17 日、市長応接室におきまして、峰上２校の地区代表、保護者代表、学

校代表等から組織される「峰上教育促進同盟」による市長への要望の会

が開催され、施設の整備・修繕、通学路の整備についての要望がありま

した。教育委員会からは教育長以下４名が出席、建設経済部長、建設経

済部農林水産課長とともに対応いたしました。学校教育課からは以上で

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。教育センターの報告をいたします。８月３、４、５、７、10、18

日に夏季研修講座を開催しました。今年度は、教科・領域の指導力を高

める講座、学校の危機管理、特別支援教育や教育相談、初任者研修を兼
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ねた富津市を再発見する講座等を実施しました。教科等に関する講座と

しては、元畑沢中学校長菅野清次氏による算数・数学をはじめ、国語、

理科、図画工作、道徳、体育等の講座を実施しました。算数では、思考

を促す授業の具体的な組み立て方。国語では、言語活動の幅を広げる手

法。理科では、ドライアイスを使っての二酸化炭素の性質や身近な素材

から静電気の不思議さを体感する実験。図画工作では、新素材を使った

一版多色刷りの技法。道徳では、多様な資料の開発や活用方法。体育で

は、体操大会に活用できる器械運動のポイント等を教育事務所の指導主

事や現場で活躍する教員等から学びました。また、県教育庁体育課主席

指導主事牧田正彦氏による学校の危機管理の研修を実施し、映像教材等

を活用しながら、事故発生時をシミュレーションした演習も行いました。

事故発生時の対応等を実際に演じてみることで、日頃からの備えの大切

さを改めて実感させられました。生徒指導の研修では、千葉少年鑑別所

の所長に講師をお願いし、さまざまな事例を通して、最近の非行の状況

や家庭環境等のかかわり、日ごろの児童生徒を把握する上での留意点等

について研修しました。特別支援教育や教育相談の研修でも日ごろの学

校で課題となっている事例を通して、参加者が意見を出し合い、児童生

徒の把握の方法や具体的な対処法について研修しました。富津市の再発

見講座は、初任者研修の「地域の特色ある研修」も兼ね、午前中は、社

会科副読本「私たちの富津市」を活用して富津市の概略を学び、午後は、

社会教育指導員の岩波正弥氏案内の下、富津埋立記念館や古墳、戦跡・

佐貫城址等の史跡を巡り、富津市の歴史の奥深さを考える機会となりま

した。今年度の夏季研修講座も希望制で実施しましたが、280 名の教員

数をはるかに超える 330 名強の受講者があり、有意義な研修の機会とな

りました。期日が前後しますが、８月４日には、市役所 503 会議室にて、

市長、教育長、教育部長等の出席の下、関東大会・全国大会出場選手の

市長激励会を行いました。関東大会出場は、富津中学校の女子バレーボ

ール部・相撲部、佐貫中学校の相撲部でした。また、全国大会には、佐

貫中学校の錦織岳君が、男子走り幅跳びの通信陸上千葉県大会２位、記

録６メートル 82 センチの実績を持って出場の栄誉を勝ち取りました。そ

れぞれの部の代表者と錦織君が決意表明を述べ、市長より激励の言葉を
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宮田委員長

中後課長

宮田委員長

山口館長

かけていただいた後、一人ひとりに激励文が手渡されました。それぞれ

の選手が新たな決意をもって、大会に臨んでくれたことと思います。８

月 19 日には、富津市教職員全体研修会を富津公民館で開催しました。渡

辺教育長の挨拶の後、文科省の中央研修を受けた財前指導主事がこれか

らの道徳教育の方向性について伝達しました。その後、東京教育研究所

主任研究員橋本由愛子先生に「学級経営と学習指導を充実させるために」

と題して講演いただき、学級経営も学習指導も深い児童・生徒理解があ

ってこそ成り立つこと。教職員の真摯な姿勢が子どもや親の心をも動か

すこと等、ご自身の経験をふまえて熱く語ってくださいました。参加者

からは、どれも大切なことであり、その大切さを改めて強く感じること

のできる講演であったとの感想が多く寄せられました。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。生涯学習課の関係について報告申しあげます。８月 19 日、502 会

議室においてふれあいスポーツフェスタ実行委員会第４回会議が開催さ

れ、競技役員や必要備品の検討などがされております。なお、本年度ふ

れあいスポーツフェスタ種目等については、お手元にお配りした、市内

回覧予定のチラシのとおり進めております。本年度は、予算が昨年度 180

万円から 80 万円に減額される中で、スポーツに親しむことと健康増進を

ともに考えていただくフェスタとなります。１日 15 分の運動で「貯筋」

をしようをテーマにスポーツ推進委員によるウォーキング教室やロコモ

対策、ストレッチのコーナーが設けられます。また、市、国民健康保険

課により骨密度測定や体脂肪測定を行うコーナーも設けられます。各種

経費の見直しなども行い、今後も経費をかけない中でフェスタを開催し、

フェスタ参加により体力づくり、健康づくりの意識をそれぞれ家に持ち

帰り、継続していただけるようなフェスタになればと考えています。以

上でございます。

はい。ありがとうございました。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。７月 31 日、中央公民館多目的室にお

いて、平成 27 年度第２回富津市民文化事業「ふっつ学びの門」実行委員

会を開催いたしました。議題として、会場となる富津公民館ホールの座
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宮田委員長

池田委員

神子課長

席数の配分について協議し、原案のとおり承認されました。意見として、

「チケット販売時において、取扱窓口間の連絡を密にしてトラブルの発

生防止に努めてほしい」との意見が出されました。 同日、中央公民館

ホールにおいて、富津市民文化祭 2015 実行委員会を開催いたしました。

富津市文化祭実行委員会委員長に宮内和男氏・同副委員長に高橋良充氏

が選出されました。実施概要ですが、昨年度同様、主催は富津市及び富

津市教育委員会、主管は富津市民文化祭実行委員会が行い、開催期間は、

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、市民会館の４会場で開催することで決定いたしました。主

な催しものとしては、絵画、書道、写真、生け花等の作品展示、芸能祭、

子どもまつり、民謡ショー、太鼓競演、俳句大会、囲碁大会等を計画し

ております。現在、開催に向けまして、それぞれの参加者が部門ごとに

組織を編成し、準備を進めているところでございます。８月 26 日、中央

公民館多目的室において、第２回富津市公民館運営審議会を開催いたし

ました。平成 28 年富津市成人式の実施について議題としました。平成

28 年１月 10 日（日曜日）、午後２時より富津公民館において開催し、式

典に続き、成人としての意見発表や新成人に贈る言葉などの実施につい

て検討いただき承認されました。報告事項として、富津市民文化祭 2015

の開催概要及び隔年実施しております、富津市民文化事業「ふっつ学び

の門」の開催概要について報告いたしました。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。はい。池田委員。

はい。教育長より報告をいただきました事業仕分けについて伺いたいと

思います。今回対象となった４つの事業について、事業仕分けを通じて、

どのような課題が抽出されたのか、あるいは、まだ仕分け後１ヶ月も経

っていませんが、それに対する事業の改善点や、方向性について、部内

協議をされているようでしたら、教えていただきたいと思います。

はい。事業仕分けについては、対応について、これから教育部内、ある

いは、市長部局と協議していかなければならない項目もございますので、

定例会終了後、委員協議会を開いていただき、そこで報告したいと思い
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宮田委員長

小坂委員

菊地所長

小坂委員

宮田委員長

神子課長

ますが、いかがでしょうか。

教育総務課長から提案された委員協議会開催について、賛成の委員の挙

手を求めます。挙手全員ですので、委員協議会を開催することに決まり

ました。他に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。教育センターの報告で、教職員夏季研修講座のことをお話いただ

きましたが、算数・国語・理科・図工・体育・生徒指導等、いろいろあ

り、どの研修も、私も参加したい、と思うような研修ばかりでした。330

名参加ということなのですが、１つの講座について何名くらいの参加が

あったのでしょうか。

やはり希望制ですので、講座によって参加者数は違っておりますが、少

ない所で 15 名程度、多い所では 40 名を超えるという講座もありました。

はい。わかりました。講座の数を多くすることのメリットがあって、こ

のように 10 講座を設けたのだと思います。最低で 15 名の参加があり、

また、どの講座も必要不可欠な講座だとお聞きしましたので、この方法

で良いのではないかと思います。以上です。

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号平成 27 年度富津市一般会計予算教育費予算歳入歳出９月補正

予算についてお願いします。

はい。それでは、議案第１号について、ご説明いたします。４ページを

お開きください。はじめに歳入から説明いたします。17 款、寄附金、１

項、寄附金、８目、教育費寄附金、３節、社会教育費寄附金の公民館整

備費寄附金 1,000 千円の補正は、この後に歳出に記載されています富津

公民館トイレ改修工事に充てるため京セラコミュ二ケーションシステム

株式会社東京支社から寄附の申し出があり、受け入れようとするもので

ございます。次に、21 款、市債、１項、市債、６目、教育債、２節、小

学校債、の学校教育施設整備事業債 8,200 千円の補正は、この後に歳出

に記載されています飯野小学校プール改修工事の財源として借入ようと

するものでございます。歳入補正予算要求合計額は、この２件で 9,200

千円の補正増でございます。次に歳出について説明いたします。10 款、

教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費、15 節、工事請負費の小学
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

中後課長

宮田委員長

校施設整備事業の 11,000 千円の補正は、飯野小学校プール改修工事でご

ざいます。次に４項、社会教育費、３目、公民館費、15 節、工事請負費

の富津公民館管理運営費の 1,000 千円の補正は、富津公民館トイレ改修

工事でございます。歳出補正予算要求合計額は、教育部所管分はこの２

件で 12,000 千円の補正増でございますが、他に市長部局所管の４月１日

付け人事異動に伴う教育費補正で、3,995 千円の補正減がございますの

で、教育費補正額は、表の一番下、合計額は 8,005 千円でございます。

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致します。資料の５

ページをお開き願います。平成 27 年７月 10 日から８月 11 日までの後援

申請受付分につきましては、次の６ページから７ページに記載のとおり、

富津写真部代表者、白石幸大氏、外 11 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。第６回富津市バスケットボールフェスタについてお知らせいたし

ます。本年もバスケットボールフェスタの開催を決定いたしまして 11 月

21 日（土曜日）富津市総合社会体育館にて開催することになりました。

お手元にある資料をご覧ください。午前中にミニバスケットボールの交

流試合を行います。チーム富津・君津対、チーム木更津・袖ケ浦、女子

小学生の交流試合を 10 時 30 分から、男子小学生の交流試合を 11 時 40

分から行います。午後２時から、羽田ヴィッキーズ対三菱電機コアラー

ズの試合を開催いたします。現在こちらの予定で進めておりますので、

また日程が近づきましたら、お知らせしたいと思います。

はい。ありがとうございました。他に、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。
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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、９月

24 日（木曜日）午後１時 30 分から、市役所５階、503 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、先ほど承認いただいた事業仕分けについての

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。次回の定例会は午後１時 30 分からです

ので、お間違いのないようお願いします。以上で本日の会議日程は、終

了させていただきます。


