
平成 28 年１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 28 年１月 28 日（木）

10 時 00 分から 10 時 30 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

○報告事項

報告第１号 平成 27 年度富津市教育委員会被表彰者（追加）

の決定について

報告第２号 平成 28 年富津市成人式結果報告について

報告第３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 28 年１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 おはようございます。風邪の流行る季節ですが、風邪の引きやすさは、

免疫力が強いかどうかによって決まるそうです。先日テレビの番組で自

分の免疫力をチェックするということをやっていました。実際には 50 項

目ぐらいをチェックして調べていくのですが、そのうちの８項目で大ま

かな結論が出るということです。今、申し上げますので興味のある方は

やってみてください。イエス、ノーで答えていただいて、イエスが４つ

以上あると免疫力が少し下がってきているので要注意ということです。

では、まいります。１番、50 歳以上である。２番、大便やおならのにお

いが悪臭になっている。３番、満腹になるまで食べる。４番、睡眠時に

いびきをかく。５番、喫煙または、毎日飲酒をする。６番、運動不足を

実感している。７番、よくダイエットをする。８番、起床後、何をやる

か思い浮かばない。という８項目ですが、いかがでしょうか。簡単に何

項目か説明しますと、１番目は、50 歳を過ぎると免疫力が、どんどん低

下していってしまうということです。免疫力というのは、生物が生殖能

力のある期間に自分の命を守るために、進化してきたものなのだそうで

す。子孫を残さない内に死んでしまうと、その種は滅亡してしまうので、

なんとか強く生き残ろうと進化してきたということですね。それを人間

に当てはめたときに、40 歳まで生殖能力があり、それから 10 年間は子

育ての期間という計算で 50 歳まで免疫力が高いということです。２番目

については、便秘や下痢をしたり、おならがくさくなったりするという

のは腸内環境が悪いということで、そのようになると６、７割が腸の中

にある免疫細胞の力が弱くなるということです。４番目は、いびきは口

呼吸ですので、ウイルスや細菌が直接体内に入ってしまうということで

す。７番目のダイエットは、今、いろいろなダイエットの方法があるの

で、一概には言えませんが、食事制限をしてタンパク質が減ると、タン

パク質から作られている免疫細胞が減ってしまうということです。８番

目は、何かやるべきことがあるという気持ちや状況が大切で、目的をや

り遂げたときに免疫力が高まるということです。免疫力の最大の敵とい

うのはストレスなのだそうです。ほかのストレスに関するチェックポイ
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小坂委員

宮田委員長

渡辺教育長

宮田委員長

神子課長

ントは、「最近ひどくショックを受けたことがある」とか、「人と付き合

うのがおっくうになっている」とか、「熱中できる趣味や楽しみがない」

だとかが挙げられていました。特別目新しいお話でもないのですが、年

の初めですので今年一年、皆さんが心身共に健康でいられるための多少

なりとも参考になればと思い紹介させていただきました。今年もよろし

くお願いいたします。それでは、平成 28 年１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、小坂委員お願いします。

はい。

それでは、教育長報告をお願いします。

はい。１ページをご覧ください。各課報告にあるものを含めて、この年

末年始も例年同様たくさんの行事がありました。農業・漁業従事者をは

じめ、１週間ほど前までの暖か過ぎる天候等によって痛手を受けている

方々も多いようですが、記載の行事すべてが、穏やかな天候の下、滞り

なく行われました。１項目目のサッカー大会は富津市サッカー協会主催

で 10 回目になりました。今回も近隣市からを含めて多くの参加で盛り上

がっていました。２項目目の発表会については 12 月定例会で報告しまし

た。３項目目の元旦マラソン大会は、この後生涯学習課から報告される

元旦歩こう大会の前に、富津市体育協会主催で行われています。今年も

子どもたちからベテランランナーまで多くの参加がありました。５項目

目の武道大会は富津ライオンズクラブが主催して 35 回目を数えました。

例年、中学生柔道の部には富津中学校武道場が使われてきましたが、今

年は改修工事と重なって使えませんので、小学生の部とともに体育館で

行われました。そのため、参加募集を近隣４市内に限ったそうですが、

それでも大勢の参加を得て、熱気溢れる充実した大会になったようです。

その他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。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。１月 27 日、昨日ですが、平成 27 年度千葉県市町村教育

委員会連絡協議会第２回教育長・教育委員研修会が佐倉市民音楽ホール
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宮田委員長

今井参事

宮田委員長

菊地所長

において開催され、榎本委員、渡辺教育長が出席されました。研修内容

につきましては、講師に、早稲田大学大学院法務研究科教授、西口元氏

より「いじめ問題等に対する学校の危機管理について」という演題で、

講演がありました。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。１月６日に、市内全小中学校で

始業式が開催され、児童・生徒は元気に登校し、３学期がスタートいた

しました。なお、１月１日現在の児童数は、1,873 名、生徒数は、1,014

名で、５月１日と比較し、小学校で６名、中学校で２名の減です。

１月７、８日に教育長室において、市内 16 校の小・中学校長と、目標申

告評価並びに人事異動にかかる教育長面接を実施しました。これは、各

学校の教育の成果と課題等の報告、人事異動の要望について面接を開催

したものです。１月 13 日、市長応接室にて、株式会社大佐和自動車教習

所、代表取締役榎本守男氏より「学校の安全教育推進活動に関する寄附

贈呈式が実施され、50 万円のご寄附をいただきました。このご寄附によ

って、児童生徒の安全･安心の確保のため、交通安全啓発や注意喚起の看

板設置等の交通安全教育を進めてまいりたいと思います。１月 19 日、君

津合同庁舎において、本市小・中学校長と千葉県教育庁南房総教育事務

所長との一次面接が開催されました。市内小・中学校長は、この面接で

27 年度末人事異動について、教育事務所長に説明・要望をしたところで

あります。以上です。

はい。ありがとうございました。次に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。１月８日、401 会議にて第２

回富津市学校関係行事調整委員会を開催しました。各団体から出された

平成 28 年度の学校関係行事予定について，月ごとに確認しながら調整を

行いました。１月 14 日、401 会議室にて第２回指導補助教員等研修会を

行いました。南房総教育事務所指導室の特別支援教育を担当されている

指導主事、石井尚美氏を講師にお迎えし、通常学級における特別な支援

の必要な児童生徒の理解と支援について研修を行いました。参加者は、

各学校在籍の講師も含め、総勢 14 名でした。１月 20 日、502 会議室に

て第３回管理運営研修会を開催しました。富津市小中学校の校長会長の
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宮田委員長

中後課長

大貫中学校長、川名泰先生を講師にお招きし、これまでの教職経験や学

校長としての実践を元に、学校のリーダーとしての心構えについてお話

しいただきました。参加者の認識が高まる研修となりました。１月 22 日、

401 会議室にて生徒指導担当者会議を開催しました。千葉県環境生活部

県民生活・文化課主幹中嶋徳彦氏に「インターネットの適正利用につい

て」講話をしていただき、児童・生徒の利用実態も含め、インターネッ

トに潜む危険性について研修しました。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申し上げます。１月１日に第 46 回元旦

歩こう大会が市内３か所にて行われ、市内外から 324 人が参集して、す

がすがしい朝の陽光のもと歩き初めを楽しみました。参加者は約５㎞の

コースを歩いた後、スポーツ推進委員による豚汁や甘酒が振る舞われま

した。次に１月 10 日に第 28 回新春グラウンドゴルフ大会が佐貫運動広

場にて開催され 105 名の参加がありました。また同日、第 45 回新春バド

ミントン大会が富津市総合社会体育館にて実施され小学生・中学生など

243 人が９種目で熱戦が展開されました。１月 14 日に、木更津市民富来

田公民館におきまして、平成 27 年度君津地方視聴覚教育振興大会が開催

され、４市の社会教育、学校教育、生涯学習の関係者 100 名余りが参加

しました。記念講演の後、君津地方メディアコンクール特別賞が発表さ

れ、「木更津二中のしょうじょう寺の狸ばやし」ほかが受賞されました。

１月 15 日に、ホテル千成におきまして、君津地区スポーツ推進委員連絡

協議会役員会が開催され、平成 28 年度事業計画について打ち合わせをし

ました。ちなみに本協議会事務局は、現在木更津市において所管してお

りますが、平成 28 年度から３カ年間富津市において担当することとなり

ます。１月 16 日、佐貫小学校体育館におきまして大佐和地区の新春子ど

もかるた大会が開催され、教育長来賓あいさつの後、競技が行われまし

た。参加者は、34 チーム、保護者、大会役員を含め 215 名でした。同日、

君津市民文化ホールにおいて房総の郷土芸能 2015 が開催され、上総地域

からは７団体が披露され、富津市からは鶴岡浅間神社の鞨鼓舞、竹岡三

柱神社の木遣り獅子舞が出演しました。当日 925 人の来場者の中、素晴



5

らしい演技が披露されました。また、ほかの出演団体との交流も生まれ

たと聞いており、団体の活性化、地域の活性化につながると良いと考え

ております。１月 17 日、環小学校におきまして、天羽地区の新年子ども

大会が開催され、教育長、各小学校長、富津ロータリークラブ会長を来

賓に迎え、ドッチボール大会が開催されました。参加者は、21 チーム、

保護者、大会役員等を含め 555 名でした。１月 19・20 日、富津中学校職

場体験学習があり、２年生の男子２名が体験学習をしました。初日には

移動図書館に乗車し、富津～大佐和地区を巡回し、次の日には職員・調

査補助員とともに発掘中の現場での作業を体験しました。今回の学習の

中で、将来の夢や希望を持てた２日間となったようであります。１月 21

日、平成 27 年度第２回富津市文化財審議会を開催し、杉山委員長以下

10 名の委員が参加し、正柵寺の小笠原氏墓所や会津藩墓地、織本家収蔵

庫、埋立記念館に展示・収蔵されている対岸地区との漁業権争議資料な

ど富津地区の指定文化財の現況を視察しました。視察後、委員からは活

用の重要さ、とりわけそれぞれの文化財をストーリーを持たせて活用し

ていくことの必要性が述べられておりました。１月 24 日、総合社会体育

館におきまして、富津地区子ども大会が開催され、教育長、各小学校長、

区長を来賓に迎え、午前中ドッジボール大会、午後チャレンジゲームが

行われました。参加者は、17 チーム、保護者、大会役員等、428 名でし

た。１月 26 日、平成 27 年度第２回富津市社会教育委員会議研修会を開

催し、三富委員長以下４名が参加しました。移動図書館や各公民館、市

民会館の図書室を主に、開催中の講座、サークルの活動状況、施設の状

況などを視察しました。今後、次の会議から意見を揉んでいただき、で

きるものから取り入れて、図書室環境の整備に努めたいと考えています。

１月 27 日、第 38 回千葉県民マラソン第２回運営委員会が開催され、準

備状況の確認、今後の準備打ち合わせをしました。本年の参加申込者は、

総数で 5,278 人、昨年に比べて約 500 名少なくなっております。同日又

は前後の週で開催される大会のためと思われます。本年は天羽高校、君

津商業高校で新規に、市社会福祉協議会、佐貫クラブで再度、ボランテ

ィアで応援いただけます。また、富津地区区長会選出の運営委員からも

沿道応援に対する強い協力のお気持ちをいただいております。最後に、
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宮田委員長

山口館長

宮田委員長

小坂委員

宮田委員長

各課報告には記載しておりませんが、ヒカリモ発生地上部の崩落につい

て報告させていただきます。平成 25 年 10 月の台風 26 号で被災した国指

定天然記念物ヒカリモ発生地上部の崖地の復旧工事について去る１月14

日に入札の結果、業者が決まり３月初旬頃から工事に入ると聞いており

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。12 月 24 日、平成 27 年度第３回富津

市公民館運営審議会を中央公民館において開催いたしました。平成 28 年

富津市成人式の実施についてを議題とし、開催要項に基づき当日の日程

並びに事務従事の協力をお願いし承認を得ました。また、報告事項とし

て、富津市民文化祭 2015 の結果報告並びに１月 31 日開催予定の富津市

民文化事業「ふっつ学びの門」について状況を報告いたしました。１月

10 日、平成 28 年富津市成人式を富津公民館において開催いたしました。

当日の出席状況等につきましては、この後、報告事項第２号にてご説明

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。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。感想なのですが、１月 22 日に富津小学校の４年生が埋立記念館へ

社会科見学に行きました。ちょうど私も、その日に埋立記念館に行った

ので様子を見てみましたところ、非常に準備をしてきており、近江屋甚

兵衛とか、海苔の養殖ですとか、海苔採りのしくみとかをすごく熱心に

調べていました。また、富津市の今までの歴史も勉強して帰って行きま

した。埋立記念館が学習に利用され、使われていることがとても良いと

思いました。２月２日には海苔作りの体験もするということです。今年

は海苔が採れないというのに、地域の人が協力してくださるそうで、郷

土のことをいろいろ学べて良いなということを感じましたのでご報告い

たします。

小坂委員は以前から埋立記念館については、いろいろとご意見をおっし

ゃっていて、今後も埋立記念館が良い状況で使っていっていただければ

と思います。ほかにはよろしいですか。無いようですので、次に報告事

項に入ります。始めに報告第１号平成 27 年度富津市教育委員会被表彰者
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神子課長

宮田委員長

山口館長

（追加）の決定についてお願いします。

はい。それでは、報告第１号についてご説明いたします。３ぺージをお

開き願います。12 月定例会において平成 27 年度富津市教育委員会被表

彰者の決定について承認をいただきましたところですが、その後、スポ

ーツ大会県大会で優勝し表彰の推薦が３件ございました。表彰規定に該

当していることから、表彰式案内状の発送等、表彰式の準備が、本日の

定例会では間に合わないことから、富津市教育委員会行政組織規則第６

条臨時代理の規定により処理させていただきましたので、報告いたしま

す。次の資料４ページをご覧願います。追加の被表彰者は、資料に記載

のとおり、体育功労表彰個人３名で、規程第２条第２号のスポーツの各

種大会において県大会で優勝する優秀な成績であった者でございます。

始めに、体育功労表彰の１番、佐貫小学校６年、渡邉美優さんは「第 35

回千葉県スポーツ少年団剣道交流大会団体戦の部 優勝」です。次に２

番、翔凜中学校１年榎本凜香さんは「第 28 回千葉県中学校剣道新人体育

大会剣道女子団体優勝」です。次に３番、翔凜中学校３年、奥野英さん

は「第 69 回千葉県中学校総合体育大会剣道女子団体優勝」です。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、続いて報告第２号平成 28 年富津市成人式結果報

告についてお願いします。

はい。公民館より、平成 28 年１月 10 日（日）に開催された、平成 28 年

富津市成人式について、別紙のとおり結果を報告いたします。恐れ入り

ますが、６頁をご覧下さい。平成 28 年富津市成人式は、天候に恵まれ温

かい気温の中、富津公民館ホールにおいて、来賓招待者 97 名の方々を迎

え午後２時に、開式となりました。式典は、例年どおり各地区より選ば

れました新成人が、司会進行、国歌斉唱の際の指揮、ピアノ演奏をはじ

め、成人としての意見発表を行いました。来賓として、衆議院議員浜田

靖一様をはじめ、３名の方々から祝辞をまた、多くの方々からも祝電を

頂戴いたしました。皆様のご協力により大きなトラブルも無く、予定ど

おりに式典を挙行することができましたことに、心より感謝を申し上げ

ます。本年の新成人対象者は452人で内、出席者は349人、出席率は77.2％



8

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

神子課長

宮田委員長

でありました。以上、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、続いて報告第３号後援申請についてお願いしま

す。

はい。それでは報告第３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 12 月８日から平成 28 年１月６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、

千葉県スポーツ少年団バレーボール専門部荒井恭一氏ほか５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の日程でございますが、２

月 18 日（木）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。


