
平成２８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 28 年５月 26 日（木）

15 時 00 分から 15 時 36 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 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

○報告事項

報告第１号 臨時代理の報告について（富津市学校給食運営

委員会委員の委嘱及び任命について）

報告第２号 臨時代理の報告について（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 臨時代理の報告について（富津市学校評議員の

委嘱について）

報告第４号 平成 28 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 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第６号 専決事項の報告について（後援申請）

５ 出席者名

岡根教育長、宮田教育長職務代理者、池田委員、榎本委員、小

坂委員、能城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、 鶴

岡教育総務課長、須藤学校教育課主幹、竹谷教育センター所長、

鈴木教育センター主幹、山口生涯学習課長、鈴木公民館長、刈

込教育総務課長補佐、髙濵教育総務課主事

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) 情報公開条例第 23 条第１項に該当のため

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５月富津市教育委員会定例会議会議録

発 言 者 発 言 内 容

岡根教育長

榎本委員

岡根教育長

こんにちは。５月の定例会にご出席いただき感謝申し上げます。各学

校、各種団体等も新年度からの活動を順調にスタートしています。本

日は富津市社会教育委員の委嘱など、議案は２つ、報告は６つの案件

がございますが、忌憚のないご意見をいただきたいと思います。それ

では、平成 28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、榎本委員にお願いします。

はい。

それでは、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。

１番の熊本地震災害義援金贈呈式ですが、５月２日に富津中学校生徒

会役員４名が引率の宮崎教諭とともに、市長室を訪れ、生徒会で集め

た義援金 102,594円を市長に手渡しました。市長からは、「日本赤十字

社を通じて、被災地に届くようにします。」との返事があり、その後中

学校生活や生徒会活動等について懇談しました。次に２番の５月７日

行われた富津市ＰＴＡ連絡協議会第１回常任委員会ですが、新年度の

役員選出等を話合いました。新会長には竹岡小学校ＰＴＡの石井聡さ

んが、副会長には富津中学校ＰＴＡの高橋光二さん、大貫中学校ＰＴ

Ａの小林成幸さんが就任しました。私からは、日頃のＰＴＡ活動に対

する感謝と今後も地域で児童生徒に対する声かけをお願いしました。

次に４番の君津地方教育委員会連絡協議会総会ですが、その総会の前

の４市教育長・課長会議があったのでご報告いたします。新年度の役

員体制についての話合いの後、君津地方広域市町村圏事務組合関係の

視聴覚教材センターの今後のあり方についての話合いがあり、４市の

教育長としては、今後も存続していく方向で意見の一致を図りました。

その後、学校職員の超過勤務の対応について意見交換を行い、私から

は、課業期間中の勤務実態から見て、夏期休業中には年休取得促進を

促すことが必要であるという意見を述べ、他の教育長からは、夏期休

業中の部活動のあり方についても話合いをする必要があるのではない

かとの意見も出されました。最後に５月 11日に行われた富津市議会臨
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鶴岡課長

岡根教育長

今井参事

時会についてご報告いたします。本会では、議長、副議長、常任委員

会委員、議会運営委員会委員、附属機関等委員の選出があり、議長に

は、平野明彦さん、副議長には、岩本朗さんが就任し、教育福祉常任

委員会には、渡辺務委員長、高木一彦副委員長、福原敏夫さん、鈴木

幹雄さん、岩本朗さん、松原和江さん、山田重雄さん、千倉淳子さん

が就任されました。議案は、富津市税条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めるものと富津市監査委員の選任について議会の同

意を求めるものでした。２案とも全員賛成で原案通り可決されました。

以上で教育長報告を終わります。ご質問及びご意見等はございますか。

無いようですので、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いたします。２ページをお開き願

います。５月 19日、平成 28年度千葉県学校給食センター研究会定期

総会がオークラ千葉ホテルにて開催され、27年度事業報告、歳入歳出

決算、28年度事業計画案、歳入歳出予算案の説明があり、いずれも承

認されました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。５月 24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、富津警察署伊藤生活安全課長から県下、市内の犯罪の現

状に触れながら、講話をいただきました。金谷小学校長菊地委員長の

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 28年度の活動がスタートしました。５月 25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４名から

平成 27年度の成果と課題及び平成 28年度の各グループごとの実施計

画が提案され、拠点校校長、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事務の効率化をさらに図っていくこと

で共通理解を図りました。以上でございます。



3

岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

山口課長

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 10日、502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 11日、302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。富津市では

記述式の解答に課題があるため，昨年度から「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み始めました。今年度は、先輩教員の授業を参観

するなど授業改善に取り組んでいく方向で話合いをしました。５月 18

日、ふれあい公園臨海陸上競技場にて、君津市・富津市小学校陸上競

技記録会が開催されました。当日は天候にも恵まれ、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児童や

応援をする児童の姿も素晴らしく、日頃の各学校でのきめ細かな指導

が生かされた記録会となりました。結果は、お手元の資料をご覧いた

だきたいと思います。５月 19日、401会議室にて中堅層教職員研修会

を開催しました。千葉県総合教育センターの大野研究指導主事、佐藤

研究指導主事を講師に、若年層教員を育てるための学級・学年経営に

ついて研修を行いました。特に演習として、マンダラシートという表

を活用して若手教職員につけたい力について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合いが行われま

した。研修のまとめとして、特に若手教職員につけたい力は、コミュ

ニケーション能力・人間性（服装、言葉遣い等の常識）・見通す力とい

うことでした。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。生涯学習課から報告いたします。４月 28日、袖ケ浦市役所にて、
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君津地方社会教育委員正副会長会議が開催され、各市社会教育委員

長・生涯学習担当課の出席により、５月 29日開催予定の総会の打合せ

を行いました。同日、千葉県スポーツ少年団表彰伝達式が 502会議室

で実施され、団体で佐貫サッカークラブが表彰されました。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 27年度事

業報告及び収支決算報告、平成 28年度事業計画（案）、収支予算（案）

の審議が行われ、原案のとおり承認されました。４月 29日、富津市ス

ポーツ・レクリエーション推進員連絡協議会主催による、第 22回健康

ウォークラリー大会が天羽地区湊小学校周辺を会場に実施されまし

た。14チーム 51名の参加がありました。参加者は緑鮮やかになった

山々からの景色を楽しみながら、約４kｍのコースの途中に設定してあ

るクイズやゲームに挑戦しておりました。普段気づかなかった地域の

再発見をするとともに、さわやかな汗を流していました。５月５日、

ふれあい公園臨海陸上競技場にて、第 23回富津市教育長杯争奪少年サ

ッカー大会が開催され、22チーム 150名の参加があり、学年毎に分か

れ競技が行われました。５月８日、君津市民体育館において平成 28年

度君津地区スポーツ推進委員連絡協議会総会及び実技研修会が開催さ

れました。総会では、平成 27年度事業報告・決算報告及び平成 28年

度の事業計画（案）・予算（案）が示され共に承認されました。その後

開催された実技講習会では、長生地区スポーツ推進委員を講師に迎え、

タッチバレーボールの実技研修会を試合形式で実施いたしました。タ

ッチバレーボールは、バドミントンのコート上で、１チーム４名のプ

レーヤーが、ビニールボールを用い、バレーボールの要領でゲームを

行うものです。５月９日、平成 28年度第１回の富津市文化財審議会を

502会議室にて開催しました。任期満了により新たに 10名の方々へ、

教育長より委嘱状を交付させていただきました。会長に杉山林繼氏、

副会長に川名興氏が再任されました。委員の任期は平成 30年３月 31

日までとなります。議題では、平成 27年度の事業報告、平成 28年度

の事業計画などを議題といたしました。委員からは文化財を保護・調

査することも大切だが、活用することについても検討していただきた
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岡根教育長

池田委員

今井参事

いなどのご意見をいただきました。５月 10日、南房総教育事務所別館

において平成 28年度第１回君津地方視聴覚教材センター運営委員会会

議が開催されました。平成 27 年度事業報告、平成 28 年度事業計画

（案）・予算（案）、など審議がされ原案とおり承認されました。５月

15日、市総合社会体育館において、第 34回ＦＴＳ少年剣道大会・君津

地区スポーツ少年団剣道交流大会が開催されました。351名の参加によ

り個人戦が行われました。小学生の部では、男子 104名、女子 46名、

中学生の部では、男子 115名、女子 86名の参加があり、日頃の練習の

成果を十分に発揮し競技を行っておりました。同日、富津公民館にて、

平成 28年度富津市子ども会育成連絡協議会総会が開催され、平成 27

年度事業報告及び決算報告、平成 28年度事業計画（案）、予算（案）

の審議が行われ、それぞれ承認されました。同日、総合型地域スポー

ツクラブ佐貫クラブ第５回総会が佐貫コミュニティセンターで開催さ

れました。総会では、平成 27年度事業報告、決算、平成 28年度事業

計画（案）、予算（案）について審議が行われました。佐貫クラブは平

成 23年に発足し５年を経過いたしました。現在、会員登録は 209名で、

35の事業を実施しており、地域住民相互の体力づくり、健康づくり、

地域づくりの推進が行われておりました。以上、生涯学習課に係る報

告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。各課報告の中でご質問及びご意見等

はございますか。はい。池田委員。

はい。学校警察連絡委員会に関連しまして、質問させていただきます。

子供の安全対策につきまして、昨年の７月に市、富津警察及びセブン

イレブンジャパンとの間で協定が結ばれていたと思います。その後、

約１年程度が経過しておりますが、子供たちに対して周知されている

のかどうか、また、協定の締結当初に飯野小学校の児童が訓練された

と思うのですが、その後に他の学校でも訓練は行われているのかどう

かのご説明をお願いします。

はい。セブンイレブンジャパンの店舗がある地区の学校については、

子供たちに対して周知をしているところでございます。なお、防犯の
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池田委員

今井参事

池田委員

岡根教育長

山口課長

岡根教育長

みならず、災害等があった場合についても店舗に避難し保護者が来る

まで待機していて良い旨子供たちへ周知をしており、セブンイレブン

ジャパンの店舗でも対応いただけるようになっております。また、各

店舗でも子供の安全対策に関する対応マニュアルを作成しており、店

長以外の方でも対応できるようにしていただいております。また、訓

練につきまして、飯野小学校では飯野地区にあるセブンイレブンジャ

パンの店舗の店長より自発的に申し出をいただき、実施したものです。

その後は他の学校では同じように訓練という形では実施しておりませ

ん。以上でございます。

ありがとうございました。では、実際に子供が店舗に駆け込んだとい

う事例はこの一年間でありましたでしょうか。

はい。現在まででそのような事例の報告は受けておりません。

ありがとうございました。

他にございますか。無いようですので、次に付議議案に入ります。議

案第１号富津市社会教育委員の委嘱について説明をお願いします。

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。提案理由でございますが、富津市ＰＴＡ

連絡協議会及び富津市老人クラブ連合会の代表者に変更があり、推薦

団体から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、石井聡氏、小泉定男氏両名を委嘱しようとするものであ

ります。任期は、富津市社会教育委員に関する条例第４条の規定によ

り、前任者の残任期間である平成 29年３月 31日までの期間とします。

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

説明を終わらせていただきます。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号について質問及び意見等

はございますか。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号富津市公民館運営審議会委員の委嘱つい

て説明をお願いします。
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鈴木館長

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

はい。議案第２号富津市公民館運営審議会委員の委嘱について説明さ

せていただきます。富津市教育委員会は、富津市公民館運営審議会委

員として、富津市青少年相談員連絡協議会代表の渡邉直樹氏を委嘱す

るものです。提案理由ですが、富津市公民館運営審議会委員の富津市

青少年相談員連絡協議会代表について変更があり、後任者の推薦があ

りましたので、社会教育法第 30条第１項及び富津市公民館及び市民会

館の設置及び管理等に関する条例第 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、前任者の残任期間の平成

28年５月 26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２号について質問及び意見等

はございますか。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号臨時代理の報告に

ついて（富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命について）お

願いします。

はい。それでは報告第１号につきまして、富津市教育委員会行政組織

規則第６条第１項の規定により、臨時代理し処理いたしましたので、

ご報告させていただきます。６ページをお開きください。富津市学校

給食運営委員会委員の市内小中学校長代表及びＰＴＡ代表の変更に伴

う後任者の推薦があり、また富津市議会議員代表の選出があったため、

富津市学校給食調理場の設置等に関する条例第８条の規定により、委

嘱及び任命しました。校長代表、青堀小学校長牧田正彦氏、環小学校

長川名賢氏、大貫中学校長和田俊昭氏、ＰＴＡ代表青堀小学校芥子剛

尚氏、竹岡小学校石井聡氏、富津中学校髙橋光二氏、議会議員代表千

倉淳子氏となります。なお、任期は前任者の残任期間で平成 28年６月

30日までとなります。以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第１号について質問及び意見等

はございますか。無いようですので、次に報告第２号臨時代理の報告

について（富津市就学指導委員会委員及び専門調査委員の委嘱につい
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てお願いします。

はい。それでは報告第２号平成２８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。８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、９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、８ページにあるように特別支援学校校長の礒辺雅

志氏、校長会代表の中村真氏、特別支援学級担任代表白井純子氏、養

護教諭代表茂木純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ありませんが、今年度新た

に、松久裕子氏、古神子信子氏、大胡玲子氏を委嘱いたしました。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号について質問及び意見等

はございますか。無いようですので、次に報告第３号臨時代理の報告

について（富津市学校評議員の委嘱について）お願いします。

はい。それでは報告第３号平成 28年度富津市学校評議員の委嘱につい

てご報告いたします。12ページから 13ページをご覧ください。各学校

長の推薦により、市内 16小中学校で延べ 78名の学校評議員を委嘱す

るものです。兼任の方が３名いますので、実数は 75名です。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号について質問及び意見等

はございますか。無いようですので、次に報告第４号平成 28年度市内

小・中学校教職員数及び児童・生徒数についてお願いします。

はい。それでは報告第４号平成 28年度市内小・中学校教職員数及び児

童・生徒数についてご報告いたします。15ページをご覧ください。学
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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

178名から 179名で１名増。中学校の職員数が 105名から 109名と４

名増。学級数について、小学校は 102学級から 102学級と昨年度から

増減なしです。中学校の学級数は 45学級から 45学級と増減なしです。

児童生徒数ですが、小学校児童が 1,879名から 1,819名と 60名減。中

学校生徒が 1,016名から 961名と 55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号について質問及び意見等

はございますか。無いようですので、次に報告第５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。それでは報告第５号富津市青少年問題協議会委員の委嘱につい

てご報告させていただきます。16ページから 17ページをお開きくださ

い。報告理由ですが、市教育長、市内小中高等学校長代表、保護司代

表、区長代表、青少年相談員代表及びＰＴＡ会長代表の変更に伴い後

任者の推薦があり、また市議会議員の選出があったため、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、渡辺努氏他８名を

富津市長が委嘱したものであります。任期は、同条例第４条の規定に

より、前任者の残任期間である平成 29年５月 31日までとなります。

以上をもちまして、報告第５号富津市青少年問題協議会委員の委嘱に

ついての報告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５号について質問及び意見等

はございますか。無いようですので、次に報告第６号専決事項の報告

についてお願いします。

はい。それでは報告第６号後援申請についてご報告いたします。資料

の 18ページをお開きください。平成 28年４月 15日から５月 20日ま

での後援申請受付分につきましては、次の 19ページに記載のとおり、

富津市文化協会会長、吉本充外４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。
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はい。ありがとうございました。報告第６号について質問及び意見等

はございますか。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 30日、木曜日、午前 10時から、市役所５階、502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、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。


