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平成２８年９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

宮田委員

岡根教育長

おはようございます。９月の定例教育委員会会議にご出席いただき

感謝申し上げます。新学期も順調にスタートしましたが、今年は沖

縄地方・九州地方に加えて、東北地方や北海道で台風や前線の影響

により大雨となり、河川の氾濫による重大な被害が出ています。本

市でも９月８日に台風 13 号が近づいてくることが予想されたため、

全小学校と中学校２校が休校になりましたが、当初の予報よりも風

雨ともに少なくて済みました。また、富津市安心安全メールでも流

れましたが、９月９日に飯野小学校の１年生が校内でセアカゴケ蜘

蛛１匹を見つけ、「これは、保健室前に掲示してある毒蜘蛛と同じだ」

と判断し、石で潰した後に養護教諭に報告しました。学校は保健所

に通報し、保健所で調べたところ、セアカゴケ蜘蛛であるというこ

とでしたので、市民に広報するとともに、各学校および保護者、保

育所幼稚園に注意喚起いたしました。９月 10 日には、市内全中学校

で体育祭が行われました。その様子については、担当から報告しま

す。また、９月議会が開催されましたので後ほど報告いたします。

さて、本日の議事については『後援申請の専決事項について』の報

告１件でございますが、忌憚のないご意見を委員の皆様からいただ

きたいと思います。なお、本日の定例会議は今井参事及び竹谷所長

から欠席届が出ております。また、本日の会議録署名委員の指名で

すが、宮田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。

まず、９月議会について主な内容を報告いたします。代表質問では、

学校再配置構想についての質問で、現在の児童生徒数と今後の推移、

児童生徒数の少ない学校の問題点、学校再配置計画と公共施設等総

合管理計画との関連が出され、現状の児童生徒数と現在の０歳から

６歳児までがそのまま推移した場合の児童生徒数をあげ、部活動や

複式学級の状況について答弁するとともに、公共施設等総合管理計
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画との関連についての質問には、今行っている小中学校の施設整備

も現在策定中の学校再配置計画も、公共施設等総合管理計画に基づ

き進めていると答弁しました。次に、旧関豊小学校跡地利用の庁内

検討会議については、どのような検討を何回ぐらい行ったか、多く

の応募者が参加できるような条件整備についても検討する必要があ

るのではとの質問があり、状況を説明するとともに、広く応募者を

募り、競争原理が働くことや、地域活性化への貢献度や将来性につ

いても考慮していく等の答弁をしました。次の、スポーツ都市宣言

についての質問では、各施設の利用状況を答えるともに、スポーツ

を通じて市民の健康寿命を延ばし、充実した生涯を送り、活力ある

まちづくりをするためにスポーツ健康都市宣言を制定することは市

民啓発を図る上で意味のあることであり、市としてスポーツ関係団

体と協議していきたいと答弁しました。次に個人質問ですが、旧関

豊小学校跡地利用の庁内検討会議の関連で、今後の公有財産の取得

から処分までの流れについて質問があり、行ってきたスケジュール

や売却価格の設定根拠等を答弁しました。次に、学校給食費の補助

についての質問では、学校給食法に基づき、食材費については保護

者負担をお願いしていることを答弁し、就学援助制度について、入

学準備金の支給時期を現在の７月から３月に変更できないかとの質

問については、今後検討していくことと答弁しました。以上が議会

の主な内容です。

次に、皆さんも参加されました富津市立湊小学校への教育長訪問に

ついてですが、私の報告のあとで委員の皆さんから一言、訪問の感

想をいただけたらと思います。この訪問は、南房総教育事務所の学

校訪問が無い学校に対して、教育長訪問として、委員会職員による

書類検閲と教育委員の授業参観を実施しています。書類検閲では、

各書類とも適切に整理されており、遊具などの施設も安全点検され

ていると伺いました。授業を見ての私の感想ですが、まず、児童と

先生がとても良い雰囲気で授業に望んでいると感じました。職員を

前にしての講評でも申しましたが、当校の課題に対して校長を中心
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宮田委員

岡根教育長

榎本委員

岡根教育長

小坂委員

に、先生方がきめ細かに取り組んでいる姿が見られたこと、また、

児童の能動的・主体的な学びであるアクティブラーニングという言

葉がありますが、今後とも児童の主体的な学びのある授業を進める

ための工夫や努力を職員一丸となって取り組んでほしいと伝えまし

た。それでは、宮田委員から湊小学校を訪問してのご感想を一言ず

つお願いします。

はい。私からは、学校の先生方の残業についてお話させていただき

ます。概要説明の際に残業時間についてのお話があり、教頭と教務

主任が大変遅くまで残っていたことがあると伺いました。世間では、

働き方改革ですとか、都庁では 20 時で電気を消すというような取組

が行われている中で、なるべく労働者の環境を良くする、残業を減

らそうという傾向にあるようですけれども、学校の先生方について

は、そのような方向性で成り立つのだろうか、それによって教育の

質が落ちることはないのだろうかということを感じました。以上で

す。

はい。ありがとうございました。次に、榎本委員お願いします。

はい。校内を見学させていただきましたが、広々として日差しが指

す、掃除も行き届いたとても清潔な印象を受けました。ひとつ気に

なりましたのが、とても校庭が広く感じられましたので、児童の減

少により、先生方にとっては管理する負担が大きいのではないのか

という点が心配になりました。今後は、地域の方々にご協力いただ

き、清掃等を行う方向にすることができれば良いと感じました。以

上です。

はい。ありがとうございました。次に小坂委員お願いします。

はい。私からは授業を見学した感想について申し上げます。子ども

たちの実態が受け身的な傾向にあるということを踏まえて、アクテ

ィブラーニングという、能動的になるような仕組みの授業をしてい

ると説明を受けました。実際に授業を見学させていただきましたが、

各教室とも子どもたちはとても活発で能動的であり、とても良い授

業が展開されていました。また、どの学級も担任と子どもたちの関
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岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

榎本委員

岡根教育長

榎本委員

岡根教育長

係性がとても良いと感じました。このような充実している授業を１

年間で積み重ねることは、子どもたちの成長へ大きく繋がると感じ

ました。また、道徳の授業を見学した際に、「本当の友達はどんな人

か」というテーマで授業を行っていたのですが、授業後半で、指導

主事が作成した DVD の『ひびけ、心のリコーダー』という教材を視

聴することになっていたのですが、時間の都合により視聴できませ

んでした。今後、機会があれば是非見てみたいと思いました。以上

です。

はい。ありがとうございました。最後に、坂部委員お願いします。

はい。私は初めての訪問ということで、緊張しながら見学させても

らいました。授業については、私が小学生の頃にこのような授業見

学を受けた際はとても緊張していたのを思い出しますが、今の子ど

もたちはとても有意義に授業を進めていたと感じました。施設につ

いては、トイレの造りが開放的な印象を受けました。それから、１

階の教室では低学年の子どもたちが授業を受けているようですけれ

ども、各教室に下駄箱が置いてあり、緊急時にはすぐに外へ避難で

きるよう工夫されていたことに関心しました。以上です。

はい。ありがとうございました。他にご意見・ご質問等ございます

か。はい。榎本委員。

はい。学校の先生方の長時間勤務の問題というのが新聞にも掲載さ

れていましたが、主な原因は部活動の指導及び監督かと思います。

例えば、退職された先生方に部活動だけを指導してもらうというよ

うなことは可能でしょうか。

はい。基本的には可能であると考えます。予算を確保してそのよう

な外部からの指導者を雇用することは不可能ではないと思います。

ただし、部活動は学校の教育活動であるため、外部からの指導者を

雇用したとしても、学校管理下の管理責任は免れない問題だと考え

ます。そのため、指導者とは別に監督する学校の先生が必要になっ

てしまうと思います。

はい。ありがとうございました。
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鶴岡課長

岡根教育長

須藤主幹

他にご質問・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。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。

９月 13 日、決算審査特別委員会において、富津中学校武道場天井等

改修工事の現地視察が実施されました。議員の皆様には、工事の目

的、工事内容、財源内訳などを説明させていただきました。９月 23

日、教育総務課が事務局を勤めております旧関豊小学校跡地活用者

選定委員会を 502 会議室で開催いたしました。旧関豊小学校の跡地

活用について一般公募した結果、２社から応募があり、事業予定者

の選定については、同日付けで選定委員会から答申を受け、社会福

祉法人あたご会に決定いたしました。審査結果等につきましては、

今後、市ホームページや広報ふっつ 11 月号に掲載する予定でござい

ます。以上でございますす。

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。９月１日、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、２学期がスター

トいたしました。なお、９月１日現在の児童数は 1,826 名、生徒数

は 961 名で、５月１日と比較して小学校で７名の増、中学校は増減

がありません。９月 12 日、大貫小学校にて、全日本司厨士協会・関

東総合地方本部千葉県本部による食育授業と千産千消食事会が６年

生児童を対象に実施されました。司厨士協会は、国内のホテルやレ

ストランでシェフとして活躍している方々が運営している公益社団

法人で、昨年度の飯野小学校に引き続き、本事業を富津市内で実施

いたしました。はじめに、大貫小学校出身の椿山荘名誉総料理長村

田愼吾氏による食育の授業が行われ、味覚について、塩・ビターチ

ョコなどを試食体験しながら学びました。食事会では、シェフの皆

さんが手作りした千葉県産イカ団子入り南仏風野菜スープなど、千

葉県産食材を使った料理やデザートをおいしくいただきました。子

どもたちには、大変貴重な体験となりました。９月 14 日、青堀小学

校と飯野小学校で、南房総教育事務所長の訪問がありました。学校
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岡根教育長

鈴木主幹

規模や地域の特色を活かした各学校の学校教育目標に基づいた概要

説明のあと、全学級で授業を参観しました。どの学級でも学習課題

を明確にした学習を行うことを心がけており、子どもたちは積極的

に学習に取り組んでいました。９月 29 日から 10 月 21 日の間に市内

10 小学校が修学旅行を計画しております。鎌倉、小田原、富士五湖、

東京、京都方面への旅行を計画しています。期間は全て１泊２日と

なっており、現時点では不参加予定者はおりません。行き先地の保

健所や消防本部への衛生監督や防災安全対策等について、照会を行

い、児童の安全対策をとった上で実施する予定です。以上でござい

ます。

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。

はい。教育センターから報告いたします。９月 10 日、富津市内全中

学校の体育祭が開催されました。生徒たちは競技種目や応援合戦等、

日頃の練習の成果を発揮し無事終了しました。また、記載はありま

せんが、９月 17 日に佐貫小学校で運動会が開催されました。９月 14

日、環小学校にて、南房総教育事務所指導室計画訪問が行われまし

た。訪問を研修の一環と捉え、学校経営説明、授業参観、学校とし

て必要な諸帳簿の点検、教科ごとの分科会、全体講評等により指導

を受けました。児童は明るく元気で、教職員との関係も良好である

との評価をいただきました。日々の授業を大切にする中で、目標の

設定、児童に考えさせる学習問題、児童相互の切磋琢磨する取り組

み、児童自身の達成感、評価の仕方等を関連させ、これからの学習

改善に役立てるための指導を受けました。９月 17 日、君津地方中学

校新人陸上競技記録会がふれあい公園臨海陸上競技場にて開催され

ました。前日まで天候の心配もありましたが、さわやかな秋空の中、

各選手は自己新記録を目指して懸命に競技に取り組んでいました。

詳しい結果につきましては、お手元にお配りしました記録表をご覧

ください。９月 28 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。各学校への巡回訪問の結果を情報交換するとと

もに、今後の特別支援教育推進上の課題を話し合いました。以上で
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岡根教育長

山口課長

岡根教育長

鈴木館長

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。生涯学習課から報告いたします。９月６日、503 会議室におき

まして、第４回富津市スポーツ推進委員会議を開催いたしました。

10 月 10 日開催予定の富津市ふれあいスポーツフェスタ 2016、11 月

23 日開催予定の第 34 回市民ハイキング、11 月 27 日開催予定の君津

地区スポーツ・レクリエーション祭など、各事業の開催内容及び受

持担当の確認をいたしました。９月 11 日、総合社会体育館におきま

して、第５回富津市ふれあいドッヂビー大会を市スポーツ・レクリ

エーション推進員連絡協議会の運営により開催いたしました。今回、

10 チーム 113 名の参加がありました。ドッヂビーは男女、大人子ど

も関係なく一緒にプレーできるスポーツです。参加者の皆さんは、

和気あいあいと競技に参加しておりました。９月 13 日、502 会議室

におきまして、富津市ふれあいスポーツフェスタ 2016 第６回実行委

員会会議を開催いたしました。10 月４日開催予定の実行委員・競技

役員全体説明会の打合せをいたしました。また、今回から新たな取

組として、フォトコンテストを実施し、入賞作品を 11 月３日から開

催の市民文化祭に展示することで決定されました。９月 15 日、千葉

市京成ホテルミラマーレにおきまして、ちばアクアラインマラソン

実行委員会第８回総会が開催されました。報告事項として、10 月 23

日開催予定のちばアクアラインマラソン2016の準備状況や参加ラン

ナーの申込状況等が報告された後、議事として平成 27 年度事業報告

及び決算について審議され承認されました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。８月 26 日、午後２時より中央公

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 29 年富津市成人式の実施について議題としました。

平成 29 年１月８日（日）、富津公民館において、午後１時 15 分より

受付を開始し、１時 20 分から会場内にて思い出のスライドショー等

の上映を行い、午後２時より式典に続き、成人としての意見発表や
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岡根教育長

坂部委員

全員による合唱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 2016 の開催概要について報告いた

しました。９月９日、中央公民館多目的室において、富津市民文化

祭2016第１回実行委員会役員会議を開催いたしました。議題として、

市民文化祭ポスターの選定、メインテーマの選定、広報について協

議いたしました。ポスターの選定ですが、市内小中学校の児童生徒

より募集したところ、99 点の応募があり、選考の結果、佐貫中学校

２年生の山中慧さんの作品が最優秀作品として選ばれ、本年度のポ

スターとして採用することといたしました。優秀作品として、小学

校低学年の部は金谷小学校３年生上原琉之将さん、小学校高学年の

部は富津小学校４年生髙橋乃彩さん、青堀小学校６年生橋本実弥さ

ん、中学校の部は天羽東中学校２年生池田杏美さんの作品が選ばれ

ました。なお、応募作品は総合社会体育館で展示いたします。また、

メインテーマは 382 件の応募の中から、大貫中学校２年生の松浦直

輝さんの作品「集まろう 育てて楽しむ 文化祭」を採用することで

決定いたしました。主な文化祭行事を申し上げますと、絵画・書道・

写真・編み物作品等の展示関係は、総合社会体育館、富津公民館、

中央公民館、市民会館にて、11 月３日（木・祝）から 11 月６日（日）

をそれぞれ予定しております。催し関係は、富津公民館で、４日に

小中学校音楽の集い、５日に芸能祭、６日に子ども祭りを、中央公

民館では、４日に俳句大会を、５日に将棋大会・短歌会を、６日に

芸能祭並びに歌謡ショーを、市民会館では、３日に芸能祭、５日に

子どもミュージカルを、６日に囲碁大会を予定しております。広報

関係ですが、広報ふっつ 10 月号に掲載するほか、市内公共施設や協

力いただける個人施設等へポスターの掲示を行います。また、区長

回覧を通じ、チラシの回覧、防災行政無線などにより市民文化祭の

開催を周知する予定でおります。以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等

はございますか。はい。坂部委員。

はい。９月１日に市内全小中学校が始業式を行ったという報告があ
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須藤主幹

坂部委員

須藤主幹

坂部委員

岡根教育長

宮田委員

鶴岡課長

りましたが、近隣の小中学校では９月１日より前に始業式を行って

いる学校もあると聞きました。特に問題があるというわけではない

のですが、９月１日に行うのは何か理由があるのですか。

はい。富津市立小学校及び中学校管理規則の中で、「２学期の開始を

９月１日とする」と明文化しており、それに基づいて実施しており

ます。

はい。ありがとうございました。もうひとつお伺いしますが、修学

旅行について、環小学校が今回報告の中にありませんでしたが、理

由を教えてください。

はい。環小学校については、運動会を 10 月に行う関係で、すでに１

学期に修学旅行を実施済みのためです。

はい。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。宮田委員。

はい。旧関豊小学校跡地利用予定者が決定したとの報告がありまし

たが、具体的な事業内容等について教えてください。

はい。今回２件の応募がありまして、１件が社会福祉法人あたご会、

もう１件が株式会社シーエムエスワールドでございます。そのうち

事業予定者につきましては、社会福祉法人あたご会に決定いたしま

した。事業計画の概要でございますが、校舎は、高齢者福祉施設、

海外からの介護職員寄宿舎及び子育て支援施設として活用し、世代

間の交流や異文化の交流を図るとともに雇用の創出に努めるという

ことです。また、学校の思い出となる歴史資料等の保管・展示や同

窓生の交流の場など複合的に施設を活用します。体育館・グラウン

ドは、地域住民の健康維持・増進並びに地域と都市部から集客が見

込めかつ地域と都市部の交流が図れる施設として活用し、地域の活

性化に努めるとのことです。また、以前より市として避難所等の指

定場所としていましたが、引き続き災害時には地域防災の拠点並び

に緊急時のヘリポートとして利用することは可能としています。基

本的には、校舎の中を改装して高齢者福祉施設事業を展開する計画

でございます。なお、次点となりましたもう一方の主な事業計画に
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宮田委員

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

坂部委員

須藤主幹

つきましては、子育て支援事業ということでございました。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。無いようですので、次に報

告事項に入ります。報告第１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１号後援申請についてご報告いたします。資

料の４ページをお開きください。平成 28 年８月 15 日から９月９日

までの後援申請受付分につきましては、次の５ページから６ページ

に記載のとおり、コスモポリタン・サクソフォン・アンサンブル代

表、羽賀潤外７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号についてご質問・ご意

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。はい。坂部委員。

はい。９月議会の代表質問にもありました学校再配置構想について

質問いたします。平成21年に富津市小中学校統廃合等検討懇談会に

よって統廃合等に関する提言書が提出され、教育委員会で富津市立

小・中学校再配置構想を策定されたと思います。その中の統合検討

計画で、短期で平成21年度に環小学校と関豊小学校統合ということ

でしたが、こちらは実際に平成26年度末に統合されていますね。そ

の後に、天羽中学校と天羽東中学校の統合、中期では平成25年に大

貫中学校と佐貫中学校、天羽地区４小学校の統合、平成30年には吉

野小学校と佐貫小学校の統合というように書かれていましたが、実

際の進行状況について教えてください。

はい。平成 21 年２月に再配置構想が策定されました。その後、その

構想に基づいて進めてきたわけですが、地域住民への説明及び理解

を得るということに非常に時間がかかりまして、関豊小学校と環小

学校が平成 26 年度末に統合いたしました。現状としましては、計画

より大幅に遅れていますので、現在、教育部内で再配置構想に基づ
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坂部委員

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

く、再配置計画というものを策定中でございます。今年度中に再配

置計画を策定し、教育委員会定例会議及び議会で説明、承認を得た

後に保護者及び地域の方に対する説明を行うという予定で進めてお

ります。

はい。ありがとうございました。では、これから庁内検討会構成員

の方々と評議しながら統合について進めていくということですね。

今のところ、再配置構想というのは、統合を前提としたものではな

いと示されております。しかし、時代の流れによって、再配置計画

を立てなければいけないということで、市長とお話しながら現在進

めております。構想の中では、小中学校とも学級人数が 20 人と記載

されておりますが、実際に関豊小学校が統合したのは全校児童数が

17 人で統合しています。学級人数が 20 人という数字で統廃合を進め

ていくのは、市民及び保護者の方の意識を考慮すると、状況的に厳

しいのかもしれないですね。議会でも答弁したのですが、私は、再

配置計画を進める上で、適正規模は必要だろうと考えています。複

式学級が増加したり、入学児童が０人であったりというような学校

が出てきてしまって良いのだろうかということを含めて、子どもた

ちが切磋琢磨して成長していく上では、学校の適正な児童数が発達

段階に応じて必要だろうと思います。今後、そのような部分も視野

に入れながら計画を立て、議会と市民の皆様にも提示をしながら進

めていくような手順を取っていく必要があると思います。国の方で

も、学校統廃合について児童数の適正規模等を示しているものはあ

りますが、地域の実情に応じた対策を取るようにという一文がござ

いますので、当然地域に住んでいる市民の皆様のお気持ちも含め、

議論を進めていくようなスタンスになっております。

私の意見としましては、まずは保護者からの意見を聞いた方が良い

と思います。どうしても教育に必要なことから進めていただき、子

どもたちの教育にとってより良い環境になるような統合を進めて欲

しいと思います。

はい。計画案を作成するに当たっては、教育委員の皆様から意見を
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坂部委員

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

いただきながら進めていきたいと考えておりますので、お知恵を拝

借したいと思います。

はい。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。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、

10 月 27 日、木曜日、午後２時から、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。


