
平成 28 年 11 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 11 月 24 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

議案第１号 平成 28 年度富津市一般会計予算教育費 12 月補

正予算案について

報告第１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、榎本委員、小坂委員、坂

部委員、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)

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 11 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

小坂委員

岡根教育長

こんにちは。11 月の定例教育委員会議にご出席いただき、感謝申し上

げます。立冬を過ぎ、徐々に冬を実感するようになりましたが、体調

管理に十分ご留意いただければと思います。さて、後ほど報告があろ

うかと思いますが、市民の実行委員会組織による市民文化祭が４会場

で開催されました。会場の問題や集客等、毎年知恵を絞っていただい

ており、実行委員の皆さんのご努力に感謝しています。また、本日の

議事については、『平成 28 年度富津市一般会計予算教育費 12 月補正予

算案について』など、議案１件、報告１件でございます。また定例会

の後、教育委員会協議会にて、『富津市小・中学校再配置計画（案）に

ついて』等、ご協議いただきたいと思っています。忌憚のないご意見

をお願いします。それでは、平成 28 年 11 月富津市教育委員会定例会

議を始めます。なお、本日の会議録署名委員の指名ですが、小坂委員

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ページをご覧ください。１

番の富津市公共交通の現状と課題についての講演ですが、国土交通省

関東運輸局局長と交通政策部長を講師として、市民のニーズと公共交

通の経路についての講演をいただきました。路線の組み方やアンケー

ト集計での課題等についても示唆がありました。２番の小中学校音楽

の集いについては、小坂委員と榎本委員もご出席いただきましたので、

お気づきの点があれば後ほどご報告いただければと思いますが、午前

の部では小学校、午後の部では中学校と発表があり、各校ともよく練

習をした素晴らしい歌声が響きました。３番の県教育庁県立学校改革

推進課職員の来庁については、お手元にお配りしました県立学校改革

推進プランについての意見交換がありました。特に富津市の子供たち

にとっては、第８学区、第９学区、第１学区のプランが関わりになり

ますが、第９学区においても木更津高校、君津高校、君津商業高校等

での動きもあります。なお、私からは、近隣企業からのニーズから、
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鶴岡課長

岡根教育長

今井参事

工業系の学科等について、市長からも要望が強いことを伝えました。

４番の経営改革本部会議については、学校を除く公共施設の事業仕分

けについての協議があり、今後、構想日本のスタッフによる仕分けと

市民による判定を実施することとなりました。６番の教育長会議につ

いては、年度末人事に向けての県の方針等を伺うものでした。７番の

第 42 回君津地方特別支援教育推進大会は、隔年で、四市持ち回りで開

催しているもので、特別支援教育がスタートして９年が経過しますが、

障害により生活の困難さを抱えている児童生徒を十分理解し、共感的

に寄り添う学校となるよう、教育委員会としても努力していきたいと

思いました。以上で教育長報告を終わります。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。11 月９日、大貫中学校にて平

成 28 年度第２回富津市学校給食運営委員会が開催され、富津市学校給

食施設整備の現状と課題について事務局から説明後、質疑応答を行い

ました。現在、市内には３つの調理場がありますが、全ての調理場を

統合するために新規の共同調理場を建設する方法と既存２共同調理場

に統合する２つの案が施設整備指針の第２期計画として示されており

ます。次回の会議では、建設費や改修費等、具体的な例を示した中で、

施設整備の方法について検討する予定でございます。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。

はい。学校教育課から報告いたします。10 月 31 日、午前中は佐貫小学

校、午後は佐貫中学校へ千葉県教育庁南房総教育事務所長が学校訪問

を行いました。午前中の佐貫小学校は、児童数 79 名、学級数は知的・

自閉情緒学級各 1クラスを含め８クラスです。午後の佐貫中学校は、

生徒数 60 名、学級数は知的・自閉情緒学級各 1 クラスを含め５クラス

です。両校ともに、環境が整備された校舎は清掃も行き届き、掲示物

にも教育活動がよく反映されておりました。児童・生徒は、落ち着い

た雰囲気の中で学校生活を送っている姿が学習の様子から伺われまし



3

岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

山口課長

た。佐貫小学校では、「少人数であるが、整頓されており、授業準備が

しっかりされた中で学習を進めており教室環境も整っていた。また、

先生方と子どもたちの信頼関係ができている」などの高い評価をいた

だきました。一方、佐貫中学校では、「授業の準備や諸表簿の管理、環

境面がよく整っていた。また、様々な学習活動の中で、保護者の協力

を得ているところが良い。先生方が子供に寄り添って良い関係になっ

ていた」などの高い評価をいただきました。11 月 11 日、第３回就学指

導委員会が 401 会議室にて開催されました。会議では５名の専門調査

員の報告を基に協議をいたしました。対象者は、就学前児童３名、小

学校１年生２名、２年生３名、３年生１名、５年生１名、中学１年生

１名の合計 11 名でした。協議の結果、特別支援学級への就学を勧める

児童７名、通常学級で留意観察し指導を続ける児童３名、生徒 1 名の

判定となりました。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。11 月２日、適応指導教室で

ある「さわやか教室」の調べ学習を君津中央図書館にて実施しました。

参加した生徒たちは、日頃の教室を離れての学習で気分転換も図れ、

図書館での学習に楽しく臨んでいました。11 月８日、富津市小学校体

操大会が富津小学校体育館にて開催されました。市内小学校 11 校から

の代表選手が、マット・鉄棒・跳び箱の三種目を巡って技を競い合い

ました。日頃の練習の成果を発揮し全力を尽くした演技に、観客から

も大きな拍手が贈られていました。結果につきましては資料をご覧く

ださい。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。11 月 13 日、市民会館において

教育委員会主催、富津市スポーツレクリエーション推進員連絡協議会

主管によるニュースポーツの紹介・普及のための教室を、昨年度大佐

和地区に引き続き、本年度天羽地区で開催いたしました。屋内ペタン

クは、老若男女を問わず誰でも気軽に楽しめるゲーム性のある競技で

あります。競技方法の説明後、４チーム分かれてゲームを行いました。
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当日は 23 名の参加者がありました。同日、総合社会体育館において、

教育委員会主催、富津市バレーボール連盟主管による第 41 回富津市マ

マさんバレーボール大会を９チーム 114 名参加のもと開催いたしまし

た。日頃の練習の成果を発揮され、また参加者相互の親睦も深められ

たことと思います。11 月 17・18 日の２日間、福井県越前市サンドーム

福井を主会場とする第 57 回全国スポーツ推進委員研究協議会福井大会

が開催され、全国各地からスポーツ推進委員等 3,200 余名が参加いた

しました。「スポーツ文化の醸成と地方創生に向けて」を今大会テーマ

とし、1 日目は「スポーツに学ぶコミユニケーション」と題して岩﨑由

純氏の講演、２日目は分科会がそれぞれ行われ、情報交換が行われま

した。本市からは５名のスポーツ推進委員が参加いたしました。11 月

19・20 日の２日間にわたり、公益財団法人日本バスケットボール協会・

一般社団法人バスケットボール日本女子リーグ主催、第７回富津市バ

スケットボール実行委員会主管による第７回富津市バスケットボール

フェスタが総合社会体育館において開催されました。４市の選抜によ

る男女それぞれのミニバスケットボール交流試合、中学生交流試合の

後、羽田ヴィッキーズ対トヨタ自動車アンテロープスのＷリーグ公式

戦が行われ、目の前で行われるプロの技とスピードの違う試合を堪能

しておりました。また、PR 企画として、富津市商工会にご協力をいた

だき、地元富津市の旨いもの食堂・特産品の販売をはじめ、東北物産

展の開催など多くの方々で賑わっておりました。11 月 23 日、志駒自由

市場をスタート・ゴールとする第 34 回市民ハイキングが教育委員会主

催、富津市スポーツ推進委員連絡協議会主管により開催いたしました。

当日は、小雨模様の肌寒い天候でしたが、色づき始めた紅葉の中を 60

名の方が参加されました。約６キロのコースを自然観察をしながらウ

ォーキングし、折り返し地点の志駒地蔵堂の滝では搾りたての牛乳が

振る舞われ、ゴールでは、スポーツ推進委員手作りの豚汁が振る舞わ

れました。当地区は､志駒側に沿う約 10Kｍを「もみじロード」と称し、

約 1,000 本のもみじが色づく県内でも屈指のスポットとなっておりま

す。11 月下旬から 12 月上旬の土・日曜日には地元志駒区、山中区の皆
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岡根教育長

鈴木館長

岡根教育長

小坂委員

山口課長

小坂委員

岡根教育長

さんによる地元産品の販売、模擬店、露天が開かれ、大勢の方々で毎

年賑わっております。教育委員の皆様方におかれましても、期間中に

是非訪れていただければと思います。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。11 月３日から 11 月６日までの４日

間、総合社会体育館・富津公民館・中央公民館・市民会館において、

富津市民文化祭２０１６を開催いたしました。各会場では、各種団体

や、公民館サークル、幼稚園・保育園、小中学校生などの作品展示を

始め、富津公民館では、小中学校音楽の集い、芸能祭、子どもまつり、

中央公民館では、芸能祭、歌謡ショー、市民会館ではキッズミュージ

カル、芸能祭など、市民それぞれが日頃の学習の成果を十分に発揮し

発表を行っておりました。出演者及び出展者数の合計は 3,660 人で前

年対比 70 人の増、参観者数の合計は、18,114 人で前年対比 645 人の増

でありました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。小坂委員。

はい。生涯学習課から報告のありました第 34 回市民ハイキングの中で、

模擬店等が開かれるということでしたが、以前は旧環南小学校跡地の

校庭を会場として利用していたようですが、今回は会場となっている

のでしょうか。

はい。志駒地区は、11 月 27 日(日)と 12 月４日(日)に出店される予定

です。メイン会場は志駒自由広場となっております。なお、旧環南小

学校跡地については、お客様の休憩場所として利用されると聞いてお

ります。山中地区は、11 月 20 日(日)から 11 月 27 日(日)までの期間に

開催され、メイン会場は山中区公民館となっております。

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、次に付議

議案に入ります。議案第１号平成 28 年度富津市一般会計予算教育費 12

月補正予算案について説明をお願いします。なお、この議案は富津市

教育委員会会議規則第 13 条第１項第 5 号、会議を公開することにより
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鶴岡課長

岡根教育長

教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事

項に関する案件ですので、非公開とすべきと考えますがいかがでしょ

うか。非公開とすることに賛成の委員の挙手を求めます。全員賛成で

すので、議案第１号の審議は非公開で行うことに決まりました。なお、

この議案は教育委員会全体に関わるものですので、退席すべき職員の

指定はありません。それでは、議案第１号成 28 年度富津市一般会計予

算教育費 12 月補正予算案について説明をお願いします。

はい。議案１号平成 28 年度富津市一般会計予算教育費 12 月補正予算

についてご説明申し上げます。３ページから４ページをご覧ください。

本案件は、平成 28 年 12 月市議会定例会に付議する教育費 12 月補正予

算案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規

定により、市長から意見を求められましたので、富津市教育委員会行

政組織規則第５条第３号の規定により議決を求めるものであります。

この度の補正予算につきましては、歳出にかかるもののみでございま

す。10 款教育費・１項教育総務費・２目事務局費・１節報酬の 1,058,000

円の増額補正は、竹岡小学校に特別支援教育指導員１名を増員するた

めのものでございます。同じく９節旅費の 45,000 円の増額補正につき

ましては、先ほど説明いたしました特別支援教育指導員の校外学習等

引率等に伴う交通費及び費用弁償となっております。続きまして、３

項中学校費・１目学校管理費・11 節需用費の 1,500,000 円の増額補正

は、大貫中学校の体育館汚水枡改修、浄化槽内配管修繕等及び天羽東

中学校の浄化槽ブロワーモーター交換に係る修繕料となっておりま

す。続きまして、５項保健体育費・２目給食管理費・総務管理運営関

係費・11 節需用費の 1,100,000 円の増額補正につきましては、大貫共

同調理場の回転釜が経年劣化により、釜の内側が錆びてしまい調理上

支障があることから回転釜を交換しようとするものでございます。歳

出総額 3,703,000 円の増額補正予算となります。よろしくお願いしま

す。

はい。ありがとうございました。議案第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、議案第１号について承認され
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鶴岡課長

岡根教育長

鈴木館長

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。ここで非公開を解きます。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５ページから６ページをお開きください。平成 28 年 10 月７日から

10 月 31 日までの後援申請受付分につきましては、次の６ページに記載

のとおり、バリ・金谷インターナショナルアートウィーク実行委員会

会長、鈴木裕士外３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。鈴木館長。

はい。平成 29 年富津市成人式についてご報告いたします。７頁をご覧

ください。平成 29 富津市成人式開催要項をこのとおり決定いたしまし

た。成人に達する若者の新しい門出を祝福し、良き社会人として自ら

生き抜こうとする青年を励ますことを目的として、平成 29 年１月８日、

日曜日、午後２時から富津市富津公民館で開催いたします。対象者は、

平成８年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた市内在住者

439 名（H28.10.1 現在）及び市外転出者で出席を希望する者（現在 25

名）で、合計 464 名となっております。当日は、午後１時 15 分より受

付を開始し、式典までの間、思い出のスライドショーとして、新成人

の中学生時代の写真を式典会場内で上映する予定でございます。式典

は、天羽地区出身者２名の司会により進めます。大貫地区出身者によ

るピアノ演奏により国家斉唱をいたします。主催者及び来賓祝辞の後、

成人としての意見発表は、富津・佐貫・峰上の３地区からの新成人代

表者が行います。発表終了後、大貫地区出身者のピアノ演奏により全

員で合唱を行う予定でございます。成人式は午後３時終了の予定とな

っておりおます。記念品として、中学校３年生在学中に、将来の夢な

ど５年後の自分に宛てた「二十歳への手紙」を書いていただいており

ますので、記念写真と併せて後日郵送いたします。委員の皆様にも、
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ご臨席いただき新成人の新しい門出にご祝福いただきますようお願い

いたします。以上で報告を終わります。

はい。ありがとうございました。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。

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、12

月 22 日、木曜日、午後３時 30 分から、市役所４階、401 会議室にて開

催を予定しております。なお、定例会議前に総合教育会議を予定して

おります。詳細につきましては、後日改めて通知いたしますので、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。


