
平成 29 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 29 年５月 25 日（木）

10 時 00 分から 10 時 35 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 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

議案第２号 平成 29 年度富津市一般会計予算教育費６月補

正予算案について

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、髙梨教育部参事兼学校教育課長、 鶴

岡教育総務課長、河野学校教育課主幹、鈴木学校再配置推進室

長、竹谷教育センター所長、鳩飼教育センター主幹、岩名生涯

学習課長、渡邉公民館長、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項第３号に該当のため

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 29 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

宮田委員

岡根教育長

こんにちは。先月になりますが、校長・教頭合同の歓送迎会に、ご多

用の中ご臨席いただきありがとうございました。富津市でも多くの管

理職の人事異動がございましたが、恐らくそれぞれの持ち場で力を発

揮していただいていると思います。さて、新学期も早二月が過ぎよう

としております。17 日には、君津市と合同の小学生陸上競技記録会が

ございまして、子供たちは元気に競技に参加していました。その開会

式でも感謝申し上げましたが、朝早くから各学校のＰＴＡ役員の皆様

が各学校のテント張り等のお手伝いをしていただいており、本当にあ

りがたいことだと思いました。また、各学校では、修学旅行や遠足行

事も行われて、年度初めの学級作りが着実に進められているものと思

っております。本日の議題については、『富津市公民館運営審議会委員

の委嘱ついて』など、議案２件、報告４件でございます。忌憚のない

ご意見をお願いします。それでは、平成 29 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ございますが、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ページをご覧願います。主

なものを報告いたします。２番目の君津地方教頭会総会でございます

が、四市の教育長を代表してご挨拶申し上げました。教頭は学校の中

で一番多忙と言われておりますので、ご自身の健康に十分留意するこ

とと、職員への言葉がけにご留意していただきたいという旨の話をい

たしました。その後、歓送迎会があり、７名の校長になられた方や 11

名の行政機関に出られた方、21 名の新教頭になられた方を一同に会し、

盛大な歓送迎会が行われました。４番目の君津地方教育委員会連絡協

議会総会でございますが、この日を持ちまして、４市の連絡協議会会

長に就任いたしました。７番目の教科書採択関係の会議をはじめ、４

市の連絡調整等君津地方の教育委員会の連携を密にして取り組んでま

いりますので、教育委員の皆様には、今後ともよろしくご協力いただ
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髙梨参事

ければと思っております。次に、５番目の第 14 回富津市経営改革本部

会議でございますが、今年度の各部各課の懸案事項等の経営課題を確

認いたしました。教育部からは、学校の再配置計画の検討や学校給食

施設の整備等を挙げております。なお、この経営課題は市民への公表

をいたします。次に、６番目の富津市国際交流協会総会でございます

が、活動計画等を確認した後、かつて、高校生のときにカールスバッ

ト市にホームステイした経験のある東京都交通局に勤める女性が講演

し、海外派遣事業が有意義であったことや、現在の職業にも生かされ

ていることについて話されました。交流会でも、協会の会長から、中

学生の派遣事業について検討する時期ではないかとのご意見もいただ

きました。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 16 日から５月 18 日まで、

佐貫地区・金谷地区・峰上地区において、学校再配置に関する保護者

懇談会を行いました。再配置推進室がＰＴＡ役員等と事前に話合いを

持ち、その際に出された質問に答える資料等を説明した後、保護者の

方からのご意見やご質問を受けました。その中では、スクールバスや

子供の人間関係等に関するご意見やご質問がございました。詳細は、

後ほど協議会にて再配置推進室よりご説明申し上げます。今後、大佐

和地区・天羽地区の地区懇談会を通じて、更なる理解を深めるよう努

め、再配置計画の策定に向けて努力したいと考えております。学校事

務の共同実施については、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

を目的としておりますが、５月 24 日、今年度の計画方針を決める、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、平成 28 年度の成果と課題及び平成 29 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ること

の共通理解を図りました。５月 26 日は、学校警察連絡委員会全体研修
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岡根教育長

竹谷所長

会を開催する予定でございます。前段で、今年度の諸計画及び役員を

協議し、続いて、富津警察署生活安全課長から、県下・市内の青少年

に係わる犯罪の現状に触れながら、講話を予定しております。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。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。５月９日、502 会議室にて、

特別支援教育推進チーム会議を開催いたしました。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、巡回訪問を実施する予定でございます。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ございます。

５月 10 日、404 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回答に課題があるため、一昨年度から

「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はじめました。今年度

も引き続き、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

く方向で話合いが行われました。５月 17 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。

当日は陸上競技会にふさわしい気温等、良い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。結果については、お手元の資料をご覧いただきた

いと思います。５月 18 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黒川研究指導主事・福中研究

指導主事を講師に、「今日的な教育問題（いじめ・不登校）について」

という演題で研修を行いました。特に、演習の中では、いじめを見逃

さない感性を高めるためのワークシートを活用し、いじめのサインを

発見するための情報収集についてグループ討議するなど、各学校での
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岡根教育長

岩名課長

今後のいじめや不登校対策の方法について、熱心に話合いが行われま

した。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課の報告をいたします。４月 28 日、君津地方社会教育

委員連絡協議会正副会長・参与会議が、袖ケ浦市役所にて開催され、

各市社会教育委員長・生涯学習課長及び担当の出席により、５月 28 日

開催予定の総会の打合せを行いました。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 23 回健康ウォーク

ラリー大会が富津地区富津小学校周辺を会場に実施されました。14 チ

ーム・54 人の参加がございました。参加者は、ふれあい公園の今が盛

りと咲いたツツジやのどかな田畑の景色を見ながら、約４kｍのコース

を、途中に設定してあるクイズやゲームに挑戦し楽しみながらウォー

クすることで、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２日、千葉県スポーツ少年団表彰

伝達式が 502 会議室で行われ、団体の清心会道場及びミサキジュニア

バレーボール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、平成 28 年度事業報告及び収支決算報告、

平成 29 年度事業計画（案）・収支予算（案）など審議され、原案のと

おり承認されました。５月５日、ふれあい公園臨海陸上競技場にて、

第 24 回富津市教育長杯争奪少年サッカー大会が開催され、総勢 18 チ

ーム・120 名の参加があり、学年ごとに分かれ競技が行われました。同

日、同所にて、平成 29 年度富津市スポーツ少年団サッカー交流大会が

開催され、３チーム・45 名の参加があり、競技が行われました。５月

７日、富津市総合社会体育館において、平成 29 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 28 年度事業報告・決算報告及び平成 29 年度の事業計画（案）・予

算（案）など審議され、原案のとおり承認されました。総会後に開催

された実技研修会では、全員がグループに分かれ、ヘルシージム、マ

グネットツイスターなどの７種目を順次移動して、実技研修が行われ

ました。参加者は、心地よい汗をかきながら体験しておりました。５
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月９日、南房総教育事務所別館において、平成 29 年度第１回君津地方

視聴覚教材センター運営委員会議が開催されました。平成 28 年度事業

報告、平成 29 年度事業計画・予算（案）、など審議され、原案のとお

り承認されました。５月 13 日、いち川会議室にて、平成 29 年度富津

市ＰＴＡ連絡協議会新旧常任委員会が開催されました。平成 28 年度事

業経過及び決算報告、平成 29 年度事業計画（案）及び予算（案）など

審議され、原案のとおり承認されました。同日、富津公民館にて、平

成 29 年度富津市子ども会育成連絡協議会総会が開催されました。平成

28年度事業報告及び決算報告、平成29年度事業計画（案）及び予算（案）、

など審議され原案のとおり承認されました。５月 14 日、市総合社会体

育館において、第 35 回ＦＴＳ少年剣道大会が開催されました。395 名

の参加により個人戦が行われ、小学生の部では、男子 111 名、女子 58

名、中学生の部では、男子 134 名、女子 92 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、佐貫コミュ

ニティセンターにて、総合型地域スポーツクラブ佐貫クラブ第６回定

期総会が開催されました。総会では、平成 28 年度事業報告及び決算、

平成 29 年度事業計画及び予算（案）など審議され、原案のとおり承認

されました。佐貫クラブは、平成 23 年に発足し６年を経過いたしまし

た。現在、会員登録人数 170 名で、21 の事業を計画、８の定期教室を

開催しており、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。５月 16 日、502 会議室におきまして、

平成 29 年度第１回富津市社会教育委員会議を開催いたしました。開会

に先立ち、平成 29 年度から委員になられた 13 名の方々へ、岡根教育

長から委嘱状が交付された後、互選により、委員長に高橋栄二委員が、

副委員長に杉田玲子委員が選任されました。続いて、平成 28 年度社会

教育事業報告及び平成 29 年度社会教育事業計画について審議され、そ

れぞれ承認されました。また、今後の社会教育委員の活動について意

見交換が行われ、一昨年度から自主研修として行っている公民館図書

室等のあり方についての検討を更に進めるとともに、次期、生涯学習

推進計画策定に向けての検討を行うことで、意見の統一が図られまし
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

渡邉館長

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。

公民館からご報告いたします。４月 28 日（金）、木更津市立中央公民

館において、平成 29 年度君津地方公民館連絡協議会総会が開催され、

平成 28 年度の事業報告・会計報告及び平成 29 年度の事業計画・予算

等の議題を審議し、それぞれ承認・可決されました。同時に、役員の

改選が行われ、その結果、当市では副会長に私、渡邉が、事務局長に

市民会館の佐野館長補佐が、監事に富津公民館の森田主査が役員とな

りました。本年度も、公民館活動を通じて４市の連携を強化し、会員

相互の交流と研修活動に取り組んでいくこととしております。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。では、ひとつ私からお話させていただきます。生涯学

習課より第１回君津地方視聴覚教材運営委員会会議が開催されたと報

告がありましたが、現在、視聴覚教材センターを今後も継続して運営

していくべきかというところが大きな課題となっております。こちら

はどんなところかと言いますと、ＤＶＤや 16 ミリフィルムの貸出を行

っており、４市の負担金で運営しているのですが、富津市ではほとん

ど利用していないというのが現状でございます。、利用が少なくなった

背景には、学校現場への電子黒板等の普及により、視聴覚教材を写し

て授業を行う機会が少なくなったということがございます。そのよう

な中で、財政面での補助金に係る問題も含めて、運営が本当に必要な

のかどうかを今年１年間で検証し、最終的な結論を出していく方向と

なっております。また、使用状況等も含めまして懸案することがござ

まいしたら、会議に謀りたいと思いますので、視聴覚教材センターに

ついては、そのような状況であることをご承知おきいただければと思

います。以上でございます。他に何かございますか。無いようですの

で、次に付議議案に入ります。議案第１号富津市公民館運営審議会委

員の委嘱について、説明をお願いします。

はい。議案第１号について、ご説明申し上げます。３ページをご覧願
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岡根教育長

髙梨参事

います。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、

富津市社会教育委員代表の髙橋栄二氏を委嘱したいので、富津市教育

委員会行政組織規則第５条第 12 号の規定により議決を求めるものでご

ざいます。提案理由でございますが、平成 29 年度が委員任期の切替え

年度となっており、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ございます。なお、任期は、平成 29 年５月 25 日

から平成 31 年３月 31 日までの期間でございます。以上で、議案第１

号ついての説明を終わります。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、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号平成 29 年度富津市一般会計予算教

育費６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２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ございません。それでは、議案第２号平成 29 年度

富津市一般会計予算教育費６月補正予算案について、説明をお願いし

ます。

はい。議案第２号について、ご説明申し上げます。平成 29 年度富津市

一般会計補正予算のうち、教育部所管の補正予算について、ご説明申

し上げます。資料の５ページをご覧願います。17 款寄附金・１項寄附

金・６目教育費寄附金・１節小学校費寄附金 395 万円及び２節中学校

費寄附金 395 万円、合計 790 万円の増額補正につきましては、共栄運

輸株式会社からの寄附金でございます。次に、６ページをご覧願いま
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す。10 款教育費・１項教育総務費・２目事務局費 790 万円の補正増に

つきましては、歳入でご説明申し上げました共栄運輸株式会社からの

寄附金により、スクールバス１台を購入させていただくためのもので、

12 節役務費９万１千円、18 節備品購入費 778 万４千円、27 節公課費２

万５千円、合計 790 万円でございます。以上で、議案第２号ついての

説明を終わります。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、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。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号臨時代理の報告について（富津市教育支援委員会委員及び

専門調査員の委嘱について、説明をお願いします。

はい。報告第１号について、ご説明申し上げます。平成 29 年度富津市

教育支援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ページをご覧願います。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、富津市教育支援委員会規則第３条に

より委員は 15 名以内で組織し、任期は２年となっております。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おります。このうち、８ページにある青堀小

学校長の牧田正彦氏、他６名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ございませんが、今

年度は９ページの表の 14 番から 18 番にある５名の方に委嘱いたしま

した。以上で、報告第１号ついての説明を終わります。

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、続いて、報告第２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）、説明をお願い

します。
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はい。報告第２号について、ご説明申し上げます。12 ページから 13 ペ

ージをご覧願います。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ございます。兼任の方が２名おり

ますので、実数は 76 名となります。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、報告第２号ついての説明を終わります。

はい。ありがとうございました。報告第２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、続いて、報告第３号平成 29

年度市内小・中学校教職員数及び児童・生徒数について、説明をお願

いします。

はい。報告第３号について、ご説明申し上げます。報告第３号は、平

成 29 年度市内小・中学校教職員数及び児童・生徒数についてでござい

ます。15 ページをご覧願います。学校基本調査、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 179 名から 174 名で５名減、中

学校の職員数が 109 名から 105 名と４名減、学級数では小学校は 102

学級から 99 学級と３学級減、中学校の学級数は 45 学級から 42 学級と

３学級減でございます。児童生徒数ですが、小学校児童が 1,819 名か

ら 1,763 名と 56 名減、中学校生徒が 961 名から 953 名と８名減でござ

います。それぞれの詳細については、一覧をご覧願います。以上で、

報告第３号ついての説明を終わります。

はい。ありがとうございました。報告第３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、続いて、報告第４号専決事

項の報告について、お願いします。

はい。報告第４号について、ご説明申し上げます。資料の 16 ページを

ご覧願います。平成 29 年４月 14 日から５月 12 日までの後援申請受付

分につきましては、次の 17・18 ページに記載のとおり、木更津舞尊実

行委員会代表、豊田純久氏外 12 件を承認しましたので、ご報告いたし
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ます。以上で、報告第４号ついての説明を終わります。

はい。ありがとうございました。報告第４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。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 29 日、木曜日、午後３時 30 分から、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。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。


