
平成 29 年 10 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 10 月 26 日（木）

10 時 00 分から 10 時 27 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 後援申請について

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、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)

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 10 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。10 月の定例教育委員会を開催するに当たり、委員の皆様

にはご出席賜り感謝申し上げます。先日は、台風 21 号が到来し猛威を

振るった状況がございます。学校等の状況につきましては、後ほど報

告があろうかとは思いますけれども、災害対策非常配備における第２

配備ということで、管理職の方々は市役所へ泊まっていた状況も多い

ようでございますが、少し寒かったように感じました。また、避難所

開設に当たり担当された職員の方々もいらっしゃいます。さて、10 月

も終盤に入りまして、各課報告にて報告があろうかと思いますが、中

学校では新人戦や駅伝大会がございました。私は君津支部の駅伝大会

を見学させていただきましたが、大貫中学校女子チームが 22 年ぶりに

優勝しました。スポーツの秋、芸術の秋と言いますが、実りの秋とし

て児童生徒には大きな成長が見られる秋にしてほしいと思っておりま

す。さて、それでは、教育委員会議を開催いたします。本日は、報告

１件でございます。忌憚のないご意見をお願いいたします。本日の会

議録署名委員の指名でございますが、榎本委員にお願いいたします。

はい。

最初に、教育長報告を申し上げます。１ページをご覧願います。１番

目の富津市戦没者追悼式でございますが、戦後 72 年が経過しましたが、

国のために戦死された御霊に対し、追悼式を富津公民館大ホールで挙

行いたしました。当日は、議員さんや区長さん等多くの来賓と遺族の

方々が参列され厳かな雰囲気の中で行われました。次に、２番目のき

みつ母と女性教職員の会大会でございますが、君津教育会館に君津４

市の会員が集り、総会の後に分科会が開催されました。私は、４市教

育長を代表して総会に参加しお祝いの言葉を述べさせていただきまし

た。きみつ母と女性教職員の会につきましては、後ほど各課報告にて、

市長への要望ということで報告があろうかとは思いますけれども、

様々な通学路等についての改善要求等々、地道に要望をされており、

私たちの気付かないところもあるやも知れずと思っております。その
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鶴岡課長

ような団体の大会がございました。次に３番目の富津シティロータリ

ークラブの寄附受納でございますが、11 日に会長さんら３名がお見え

になり、「子供たちの教育のためにお使いください。」と 10 万円のご寄

附がございました。「大切に使わせていただきます。」とお伝え申し上

げしました。次の７番目の富津市経営改革会議でございますが、第 12

回目となります経営改革会議を５階の会議室で開催いたしました。経

営改革の進捗状況、富津市職員定員適正化計画、富津市中期財政計画、

富津市健全な財政運営に関する条例について、経営改革委員からの意

見をいただきました。会議の中では様々なご意見があり、まず、定員

適正化計画につきましては、財政破綻の報道を受けて定員を減らして

いくという計画なのですが、なかなか難しい状況であり、今後におい

ては徐々に定員数を改正していくという方針を示したところ、『このよ

うな生ぬるい形ではいけないと思います。』というようなご意見等をい

ただいたり、中期収支計画につきましても、『そんなに簡単に黒字には

なる訳がない。先送りしている事業があるのではないか。そのような

ことを踏まえて提案するべきではないか。』等のご指導を受けました。

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。10 月６日、午後７時 30 分から

湊小学校において、天羽中学校校舎改築期間中の湊小学校・天羽中学

校の学校運営に伴う保護者説明会を開催いたしました。説明会には、

湊小学校保護者 12 名、天羽中学校保護者８名、計 20 名の参加者があ

り、事前に配布した資料、これは９月の協議会で教育委員の皆様に配

付したものと同じものでございますが、その資料に基づいて説明した

後、質疑を受け各担当課で回答いたしました。当日の説明会には、湊

小学校の今井校長、細谷教頭、天羽中学校の須藤校長にも出席してい

ただき、天羽中学校生徒の部活動に関わるものなど、直接学校運営に

係る質問につきましては、両校の校長から回答していただきました。

質疑応答の概要につきましては、協議会で改めてご報告させていただ
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岡根教育長

高梨参事

きます。10 月 11 日、午後７時から市役所 502 会議室にて、第６回天羽

中学校校舎改築基本設計検討委員会を開催いたしました。６回目の検

討会では前回の検討会に引き続き、教室タイプの検討、また、各委員

等から出された意見・要望に対する検討結果を報告いたしました。基

本となる教室タイプにつきましては、事前配布した資料に基づき、各

組織で協議した結果を報告していただき検討しました結果、ホームル

ームを持つ特別教室型を採用することになりました。天羽中学校校舎

改築基本設計の進捗状況につきましては、この後の協議会で改めてご

説明させていただきたいと思いますので、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。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５日、第１委員会室にて、

第２回教育支援委員会を開催いたしました。教育支援委員会は、昨年

度まで就学指導委員会と言われていたものでございます。対象者は、

就学前児童４名、小学生 10 名、中学２年生１名の合計 15 名でござい

ました。協議の結果、特別支援学級への就学の判定のものが、就学前

児童３名、小学生児童８名、中学生１名、特別支援学校への通学の判

定のものが、就学前児童１名、小学生児童２名でございました。10 月

16 日、天羽中学校・天羽東中学校再配置個別計画検討協議会第２回教

職員部会議が天羽中学校で、10 月 24 日に同じく第３回代表部会議が市

民会館で、10 月 25 日に大貫中学校・佐貫中学校再配置個別計画検討協

議会第２回代表部会議が大貫中学校でそれぞれ開催されました。詳細

につきましては、この後、協議会にて再配置推進室からご説明いたし

ます。なお、10 月 22 日及び 23 日の台風被害につきましても、この後

の協議会にてご報告させていただきます。10 月 25 日、301 会議室にて、

富津市母と女性教職員の会の要望の会がございました。通学路に関す

る要望が 19 件出されましたが、こちらにつきましては、12 月に行われ

る予定の富津市通学路安全対策協議会にて回答を行います。その他の

図書館を含む複合施設の建設等の要望につきましては、25 日に口頭で

回答し、今後、回答書を作成いたします。以上でございます。
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岡根教育長

竹谷所長

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いたします。９月 24 日から 10 月８日ま

での土曜日・日曜日を利用し、君津支部の中学校新人総合体育大会が

それぞれの会場で開催されました。団体種目では、サッカー、野球、

ソフトテニス女子、バドミントン女子、柔道男女で富津中学校が、バ

レーボール女子で大貫中学校が、ソフトテニス女子で佐貫中学校がそ

れぞれ県大会出場を勝ち取っております。また個人戦でも、ソフトテ

ニスで８名、バドミントンで２名、卓球で２名、柔道で 10 名が県大会

出場となり、大きな成果を収めました。詳しい結果につきましては、

お手元の大会結果一覧をご覧いただければと思います。10 月 3 日に富

津小学校、また、10 月 17 日には佐貫中学校で、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。両校ともに児童や生徒は気持ちの良

い挨拶ができ、落ち着いた生活をしており、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、児童生徒に考えさせる学習問題、児童相互の切磋琢磨する取

組、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。10 月４日、富津公園において、

君津支部中学校駅伝大会が開催されました。やや気温が低かったので

すが、各校の選手は懸命の走りを見せ、大貫中学校の女子チームが優

勝し、県大会出場を勝ち取りました。10 月５日、401 会議室において、

特別支援教育連携協議会を開催いたしました。１学期の巡回訪問や研

修会の報告、各機関の特別支援教育関係の取組について意見交換を行

いました。10 月 13 日、君津市生涯学習交流センターにおいて、君津地

方四市適応指導教室合同高校説明会が開催されました。富津市からも、

適応指導教室在籍の生徒が保護者とともに参加し、自分自身の進路選

択に向け、熱心に話を聞いていました。10 月 17 日、401 会議室におい

て、教科指導・学力向上推進委員会議を開催いたしました。今までの

「書くこと」に対する意欲向上の取組を考察するとともに、次年度以



5

岡根教育長

岩名課長

岡根教育長

渡邉館長

降の指導の方向性について検討し、各先生方にアンケート調査するこ

とを確認いたしました。昨日の 10 月 25 日、大貫中学校において、富

津市中学校新人相撲大会が開催されました。各校の選手による、寒さ

にも負けない力強い取組が多く見られました。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。生涯学習課から報告いたします。10 月４日、午後７時より大会

議室において、富津市ふれあいスポーツフェスタ 2017 実行委員・競技

役員全体説明会を開催いたしました。10 月 9 日開催の富津市ふれあい

スポーツフェスタ 2017 の開催概要につきまして、副市長・教育長・出

席のもと、実行委員及び事務局より説明をした後、競技種目別に分か

れ、各実行委員から詳細な説明や確認を行いました。10 月 9 日の体育

の日、市民ふれあい公園臨海陸上競技場をメイン会場に、ふれあいス

ポーツフェスタ 2017 実行委員会の主管により、浜田靖一元防衛大臣を

はじめ多くの来賓・招待者のもと、富津市ふれあいスポーツフェスタ

2017 を開催いたしました。当日は、10 月にしては滅多にないような暑

さの中、キックターゲット、陸上競技、ストラックアウト、ドッジボ

ール等のスポーツ・レクリエーション競技や、健康づくりについての

意識を持っていただくよう、体力測定、骨密度・血管年齢測定などが

あり、参加者は快い汗を流しスポーツを楽しんでいました。教育委員

の皆様方にもご多用の中、ご参加いただきまして誠にありがとうござ

いました。また、12 月２日及び３日開催の富津市バスケットボールフ

ェスタのＰＲとして、東京羽田ヴィッキーズバスケットボールチーム

のマスコットであるヴィッキーちゃんや、富津市おもてなしキャラク

ターのふっつんも参加し、会場を陽気に楽しませてくれました。なお、

参加人数は幼児から高齢者まで延べ約 2,300 名でございました。以上

でございます。

はい。ありがとうございました。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。10 月 18 日、富津市民会館において

平成 29 年度第４回富津市民文化事業「ふっつ学びの門」実行委員会を

開催いたしました。議題として、チケット販売状況についてや今後の



6

岡根教育長

坂部委員

竹谷所長

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

坂部委員

日程についての協議をいたしました。チケットの販売状況は、10 月 18

日現在 323 枚であることから、各委員の皆様にチケットの販売を依頼

いたしました。まだ十分に席がございますので、委員の皆様におかれ

ましては、知人の方々等にご案内し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。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。教育センターより報告のありました、10 月 17 日に行われた教科

指導・学力向上推進委員会議についてお聞きします。全国の小学６年

生及び中学３年生を対象とした学力テストの結果について、千葉県は

全国平均より点数が低かったというような報告を以前にされていたと

思いますが、富津市ではどのような結果が出ているのでしょうか。ま

た、そのような点について会議の中で話合いは行われるのでしょうか。

はい。まず、富津市における学力テストの結果につきましては、本日

皆様にお配りしました「はまかぜ」に掲載しておりますので、詳細に

つきましてはそちらをご覧いただければと思います。全体的な状況と

しまして、課題点については記述式等が挙げられておりますが、昨年

度よりも上昇したものもございます。県と比較しましては、まだまだ

課題がございますので、そちらに対する対策等について会議で話合い

を行いました。

こちらについては、対象とする学年が決まってしまっておりますので、

昨年と比較しその子どもたちが１年間でどう変化したかという訳では

ないので、学校によっては、今年の児童生徒は高得点であったが来年

はまた違うというような意見が出てくる可能性はありますね。

ありがとうございました。

他にご意見・ご質問等はございますか。はい。坂部委員。

はい。生涯学習課から報告のありました、10 月９日に行われた富津市

ふれあいスポーツフェスタ 2017 についてですが、参加者数は昨年と比

較してどのようだったのでしょうか。また、地区別で統計取っていれ

ば、地区ごとの参加者数を教えてください。
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岩名課長

坂部委員

岩名課長

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

小坂委員

はい。先ほど報告させていただいたのは延人数であり、各々の競技に

参加した人数については把握しておりますが、地区別の参加者数につ

いては統計は取っておりません。なお、参加者数につきましては、昨

年と比較すると、若干減少しております。

例えば、関豊・天羽地区にお住まいの方は、会場まで距離があるため、

交通手段がなくて会場まで行けない等の参加したくてもできない方が

いらっしゃる可能性もあるのではないかと感じました。そのような点

の状況把握も踏まえ、なかなか難しいかとは思いますが、できれば今

後は地域別で参加者数を集計していただけると良いのでは思いまし

た。その中で、関豊・天羽地区の方があまり参加者数が少ないという

ことであれば、どうにか参加してもらえるような考えを持って、今後

取り組んでもらえればと思います。子供たちに限らず、保護者・地域

の方等も含めて、多くの富津市民の方が参加していただければと思い

ます。

はい。このスポーツフェスタにつきましては、実行委員である市民の

方々の手作りによるものとなっております。そのような中で、それぞ

の団体の実行委員がありまして、さらにその中でそれぞれの地区の実

行委員さんがいらっしゃいます。そちらの方々が、地域の方にお声が

けを行っておりますので、市内全域から参加できる方は参加されてい

るではないかと考えております。

毎年、そのような問題点への対策については、実行委員さんも一緒に

考えていただいてはいるのですが、なかなか妙案が出てこないという

ところでございます。会場を変更していくという斬新なご意見もござ

いましたが、現状ではなかなか難しい状況でございます。せっかく立

派な陸上競技場もございますし、そちらを会場として利用することに

も意味があるとは思います。

ありがとうございました。

他にご意見・ご質問等はございますか。はい。小坂委員

はい。教育センターより報告のありました、10 月 17 日に行われた教科

指導・学力向上推進委員会議についてですが、委員の方の人数はどれ
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竹谷所長

小坂委員

岡根教育長

位いらっしゃるのでしょうか。

はい。委員の人数につきましては、教科指導委員が５名でございます。

こちらの方々は学力向上推進委員も兼ねております。そして、委員長

ということで校長会から１名となっており、合計６名でございます。

そちらに加えて、教育センター職員、学校教育課指導主事となってお

ります。

ありがとうございます。こちらに関連しまして、私は富津市の学力向

上という点について、ずっと気に掛けて注目している訳なんですけれ

ども、教育センターの取組として、研修・講座等を開催し色々な工夫

を行い、学力向上に繋げているのがよくわかります。例えば、６月に

開催された管理運営研修会は、岡根教育長さんを講師として教頭先

生・教務の先生が集まっての研修会ということで、とても有意義な研

修会であったということをお聞きしました。それから、８月に開催さ

れた夏季研修講座では、ペップトークでやる気を引き出す言葉かけ等、

様々な講座内容であったようで、随分と力を入れて取り組んでいただ

いており、有り難いなというように感じております。しかしながら、

今年の学力状況調査の結果を見ると、点数の上昇は少しだけのようで、

なかなか一気に学力向上をするには難しいとは思いますけれども、苦

労してやってくださっていることに感謝しながら、続けてよろしくお

願いしたいというところでございます。それから、富津かわら版の 10

月発行分を読ませていただきまして、少ない紙面の中で内容が的確な

話題になっていると感じました。また、文字の大きさも丁度良く、写

真も載っていて、なかなか市民が『心配だな、知りたいな。』と思って

いることが書かれていると感じましたので、こちらについても是非続

けていっていただきたいなと感じました。以上でございます。

ありがとうございました。かわら版については、回覧版にて市民の方

へ配布されるのですよね。こちらに関わらず、様々な教育に関する情

報をどのような形で広報・啓発していくのかについても、今後検討し

ていく必要があろうかと思います。他にご意見・ご質問等はございま

すか。はい。榎本委員。
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榎本委員

竹谷所長

榎本委員

竹谷所長

榎本委員

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

渡邉館長

はい。教育センターより報告のありました、10 月 25 日に行われた富津

市中学校新人相撲大会について、相撲は部活動としてはないと思われ

ますが、こちらは希望者や選抜者による大会ということでよろしいで

しょうか。

はい。各学校で希望者を募りまして、チームを組んで出場していると

いうところでございます。なお、新人体育大会にも参加しており、例

えば、野球で県大会に出場している生徒につきましてはそちらが優先

となりますので、相撲大会についてはそのような生徒以外の希望者で

参加しております。

出場者は、もちろん男子だけということでよろしいでしょうか。

はい。そうです。

ありがとうござました。

他にご意見・ご質問等はございますか。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号についてご報告いたします。資料の３ペ

ージをご覧願います。平成 29 年９月 19 日から 10 月２日までの後援申

請受付分につきましては、次の４ページに記載のとおり、富津美術会

会長、佐久間健二氏、外５件を承認いた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。委

員の皆様から何かございますか。無いようですので、他に何かござい

ますか。はい。鶴岡課長。

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、11

月 30 日、木曜日、午前 10 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。その他に何かございますか。はい。

渡邉館長。

はい。公民館よりご連絡いたします。11 月２日から開催いたします、
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岡根教育長

富津市民文化祭 2017 の４会場のプログラムをお配りさせていただきま

した。市民が日頃の生涯学習活動の成果を発表する場でございますの

で、お時間がございましたら、是非会場の方へ足を運んでいただきま

すようお願いいたします。以上でございます。

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、

以上で本日の会議日程は終了させていただきます。


