
平成 29 年 12 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 12 月 21 日（木）

15 時 30 分から 16 時 15 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 29 年度富津市教育委員会被表彰者の決定に

ついて

議案第２号 富津市いじめ防止基本方針の改定について

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 12 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

坂部委員

岡根教育長

こんにちは。12 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。さて、本日は 12 月 21 日でござい

ますので、明日が２学期の終業となります。児童生徒は、祝日や週休

日も含めまして、23 日から１月９日までの 18 日間のやや長期の休みと

なります。年末年始の慌ただしい日々だと思いますけれども、教職員

の皆さんも少しほっと一息ついていただき、来たる３学期に向けての

準備をしていただきたいと思います。先日行われました校長会議では、

２学期が終わろうとしていることから、『今年度の学校経営の進捗状況

を確認して、来年の展望をお願いします。』とお話しさせていただきま

した。また、書くことに加えて読むことにも、各学校での目標値を定

め、特色ある取組をお願いしたい旨、お話しさせていただきました。

さて、それでは、教育委員会議を開催いたします。本日は、議案２件、

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、坂部委員にお願いします。

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

目の君津郡市広域市町村圏事務組合教育委員会会議でございますが、

15 日に君津教育会館で開催され、君津郡市広域市町村圏事務組合教育

委員会で取り組んでいる、結核対策委員会及び視聴覚センターの運営

についての今後の見通しについて協議いたしました。結核対策委員会

につきましては、結核対策の管理方針を検討するために設置されてお

りまして、その主な所掌事項は、各市から提出された要検討者の中で、

要精検者や経過観察の指示を検討するというものでございます。その

ような中で、広域で設置する義務が法令上なくなりまして、各市の責

任において行うこととしても良いとのことであることから、富津市は

独自に行い、他の三市は協議会を設置するという方向で確認いたしま

した。また、視聴覚センターにつきましては、視聴覚教材の貸出し状

況から見て、共同で設置する利点が見出せないことから、廃止するこ



2

ととして、今後所有する教材等の取扱いを検討するという方向で確認

いたしました。次に２番目の第 12 回マザー牧場杯争奪少年サッカー大

会でございますが、富津市サッカー協会の主催によるもので 17 日にマ

ザー牧場オートキャンプ場で開催されました。近隣市からも少年サッ

カーチームの参加があり、盛会に行われておりました。次に３番目の

富津市障害者総合支援協議会音楽交流会でございますが、当協議会子

ども部会の皆さんの音楽演奏で、19 日に大会議室で行われました。支

援者と保護者の皆さんによる演奏に、招待された障がいのある方々や

子供たちは、大いにクリスマスムードに浸っていました。次に４番目

の天羽東中学校生徒との意見交換会でございますが、市長とともに天

羽東中学校生徒による今後の富津市の展望についての意見交換会に参

加いたしました。これは、天羽東中学校の生徒が文化祭に発表したも

のがとても有意義なものであるとのことから、市長のふれあい座談会

のひとつとして参加させていただきました。その内容につきましては、

人口減少が進む富津市の今後のまちおこしについてのビジョンを生徒

が分野別にまとめたものを発表し、意見交換するというものでござい

ました。総合的な学習の時間の中で、１年生から３年生の中で縦割り

の形でグループをつくり、色々な課題を確認していく中のひとつとし

て、『富津市の今後のあり方について』を研究したグループである６人

の方たちと意見交換をさせていただきました。生徒からの提案としま

しては、『看板のまち』と題して、富津市にインパクトのある看板をた

くさん立てて評判になればたくさんの観光客が見に来てもらえるだろ

うというものや、『スタンプヒストリー』と題して、歴史が好きな方々

を対象として古墳やお城の跡にスタンプを置いてスタンプラリーを実

施したらどうかというもの、また、『マラソン岬』と題して、第一海堡

までマラソンができるようにしたらどうかというような様々な内容で

ございました。それから、天羽東中学校の校舎の有効活用については、

映画の撮影場所やホテルとしての利用、山村留学の実施等の提案があ

りました。明日を担う中学生の意欲を感じ、今後の市政運営にも明る

い展望が見られたような懇談会でございました。最後に 12 月の市議会
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小坂委員

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

高梨参事

の一般質問について、教育関連の主なものについてご報告いたします。

まず、古墳群の活用状況についての質問があり、富津公民館２階のふ

るさと展示室の紹介や小学校の副読本での掲載などについて回答いた

しました。次に文化財の保存と管理についての質問でございますが、

今までの補助金対応に加え、今後、災害等不測の事態が生じた場合に

は、その都度、市としての支援について検討する旨の回答をいたしま

した。次に、『子どもの気持ちに寄り添い、子どもを守る富津市づくり

について』ということで、いじめ対策についての質問がございまして、

国のいじめ防止対策推進法を受けまして、いじめは断じて許されない

行為であることや、どの児童生徒にも起こりうるものであること、い

じめられている児童生徒を守り抜くこと、関係機関と連携することな

どの基本理念の下で、各学校・市教育委員会で基本的な方針を決めて

取り組んでいることを回答いたしました。なお、本議会一般質問初日

の９時から、環小学校５・６年生による合唱が議会コンサートとして

披露されました。『ハッピーメロディー』、『いのちの歌』など４曲をそ

れぞれのパート別にきれいな声で歌い上げてくれて、議場にさわやか

な風が流れました。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。はい。小坂委員。

はい。天羽東中学校のふれあい座談会につきまして、参加された６人

の方というのはどのような方々なのでしょうか。

はい。先ほど申し上げました６人というのは、天羽東中学校の生徒で

ございます。グループにつきましては、例えば３年生が２人、２年生

が３人、１年生が１人というように、１年生から３年生の中で縦割り

となっておりまして、今回のふれあい座談会に参加していただいたの

は、『富津市の今後のあり方について』を研究したグループの生徒の方

たちでございます。

わかりました。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、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。12 月７日、大貫・佐貫中学校



4

岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

岩名課長

の再配置個別計画検討協議会の教職員部会が開かれました。それぞれ

の学校で行われる新入生説明会に向けての両校の共通理解等を図りま

した。12 月 12 日、502 会議室において、第３回富津市校長会議を開催

しました。平成 30 年度の当初予算要求の概要や年始の行事について、

冬季休業中の服務や教職員の人事異動について、学校教育の指針や再

配置計画の進捗状況について等を説明、依頼いたしました。12 月 15 日、

502 会議室において、富津市校長会の人事要望の会が行われました。校

長会から牧田会長はじめ理事と事務局長が参加し、市教育委員会側か

ら教育長と参事が参加しました。『学校長の意見を尊重した人事異動』

など要望がありました。例年と違う点は、『学校再配置に向けた長期的

人事構想』や『小学校への英語の教科導入に関するもの』などがござ

いました。12 月 19 日、第１委員会室において、富津市通学路安全対策

協議会を開催いたしました。国・県・市の道路管理者、警察、校長会

代表、ＰＴＡ代表、母と女性教師の会代表の方の参加により、母と女

性教師の会や各学校から出された通学路に対する 44 の要望について協

議いたしました。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。12 月４日、君津笹方面にお

いて、適応指導教室『さわやか教室』の校外学習を実施いたしました。

濃溝の滝から木工館、道の駅ふれあいパーク君津まで散策を行いまし

た。当日は天候にも恵まれ、参加した生徒たちは楽しくハイキングに

臨みました。12 月６日、401 会議室において、富津市学校関係行事調

整委員会を開催いたしました。各団体から出席した代表者に平成 29 年

度学校行事調整の基本方針を伝え、今後の具体的な調整の日程等につ

いて確認いたしました。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。11 月 26 日、大貫中学校におい

て、富津市青少年相談員連絡協議会主催による、第 46 回富津市あすを

きずく青少年のつどい大会『ペットボトルコンテスト in 富津』が開催

されました。参加者 39 名（就学前児童２名・小学生 31 名・中学生６
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名）と青少年相談員や引率の保護者など約 80 名が、ペットボトルを再

利用した水噴射ロケットづくりに取り組みました。その後、出来上が

ったロケットによる『デザイン部門』と『飛距離部門』の競技が行わ

れ、一日楽しい時間を過ごしていました。同じく 26 日、飯野コミュニ

ティセンターにおいて、富津市子ども会育成連絡協議会主催の第 30 回

育成大会が開催されました。小学生、保護者、来賓など約 200 名の参

加者があり、ストラックアウト、輪投げ、ビンゴ大会などや、餅つき

を体験しながらお雑煮などを食べて、初冬の一日を楽しみました。12

月２日・３日、総合社会体育館において、第８回富津市バスケットボ

ールフェスタ 2017 が開催されました。前座にミニバスケットボール男

女交流戦、『かずさ選抜対東京都大田区選抜』、『富津・君津選抜対木更

津・袖ケ浦選抜』のエキビションゲームがたくさんの観客の前で行わ

れました。その後、スペシャルイベントとして、荏原エイサー隊によ

る沖縄エイサー踊り、地元キッズの『Ｏｎｅ Ｐｌａｙ』によるダン

スや華やかなヴイッキーズチアリーダーのパフォーマンスなどで体育

館が盛り上がった中、日本バスケットボール協会主催、第 19 回Ｗリー

グ、『東京羽田ヴイッキーズＶＳシャンソン化粧品シャンソンＶマジッ

ク』の公式戦が始まり、観客は間近で見るプロの技とスピード感のあ

るバスケットボールのプレーに魅了されていました。また、体育館前

において、ＰＲ企画として富津市商工会にご協力をいただき、地元富

津の旨いもの食道や特産品の販売が行われ、穏やかな天気の中、多く

の方々で会場の外までも賑わっておりました。なお、２日間の来場者

数は、昨年を上回る約 2,000 名の来場者がございました。12 月９日・

10 日、富津市民会館において、平成 29 年度スポーツ少年団認定員養成

講習会が行われました。地域におけるスポーツ活動の中心となる、ス

ポーツ少年団の指導者を養成するための講習会及び検定試験を実施

し、県内から 93 人（富津市から 21 人）の受験がございました。12 月

10 日、千葉県スポーツ推進委員連合会主催による、第 34 回千葉県スポ

ーツ推進委員研究大会が匝瑳市八日市場ドームを主会場に開催され、

県内各地からスポーツ推進委員等約 900 名が参加いたしました。『スポ
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岡根教育長

渡邉館長

ーツ・文化の振興と地域の活性化を目指して』を今大会のテーマとし、

分科会及び講演会が行われ、銚子市出身の元プロ野球選手である木樽

正明氏による『野球人生から学んだこと ～地域におけるスポーツ活

動の活性化～』と題し、講演されました。なお、本市からは 13 名のス

ポーツ推進委員が参加いたしました。同じく 10 日、いち川会議室にお

いて、富津市スポーツ推進員会議が行われ、１月１日に富津・大佐和・

天羽の各地区で開催される元旦歩こう大会の実施概要などについて事

務局から説明を行った後、地区ごとに分かれて当日の準備等について

協議を行いました。12 月 19 日、502 会議室において、千葉県民マラソ

ン大会第２回運営委員会会議が行われ、３月４日に開催されるマラソ

ン大会の進捗状況について千葉日報社から説明を行った後、質疑及び

確認等について協議を行いました。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。12 月３日、富津公民館において、

『平成 29 年度富津市民文化事業 ふっつ学びの門 KINJIRO! ～本当

は面白い二宮金次郎～』を開催いたしました。当日の入場者数は 525

名でございました。お客様から『とてもよかった。感動しました。次

の機会も見てみたい。』などの声をいただいております。今後はアンケ

ート結果を集計し、１月中旬に行われる実行委員会にて反省会を行う

予定でございます。次に、12 月 10 日、富津公民館において、成人式実

行委員会を行いました。当日は実行委員を中心に、最終的なリハーサ

ルを行い、式典の進行や会場準備の確認を行いました。次に、12 月 13

日、中央公民館において、富津市民文化祭 2017 第２回実行委員会役員

会・正副部門長会議を開催いたしました。議題として、開催結果並び

に収支決算について報告し、承認をいただきました。また、各会場で

ご協力いただいた参観者からのアンケート結果及び各役員からの意

見・反省点などを出していただきました。これらの意見や感想につき

ましては、次年度の開催に向けて参考にしたいと考えております。今

後は、来年の文化祭に向けて２月中旬に準備委員会を組織する予定で

ございます。次に、本日、10 時より中央公民館において、第３回富津
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岡根教育長

坂部委員

岩名課長

坂部委員

岡根教育長

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』を議題とし、開催要項に基づき、当日の日程並びに従

事者の協力について承認を得ました。また、『旧市役所第二庁舎跡地利

用について』も議題とし、建物を取り壊した後の跡地利用について議

論をいただき、『市民会館の駐車場として利用する』ということで意見

がまとまりました。このほか、報告事項として『富津市民文化祭 2017

の開催結果について』を報告いたしました。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。坂部委員。

はい。生涯学習課より報告のありました、11 月 26 日に行われた青少年

のつどい大会と育成大会につきまして、これは同日に行われたという

ことですが、子供たちの中には、両方とも参加したかったりどちらに

参加しようか迷ったりした方もいるのではないかと感じたのですが、

日程については、どちらもこの日に開催しなければならなかったので

しょうか。

はい。同日に二つの事業が行われまして、ひとつが青少年相談員連絡

協議会が主催するもの、もうひとつが子ども会育成連絡協議会が主催

するものということで、それぞれ別の団体となっており、各団体の都

合によるものでございますので、調整することはなかなか難しい状況

でございました。

わかりました。同日でなければ、ひとつひとつの大会にもう少し多く

の参加者があったのではと感じました。今後は、できれば別の団体同

士でもうまく連携を取って、日程を調整できれば良いのではないかと

思います。

子ども会は、当初は前日の 25 日を予定していたようですが、その日が

学校の公開研究会で振替授業となってしまったため、日程を変更して

26 日になったと聞いております。以前に行われました校長会議の中で

も坂部委員と同じようなご意見がございまして、日程調整してもらえ

れば子供たちの参加がもっと多くなったのではというお話がございま

した。現在は、子ども会などの子供を集める事業というのはそれなり
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坂部委員

岡根教育長

鶴岡課長

多くございまして、そのような中で、スポーツフェスタとスポーツ少

年団の試合等が重なってしまって参加が少なくなってしまったという

ようなこともあったようです。日程調整につきましては、今後の大き

な課題かもしれませんね。

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。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 29 年度富津市教育委員会被表彰者の

決定について、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

する案件でございますので、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

職員の指定はございません。それでは、議案第１号平成 29 年度富津市

教育委員会被表彰者の決定について、説明をお願いします。

はい。それでは議案第１号について、ご説明いたします。資料は３ペ

ージから７ページとなっております。まず、４ページをご覧願います。

平成 29 年度教育委員会表彰候補者につきまして、お名前と功績を申し

上げます。体育功労表彰につきましては、資料４ページから６ページ

になります。川本蒼大さん、第 43 回千葉県空手道選手権大会幼年形の

部及び組手の部優勝でございます。景山丈太郎さん、第 43 回千葉県空

手道選手権大会小学生１年組手の部 優勝でございます。堀内優愛さ

ん、第 43 回千葉県空手道選手権大会小学生２年組手の部優勝でござい

ます。稲村乃愛さん、第 43 回千葉県空手道選手権大会小学生３年女子

組手の部優勝でございます。榎本拓斗さん、第 43 回千葉県空手道選手

権大会小学生６年男子形の部優勝でございます。中島奈緒さん、第 43

回千葉県空手道選手権大会中学生１年女子組手の部優勝でございま

す。榎本凜香さん、第 37 回千葉県スポーツ少年団剣道交流大会中学女

子の部優勝でございます。鈴木出海さん、少林寺拳法創始 70 周年記念
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岡根教育長

坂部委員

鶴岡課長

2017 年度少林寺拳法千葉県小・中学生大会中学生単独演武男子有段の

部１位でございます。渡辺貴信さん、第 43 回千葉県なぎなた大会演技

一般初・二段の部優勝でございます。平野拓斗さん、平成 29 年度関東

信越地区高等専門学校体育大会水泳競技 男子 400m メドレーリレー第

１位、男子 200m バタフライ第２位、男子 100m バタフライ第３位、男

子 400m リレー第３位でございます。平野沙弥さん、平成 29 年度関東

信越地区高等専門学校体育大会ソフトテニス競技女子ダブルス第１位

でございます。最上駿斗さん、第 48 回関東中学校サッカー大会第３位

でございます。以下、功績につきましては第 48 回関東中学校サッカー

大会ということで省略し、お名前のみのご紹介とさせていただきます。

渡邉瑞生さん、柴田大夢さん、小笠原健人さん、平野勇斗さん、深田

ん、大木海哉さん、森田重哉さん、緒形達哉さん、山下瑞貴さん、平

田翔也さん、石川慎之助さん、渋谷龍青さん、山田将夢さんでござい

ます。続きまして、小川幸村さん、第 62 回全国高等学校軟式野球選手

権南関東大会優勝、平成 29 年度春季千葉県高等学校軟式野球大会優勝、

平成 29 年度第 65 回春季関東高等学校軟式野球大会第３位でございま

す。林憧哉さん、第 62 回全国高校軟式野球選手権南関東大会優勝、平

成 29 年度春季千葉県高等学校軟式野球大会優勝、平成 29 年度第 65 回

春季関東高等学校軟式野球大会第３位でございます。続きまして、文

化功労表彰でございます。中山心路さん、第 33 回高円宮杯日本武道館

書写書道大展覧会毛筆の部日本放送協会賞でございます。こちらの合

計 32 名を被表彰者として決定したいので、富津市教育委員会行政組織

規則第５条第 13 号の規定により議決を求めます。ご審議のほど、よろ

しくお願いいたします。

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。はい。坂部委員。

はい。富津中学校サッカー部 18 名につきましては、ベンチ入りしてい

る選手ということでよろしいでしょうか。

はい。登録選手ということでございます。



10

坂部委員

岡根教育長

竹谷所長

わかりました。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。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。ここで、非公開を解きます。続いて、

議案第２号津市いじめ防止基本方針の改定について、説明をお願いし

ます。

はい。それでは報告第２号について、ご説明いたします。資料の８ペ

ージをご覧願います。本議案は、富津市教育委員会行政組織規則第５

条第１項の規定により、富津市いじめ防止基本方針を改定し、富津市

の児童・生徒が互いに認め合い、安心して生活できる環境作りを図ろ

うとするものでございます。富津市では、富津市いじめ防止基本方針

に基づいて『心豊かでたくましい児童生徒の育成』を目指し、いじめ

防止基本方針を制定しており、各学校のいじめ防止基本方針と連携し

て、児童・生徒が安心して生活できる環境作りに取り組んでいるとこ

ろでございます。今回、国の『いじめ防止等のための基本的な方針』

が平成 29 年３月に改定となりました。それに伴い、『千葉県いじめ防

止基本方針』が平成 29 年 11 月に改定となりました。そのことを受け

て、改定を図ろうとするものでございます。富津市いじめ防止基本方

針につきましては、９ページから 16 ページにございますので、ご覧い

ただければと思います。見直し点は、①いじめの未然防止、早期発見

について、道徳教育の充実『自分のこととして捉え、考え、議論する。』、

②いじめの認知について、『けんか』や『ふざけあい』であっても背景

にある事情を調査する。③学校として特に配慮が必要な児童生徒への

対応について、障害（発達障害を含む。）、外国にルーツを持つ、ＬＧ

ＢＴ、被災・避難児童生徒等を含む配慮が必要な児童生徒への対応を

明記する、⑤いじめの情報共有について、いじめの情報共有を怠らな

いように組織的に対応する、⑥いじめ解消の定義について、（１）いじ

めに係る行為が止んでいること。(少なくとも３ヶ月を目安)、（２）被

害者が心身の苦痛を感じていないこと。（本人、保護者に面談等で確認

する）、解消後も再発に備え、注意深く観察する、でございます。17 ペ
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ージの新旧対照表をご覧願います。まず、目次については、『Ⅰ いじ

め防止等のための対策の基本的な考え方』の『３（１）いじめの防止』

を『いじめの未然防止』に改定しました。『（３）いじめの情報共有』

を加えました。『（３）いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてき

た児童生徒の安全確保』を『（４）いじめへの対処』に改定しました。

『（４）家庭や地域との連携、支援』を『（５）地域や家庭との連携に

ついて』に改定しました。『（５）関係機関との連携』を『（６）関係機

関との連携について』に改定しました。『（７）いじめの「解消」の定

義』を加えました。18 ページをご覧願います。いじめ防止等のための

対策の基本的な考え方について、『３ いじめ防止等に関する基本的な

考え方』に『学校は、管理職を含む「いじめ防止対策組織」を置き、

いじめの防止に努める。』を加えました。『（２）いじめの早期発見』に

ついては、３行目以降の『けんかやふざけ合いであっても背景にある

事情を調査する。インターネットによるいじめへの対応、障害、外国

にルーツを持つ、ＬＧＢＴ、被災・避難児童生徒への対応』を明記し

ました。『（３）いじめの情報共有』で、『いじめの情報を得た場合は、

学校全体で情報の共有を図る。』を加えました。『（７）いじめ「解消」

の定義』について、解消している状態の定義の用件について、『①いじ

めに係る行為が止んでいること。（少なくとも３ヶ月が目安）、②被害

者が心身の苦痛を感じていないこと。（本人・保護者に面談等で確認す

る。）』を加えました。19 ページをご覧願います。『Ⅱ いじめ防止等に

対する具体的な取り組み』について、１～２行目の『いじめの防止等

の対策のための組織』を『いじめ防止対策組織』に改定し、３行目の

『児童生徒及び保護者への周知に努める。』を、『「学校いじめ防止基本

方針」は、ホームページで公表するとともに、その内容を、必ず入学

式や年度始め等、様々な機会を活用して児童生徒・保護者に説明する。』

に改定しました。『（１）いじめの防止』の『スクールカウンセラー配

置』では、『必要に応じ、訪問相談担当教員、スクールソーシャルワー

カー、スーパーバイザーの派遣を要請する。』を加えました。『いじめ

の相談・通報窓口の周知』については、『24 時間子ども SOS ダイヤル』
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岡根教育長

小坂委員

に『（文科省）』を加え、どこの組織で行っているかを明記しました。『Ⅲ

重大事態への対処』の『１ 重大事態（以下、そのおそれのあるものを

含む。）を認知した場合の対応』の『（１）被害者の安全確保等』、１行

目の『いじめ防止等のための組織』を『いじめ防止対策組織』に改定

しました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

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。改訂前のものにつきましては、地方自治体に対

しては、いじめ防止基本方針の基本的な考え方を策定するよう努力す

ることとして、『努力義務』というようになっており、１年間をかけて、

学校に資料を出しながら、おおむね完成できているものがありますが、

こちらについては、単なる学校と教育委員会が共有するだけのもので

ございますので、現在において公表はしておりません。ですから、こ

の後に皆様から承認を得れば、こちらを基本方針として公表いたしま

す。市ホームページに掲載し、『富津市はこのような形で基本方針を改

定して定めました。』ということでお知らせしたいと考えております。

先ほど所長からお話いただいたように、色々な場面を想定し、教育委

員会独自のマニュアルではなく、外部へ出しても問題ないように学校

の仕事と教育委員会の仕事とはっきりさせ、いじめに対する防止策や

いじめの情報共有について書かれており、 例えば、重大事故が起き

たときに、学級担任だけが抱えていて校長が把握していなかったとい

うことが報道等でも多くありますよね。そのようなことがないように、

法律でもしっかりと謳われておりますので、今回このように改定を行

うというものでございます。何かご質問・ご意見等はございますか。

はい。小坂委員。

はい。19 ページの『Ⅱ いじめ防止等に対する具体的な取り組み』の部

分で、先ほど教育長さんがおっしゃたように、いじめ防止基本方針を

市ホームページで掲載等を行って公表するということでありました

が、『入学式や年度始め等、様々な機会を活用して、児童生徒・保護者

に説明する。』とありますが、これは、例えば入学式の保護者の方がい

るところで時間を設けて説明するということでしょうか。
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竹谷所長

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

鶴岡課長

はい。具体的な取組については、各学校ごとにいじめ防止基本方針を

策定しており、そちらに関連づけて学校は取組を行っておりますので、

学校でも年度初めに行っております。また、調査につきましては、毎

学期、いじめがないかどうかアンケートを実施したり、教育相談を行

ったりしておりますので、そちらにつきましても説明しながら行って

おり、各学校でいじめのない学校づくりに取り組んでおります。

具体的には、基本方針の冊子を入学式等で配布したり、学校だよりに

内容を掲載するという形で保護者の方等に周知しているということで

すね。いわゆるＳＮＳのようなものは、わかりづらいものが多く、子

供がいじめを受けてひとりで抱え込んでいたり、以前に富津市でもご

ざいましたが、保護者の方が偶然に子供の携帯を見たところ、おかし

なメールがきているということで、保護者の方から学校に連絡し、学

校で調査した結果、いじめが解消したということ案件がございました

が、保護者の方にも十分理解をしてもらい、大きな事故にならないよ

うにみんなで確認していくということが必要だと考えます。学校は、

このように基本方針として示されていれば、入学式や年度始め等には

保護者の方へいじめに関する考え方を周知していくと思いますので、

徹底して取り組んでいきたいと考えております。

ありがとうございました。学校だより等で、いじめに関する記事が掲

載されていると『これはいいな。』と思っておりますので、今後もよろ

しくお願いいたします。

他にご意見・ご質問等はございますか。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 20 ペ

ージをご覧願います。平成 29 年 10 月 20 日から 12 月８日までの後援

申請受付分につきましては、次の 21 ページに記載のとおり、一般社団

法人なおひ君津支部支部長、吉野昌晴氏ほか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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岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

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。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、平

成 30 年１月 25 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。以上で本日の会議日程は、終了させ

ていただきます。


