
平成 30 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 30 年 10 月 25 日（木）

10 時 00 分から 10 時 42 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 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、坂部教育長職務代理者、榎本委員、小坂委員、池

田委員、笹生教育部長、髙梨教育部参事兼学校教育課長、重城

教育総務課長、細谷学校教育課主幹、鈴木学校再配置推進室長、

河野教育センター所長、當眞生涯学習課長、渡邉公民館長、刈

込教育総務課長補佐、髙濵教育総務課主任主事

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 30 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

小坂委員

岡根教育長

こんにちは。朝晩はすっかり秋を感じる季節となりました。一日の寒

暖の差が大きいので、体調には十分気をつけていただきたいと思いま

す。小学校では、前回の定例会議において報告のありました修学旅行

も無事に済んで、今は体操大会に向けて練習をしているところだと思

います。また、小中学校ともに合唱に取り組んでいることと思います。

それぞれの学校の代表が、市民文化祭でその歌声を披露してもらえる

と思います。それでは、教育委員会議を開催いたします。本日の議題

については、『専決事項の報告について（後援申請）』の報告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。それでは、平成 30

年 10 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、小坂委員にお願いいたします。

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。１

番目のきみつ母と女性教職員の会ですが、10 月６日に君津教育会館で

開催され、君津４市教育委員会を代表して、一言ご挨拶をさせていた

だきました。この会は、通学路の安全確保や公園施設等の整備等につ

いての市長要望を挙げながら、児童生徒の教育環境整備を毎年進めて

おります。次に２番目の東京湾要塞に係る講演会ですが、10 月７日に

大会議室で開催され、富津岬の沖にある第１海堡・第２海堡について

の現状と今後の活用等について、５人の方々から講演がございました。

横須賀から第２海堡を見学するツアーが実施されている中で、第１海

堡の有効活用等についての意見も出されました。次に３番目の富津市

経営改革本部会議ですが、10 月 16 日に開催される経営改革会議の内容

について、確認いたしました。４番目の君津郡市広域市町村圏事務組

合教育委員会議ですが、教育委員会において事務を行っている、視聴

覚センター及び結核対策委員会について、今後の方向性を確認いたし

ました。５番目の富津中学校生徒会からの義援金受領ですが、10 月 12

日、301 会議室において、生徒会役員４名の生徒から北海道胆振東部地
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震に対する義援金 47,464 円が市長に手渡されました。こちらは、日本

赤十字社を通じて北海道へ届けられます。次に６番目の房風会書道展

ですが、10 月 14 日に市役所ロビーで開催され、応募作品の中から、市

長賞、教育長賞、市議会議長賞などの表彰を行いました。次に７番目

の吾妻神社記念式典祝賀会ですが、吾妻神社の石段の再興と馬だし祭

りの祭事が県の重要無形文化財に指定されたことを祝して、吾妻神社

の関係者が集り、祝賀会が行われました。８番目の第 14 回富津市経営

改革会議ですが、経営改革の進捗状況、中期財政計画等について説明

し、意見を伺いました。また、委員から市長宛に富津市経営改革につ

いての意見書が提出されました。『経営改革については、まだ道半ばで

あり、将来にわたり持続可能な行政経営の確立に向けて実効性のある

抜本的な経営改革の取組を続けていただきたい。』とのご意見をいただ

きました。次に９番目の教務主任等研修会ですが、これまで校長会・

教頭会の皆さんとの懇談会を開催してきましたが、教務主任の皆さん

との意見交換を中央公民館で行いました。テーマを、『読書活動の推進

について』としまして、現在、富津市教育委員会では、『書く力』と読

書の推進について、力を入れて取り組んでいるところであり、そちら

についての考えをお話いたしまして、各学校での苦労している点など

の意見交換を行いました。10 番目の上総モラロジー事務所開設 30 周年

記念式典ですが、公益法人モラロジー研究所の本地区の事務所が開設

から 30 周年を迎えられ、その記念式典として、感謝の集いが開催され

ました。君津４市の教育委員会に対し、道徳教育推進のための寄附が

ございまして、それぞれの市が受領いたしました。最後に 11 番目の君

津商業高校ミニ集会ですが、高校生による、富津市の魅力発信につい

て、プレゼンテーションが行われましたので、市長・企画課長・商工

観光課長らとともに参加いたしました。内容としましては、商業研究

部に所属する生徒による『地域愛の醸成』と題する富津市の魅力発見

プロジェクトのプレゼンで、高校生の視点から富津市の魅力をどう発

信したら、より効果的に理解してもらえるかというもので、カフェや

ロケ地の紹介を中心にして発表しておりました。とても良くできてお
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小坂委員

岡根教育長

重城課長

り、関東の商業高校の発表会にも出場するそうです。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。では、10 月７日

に行われた東京湾要塞に係る講演会について、小坂委員さんはご参加

いただいておりましたが、何かございますか。

はい。大学教授の方などからご講演いただきまして、コンクリートの

強度について等の難しい内容も含め、様々な内容のお話を聞くことが

できました。そのような中で、大会議室が溢れる程のたくさんの方々

にお集まりいただき、第１海堡・第２海堡の今後の活用等、これから

どのようにしていったらいいかということについて、皆さんも関心が

あるのだと感じました。以上です。

日本大学教授である阿部先生からのお話の中で、『いわゆるこのような

インフラに着目したツーリズムは数多くあり、例えば、工場跡地等を

市として、見学してもらうなど活用しているところもあり、そのよう

な点では、第１海堡・第２海堡は歴史的な遺産でもあるので、うまく

活用することができれば、非常におもしろいのではないか。』という声

がございました。君津商業高校の生徒によるプレゼンのお話にも関連

しますが、やはり、いわゆる旅行会社等にストーリーを作っていただ

き、『ここは、こういうところがおもしろいです。』ということを皆さ

んに周知・理解され、見学等のための送迎バスが来てくれるようにな

れば、どんどん動きが出てくるのではないかと思います。このように、

様々な視点で開発でき得る状況にあるのではないかと思います。この

第１海堡・第２海堡については、皆様方から大きな期待があるのでは

ないかと思います。ただし、地盤が随分浸食されていてるようなこと

もあり、富津市内にお住まいの方でも、このような状況を知らない人

がけっこう多いのではないかということも感じました。他にご意見・

ご質問等はございますか。無いようですので、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ページをご覧願います。10

月３日、空調設備を設置した睦沢町の睦沢小学校及び睦沢中学校にお

いて、行政視察を実施いたしました。現在、富津市では来年の夏まで
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岡根教育長

髙梨参事

の普通教室への空調設備設置を目指して、導入方式等を検討している

ところでありますが、導入前の準備期間が短縮できるリース方式によ

り導入した睦沢町を訪問し、室外機・室内機などを実際に見学すると

ともに、睦沢町教育委員会から、設置までの期間、導入理由等の概要

を聴取するとともに意見交換を行い、導入に向けて大変参考になった

ところでございます。次に、天羽中学校校舎改築の校舎解体工事の進

捗状況につきましては、別紙写真をご覧願います。こちらは、直近の

現場写真でございますが、ご覧のとおり、３階建ての校舎の解体が間

もなく終了予定であり、12 月５日までの工期で順調に進んでいること

をご報告させていただきます。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１日に富津中学校、10 月

２日に富津小学校及び吉野小学校、10 月 19 日に佐貫小学校及び佐貫中

学校へ千葉県教育庁南房総教育事務所員が所長訪問として訪問しまし

た。各校とも、児童・生徒が落ち着いた雰囲気の中で、学校生活を送

っている姿が伺われました。多くの教室で工夫された授業展開がなさ

れ、真剣に学習に取り組む姿がみられました。10 月５日、401 会議室

において、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、一昨年度まで『就学指導委員会』といわれていたものでござい

ます。今回の対象者は、就学前児童３名、小学校 12 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 12 名でございました。特別支援学校への

就学の判定のものが、就学前児童１名でございました。10 月 18 日、504

会議室において、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代表の方の参加

により、母と女性教職員の会や各学校から出された通学路に対する 25

の要望について、対策を協議いたしました。10 月 24 日、301 会議室に

おいて、富津市母と女性教師の会の要望の会がございました。通学路

に関する要望や空調設備、図書に関する要望が出されました。富津市

通学路安全対策協議会の検討結果等を担当課から口頭で回答し、今後、
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岡根教育長

河野所長

回答書を作成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 16 日から 10 月 21 日ま

での土曜日・日曜日を利用し、君津支部の中学校新人体育大会がそれ

ぞれの会場で開催されました。団体種目では、富津中学校が野球・男

子バレーボール・女子ソフトテニス・ソフトボール・男子バドミント

ン・男女柔道で、大貫中学校が女子バレーボール・女子ソフトテニス

で、天羽中学校が女子剣道で県大会出場を勝ち取りました。また、個

人戦でも、ソフトテニスで 12 名、卓球で１名、柔道で８名、県大会出

場となり、大きな成果を収めました。詳しい結果については、お手元

の大会結果一覧をご覧願います。10 月３日に湊小学校、10 月４日に天

羽東中学校、10 月 15 日に大貫小学校で、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。いずれの学校についても、『児童生徒は気

持ちの良い挨拶ができ、落ち着いた態度で生活をしており、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。また、新学習指導

要領の実施に当たり、これからの時代に求められる授業改善について、

『今までは正解のある問題に一人で挑む授業だったが、これからは、

正解のない問題に対して、仲間で挑む授業となること、それが、主体

的・対話的で深い学びに通じる。』という指導がなされました。10 月４

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。

特別支援教育推進チームによる巡回訪問や研修会の報告を行うととも

に、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 10 日、富津公園において、君津支部中学校駅伝・ロードレー

ス大会が開催されました。当日は秋晴れで、やや汗ばむくらいの天気

でしたが、選手たちは今までの練習の成果を発揮すべく、懸命な走り

を見せておりました。しかし、残念ながら、富津市では今回、県大会

出場はなりませんでした。詳しい結果については、お手元の結果一覧

をご覧願います。10 月 14 日、木更津市民総合福祉会館において、君津
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岡根教育長

當眞課長

地方４市適応指導教室合同高校説明会が開催されました。現在、富津

市の適応指導教室に在籍している生徒は３名おりますが、今回は生

徒・保護者とも参加はございませんでした。10 月 16 日、401 会議室に

おいて、富津市教科指導・学力向上推進委員会議を開催いたしました。

今年度の全国学力・学習状況調査の分析結果や『読むこと』『書くこと』

の指標の中間報告について協議するとともに、３学期に実施する学力

向上アンケート調査の内容について、検討いたしました。10 月 24 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。

各校いずれの選手も、今までの練習の成果を発揮した、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３日、大会議室において、

富津市ふれあいスポーツフェスタ 2018 実行委員・競技役員全体説明会

を開催いたしました。10 月８日開催の、富津市ふれあいスポーツフェ

スタ 2018 の開催概要について、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８日（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 2018 実

行委員会の主管により、浜田靖一代議士をはじめ、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 2018 を開催いたしました。

当日は、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・血管年齢測定などで、

参加者は快い汗を流し、スポーツを楽しんでおりました。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。なお、参加人数は幼児から高齢者まで、一般参加者延べ 1,987

名でございました。10 月 14 日、地域のつどい君津地区大会が、総合社

会体育館はじめ、市民ふれあい公園を会場に開催されました。この大

会は君津地区青少年相談員が主催する大会で、今年は富津市が当番市

となり、企画いたしました。参加者は、４市の児童・保護者を含め、
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岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

池田委員

河野所長

池田委員

岡根教育長

361 名でございました。10 月 21 日、ちばアクアラインマラソン 2018

が開催されました。富津市は、教育委員会職員が、事前イベント、当

日のふっつん応援及びスタート地点への役員協力をいたしました。ま

た、スポーツ推進委員、スポーツレクリエーション推進員、佐貫クラ

ブの皆様もボランティアとして協力いたしました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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２日、市民会館において、ふ

っつ学びの門実行委員会を開催いたしました。内容は、ポスター、チ

ラシ及びチケットの配布を行いました。当日は、子供たちにも分かり

やすい落語ということで、三遊亭朝橘さんを迎えての独演会を開催い
さんゆうていちょうきつ

たします。また、中央公民館サークルの『きらきら草子』による影絵

の公演を予定しております。教育委員の皆様にも、是非ご観覧いただ

ければと思います。次に、10 月７日、富津公民館において、平成 31 年

富津市成人式第４回実行委員会を開催いたしました。式典の内容及び

進行等の具体的な取組について、話合いを行いました。次回からは、

リハーサル等を含め、会議を行う予定でございます。次に、旧市役所

第２庁舎解体工事の進捗状況について、ご報告させていただきます。

お配りいたしました、別紙写真をご覧願います。すでに、建物の解体

は終了しており、現在、ガラの搬出を 11 月初旬まで行い、その後、杭

抜き工事を始め、工期内完成できるよう進めているところでございま

す。以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。池田委員。

はい。今回の報告事項にはないのですが、先月の定例会議で、いじめ

相談メールを開設したことの報告がありましたが、今月から運用され

ていると思うのですが、現在までの相談件数を教えてください。

はい。現在のところ、１件も受けておりません。

わかりました。できるだけ知っていただくことが必要ですね。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。榎本委員。
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榎本委員

重城課長

榎本委員

重城課長

榎本委員

岡根教育長

坂部委員

はい。教育総務課から報告のありました、10 月３日に行われた行政視

察について、お聞きします。睦沢小学校及び睦沢中学校については、

リース方式を導入しているとの説明がありましたが、富津市について

は、今後、統合される小中学校があると思いますので、今回の行政視

察はそういったことを年頭においての実施だったのでしょうか。それ

とも、全体に対するリース方式もありということでの実施だったので

しょうか。

はい。今回、睦沢町の睦沢小学校及び睦沢中学校選定した理由につい

ては、直近でリース方式を導入していたためでございます。睦沢小学

校においては、統合を契機として空調設備を導入したということです

が、富津市は来年の夏までに全ての小中学校の普通教室に空調設備の

導入を目指しておりますので、若干、導入理由やタイミングが違うと

いうことを確認させていただきました。以上です。

わかりました。例えば、竹岡小学校や金谷小学校については、平成 32

年に統合予定なので、使用期間としては、あと１年間だけですよね。

そういったところに対して、リース契約を単年度で行うことは可能な

のでしょうか。

はい。その点については、様々な手法を検討中でございますが、現段

階におけるスケジュールとしましては、12 月議会、つまり次回の定例

会議において詳細を説明させていただく予定でございます。概要とし

ましては、まず、全ての小中学校の普通教室に空調設備を導入して、

そちらが無駄にならないように利活用していくというような、叩き台

としての方針案でございます。以上でございます。

わかりました。ありがとうございました。

単年度というのは難しいのかもしれませんね。ですから、利活用でき

る方策を考えるということですね。他にご意見・ご質問はございます

か。はい。坂部委員。

はい。生涯学習から報告のありました、10 月８日に行われたふれあい

スポーツフェスタについて、お聞きします。今回は、1,987 名の参加が

あったとの報告がありましたが、昨年の参加者数と比較してどのよう
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當眞課長

坂部委員

岡根教育長

小坂委員

重城課長

であったのか、教えてください。

はい。今回から、合計数の算出方法を変更してしまいましたので、昨

年度と比較することができないのですが、私が参加した限りでは、昨

年よりは多いという印象を受けました。それから、昨年と違った点は、

ヤクルトや伊藤園等の外部の協賛企業が入って、そちらの方々が健康

に関するということで、握力測定を行ったり、ヤクルトやお茶を配っ

たりと、そのような外部の協力を得ながら行ったというところが、大

きな変化であったと思います。

わかりました。競技内容は毎年同じようなものを実施しながらでも、

何かひとつ目玉商品といいますか、参加者にとってメリットや魅力の

ある競技等があれば、毎年、参加者数も増えるのではないかと思いま

す。実行委員さん等も試行錯誤していただき、大変ではあると思いま

すが、また来年もよろしくお願いいたします。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。９月 27 日に青堀小学校において定例会議が行われ、会議後には

学校施設見学及び給食試食をさせていただきました。私は、６年生の

教室で一緒に食べたのですが、子供たちの男女が仲が良く、修学旅行

前だったのですが、とても良い雰囲気でした。あまりない時間の中で

したが、楽しく給食を食べていたというところに、とても感心しまし

た。それから、学校施設見学については、とてもショックを受けまし

た。雨漏りが酷いということ、また、それに伴って音楽室を使用して

いないという現状を見まして、驚きました。そこで、青堀小学校の雨

漏り等の改修計画については、どのような計画になっているのか、教

えてください。

はい。先月に公表されました中期収支見込みでは、来年度から耐力度

調査を実施し、躯体がもつのかどうか等の調査を行う予定でございま

す。今のところ、財政計画では平成 36・37 年度で大規模改修等を実施

する予定でございまして、そのために、規模と少子化の進行状況等も

踏まえつつ、将来にわたってより良い環境の校舎とはどういうものか
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小坂委員

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

小坂委員

を考え、基本設計・実施設計等を各年度においてしっかりと行ってい

くという予定ございます。以上でございます。

わかりました。ありがとうございました。

他に何かご意見・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（後援申請）、

説明をお願いします。

はい。報告第１号について、ご報告いたします。資料３ページをご覧

願います。後援申請については、４ページに記載の平成 30 年９月 18

日申請受付分、石のまちシンポジウム実行委員会ほか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。はい。小坂委員。

はい。皆さんもご存じのこととは思いますが、『３.11』の東日本大震

災における津波で、宮城県石巻市立大川小学校の児童が 74 名、教師が

10 名が亡くなり、こちらの避難誘導をめぐり、児童の遺族が市と県に

損害賠償を求めた訴訟がありました。そして、こちらの判決について

は、市教委員会まで含めた組織的過失、また、教員らの対応について

も過失があったと認定し、市と県に約 14 億円の賠償を命じたという報

道がありました。この件に関連しましてお聞きします。各学校では、

危機管理マニュアルというものを作っていると思います。『３．11』の

東日本大震災の後は、どの学校もそちらについて検討し、体制をとっ

てきた訳ですけれども、最近は、また地震も増えてきているように思

いますし、そこで、現状として、危機管理マニュアルが有効に各学校

で使われているかどうか、教えてください。先ほど申し上げたような

津波に関連する訴訟もあった訳ですから、今一度、各学校の危機管理

マニュアルを見直していただきたいと思っております。また、各学校

において、火事の避難訓練は行っていると思うのですが、特に海に近

い学校は、地震・津波についての避難訓練を必ず実施しておくように

していただきたいと思い、市教育委員会で調査を行い、状況を把握し



11

岡根教育長

髙梨参事

小坂委員

髙梨参事

岡根教育長

ていただきたいと強く思いました。以上です。

では、実状はどのようになっているのでしょうか。はい。髙梨参事。

はい。まず、危機管理マニュアルについては、毎年、全学校で見直し

を実施しておりまして、各学校から報告を受けております。それから、

津波については、海岸部や山の方等とございますが、地震に対する避

難訓練については、資料が手元にございませんので、詳細は後ほど改

めてご報告いたしますが、火災の避難訓練とともにほとんどの学校で

実施されております。ただし、津波は海が危険なのですが、山崩れは

山が危険というところがございますので、地質の確認等、踏み込んだ

内容について調査するかどうかということもありますし、昔の先人の

知恵を調べていくとなると、膨大な労力が必要となりますが、とりあ

えずは、そのようなことも含めて、各学校で危機管理マニュアルを毎

年見直しているという報告は、毎年の市教育委員会で調査を行って確

認しております。こちらから『毎年、見直しを行ってください。』とい

う内容の通知を出しており、各学校より『見直しました。』という報告

を全学校より受けております。以上でございます。

ありがとうございます。では、見直しを行い、避難訓練を実施してい

るという報告も受けているということでしょうか。

はい。『どのような避難訓練を何回を行っているか。』等について、報

告を受けております。

今回の事案で問題となっているのは、『想定外の事態』であったという

ところですね。想定では『恐らくここまでは来ないだろう。』というと

ころまで来てしまったという状況であったと思います。そちらを今後

の教訓とすれば、想定外の事態を考えて『上の階まで上がろう。』とな

り、上の階まで上がってから何分か経過したところで、ずっと待って

いる訳にもいきませんので、避難解除したということで子供たちを帰

すというような流れになるのではないかと思います。また、もうひと

つは、引渡しの有り様とすれば、引渡しを行っている際に津波の被害

に遭ったということもあります。『安全が確保できるまでは学校で預か

ります。』ということを確実に保護者に伝えて、しっかりとした引渡し
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小坂委員

岡根教育長

渡邉館長

岡根教育長

當眞課長

を行うことが重要だと思います。かつては、引渡訓練は『地震予測型

引渡訓練』たったのですが、現在では成り立ちませんので、地震が終

わった後に安全を確保して保護者に引き渡すというものですが、津波

を警戒する場合には、十分に配慮しないと、帰宅途中に津波の被害に

遭ってしまう場合も考えられますね。先ほど髙梨参事からお話のあり

ました、直下型地震での山崩れについても、校舎が建っている場所等

を考えて、どこに避難をさせたらよいかということは、校長先生方に

は常に敏感になっていただきたいと考えております。いずれにしても、

命を守るためにどのようにしたらよいかということと、『想定外』を想

定するということが危機管理の原則であり、重要であると思います。

改めて、各学校に確認を取りたいと思います。

わかりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

他に何かございますか。はい。公民館長。

はい。公民館よりご連絡いたします。11 月２日から、富津市民文化際

2018 を開催いたします。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、是非会場へ足を運んでいただきます

よう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す。それから、資料にはないのですが、11

月３日・４日と車イスのラグビーである『ウィルチアラグビー』の試

合がありますので、もしよろしければ、こちらにも足を運んでいただ

けたらと思います。現在、富津市では、千葉会場のパラリンピックを

子供たちに観戦してもらう計画を立てておりまして、各学校では障が

い者理解や福祉教育についてしっかり学ぶことによって、パラリンピ

ックへの理解を深め、千葉で開催される大会を子供たちにひとつでも

観戦してもらうことができればと取り組んでおります。ウィルチェア

ラグビーについては、千葉会場で行うものではないのですが、こちら

についても、子供たちに是非観戦してもらいたいと思っております。

では、詳細につきまして、生涯学習課長、お願いします。

はい。11 月３日・４日、総合社会体育館において、ウィルチェアラグ
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岡根教育長

重城課長

岡根教育長

ビーの試合が、３チームによる総当戦で２日間行われる予定となって

おり、体験会もございます。こちらについては、千葉ポートアリーナ

をメイン会場として活動している『ＲＩＺＥ ＣＨＩＢＡ（ライズチ

バ）』が主催となっておりますが、こちらのチームは、全日本クラス、

今年のワールドカップでは、世界選手権で優勝したメンバーもいらっ

しゃるようなので、非常に迫力のある試合となると思います。是非ご

覧いただければと思います。

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、

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等日程でございますが、

11 月 22 日、木曜日、午前 10 時から、市役所４階、401 会議室にて定

例会の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。


