
平成２３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２３年１０月２７日（木）

１０時００分から１０時４０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

宮田委員長、坂井委員長職務代理者、稲葉委員、池田委員、渡

辺教育長、藤平教育部長、山中教育部次長兼体育振興課長、磯

貝庶務課長、川名学校教育課長、今井学校教育課主幹、石井学

校教育課主幹兼学務係長、川田教育センター所長、清水教育セ

ンター主幹、小柴生涯学習課長、進藤生涯学習課主幹兼社会教

育係長、榛沢中央公民館館長、村石中央公民館主幹兼事業係長、

髙橋富津公民館館長、中村市民会館館長、神子庶務係長、佐久

間庶務係主査

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
富津市情報公開条例第２３条第  号に該当

（理由）

８ 傍聴人数         １人        （定員 ６人）

９ 所管課
教育部庶務課庶務係

電話 ０４３９－８０－１３４０

10 会議録（発言の内
容）

別紙のとおり



1 

平成２３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 

宮田委員長 

池田委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

おはようございます。時間になりましたので教育委員会定例会

議を始めたいと思います。委員長報告ですが、１０月１０日の

富津市ふれあいスポーツフェスタ２０１１に行かせていただき

ました。富津中学校・君津商業高校吹奏楽部の演奏ですとか、

ジェフ市原・千葉サッカーお届隊によるサッカー教室など新し

いプログラムも加わりまして、そのせいですが私の目の感じで

は、昨年、一昨年当たりよりも人手が多かったのではないかと

思います。皆さんは一日楽しく過ごされたのではないかと思い

ます。皆さんには一日お疲れ様でした。それともう一点委員長

報告とは異なるかもしれませんが、先週１０月２０日に金谷小

学校の就学時健診に向いました。来年度の入学児童予定者は、

１２名、このところだいたい１０名前後で経緯しております。 

私からは以上です。本日会議を傍聴される方が１名おりますの

で報告いたします。本日の会議録署名委員の指名ですが池田委

員さんにお願いします。 

はい。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

はい。資料１ページをご覧ください。今年は市制施行４０周年

記念の冠をつけた様々な行事が行われていますが、その中核的

な行事が２項目目の記念式典でした。式典の中では、市長から

宮田教育委員長や元教育委員の高木大和氏を含む１０８名の方

が顕彰されました。また、式典終了後は、委員長からお話のあ

ったふれあいスポーツフェスタ開会式でも活躍してくれた富津

中学校吹奏楽部のコンサートが開かれ、拍手を集めました。こ

の後、生涯学習課から富津中も参加してくれた吹奏楽フェステ

ィバルについて報告があると思いますが、子どもたちの一生懸

命さはいつも大人を感動させてくれます。市民文化祭は、今年

も、明日１０月２８日、富津公民館での小中学校音楽の集いで



2 

宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

川名課長 

開幕します。１１月６日には同じく富津公民館の子どもまつり

の中で市内中学校・高校の吹奏楽部の演奏が行われます。また、

各会場には例年通り子どもたちの作品多数が展示されます。も

ちろん、大人の皆さんの作品や発表も素晴らしいものが一杯だ

と思います。時間を作ってご参加ください。３項目目の展覧会

や４項目目のコンサートにかかわった皆さんも、市民文化祭に

参加されるものと思います。５項目目の戦没者追悼式には今年

も多くのご遺族が参加されました。戦後６６年の今年は、献花

台がステージの上と下２箇所に設けられ、さすがに多くなった

ご高齢のご遺族への配慮がされていました。その他の項目はご

覧ください。教育長報告は以上です。 

はい。ありがとうございます。教育長報告の中で質問がござい

ますか。無いようですので次に各課報告に入ります。庶務課お

願いします。 

はい。庶務課から報告いたします。１０月１４日に竹岡小学校

屋内運動場耐震補強工事の入札が行われ、伊東建設興業㈱が

38,745,000 円で落札しました。工事の概要は、壁面ブレース補

強２１箇所・間柱新設４箇所・屋根面ブレース補強１４箇所・

地中梁増打３箇所・間柱改修５箇所・その他附帯工事一式です。

工期は、平成２３年１０月２１日から平成２４年２月２９日ま

でです。以上でございます。

はい。ありがとうございます。続いて学校教育課お願いします。

はい。１０月７日、 第２回就学指導委員会を４０１会議室で開

催いたしました。対象者は未就学児２名、小学校１年生１名、２

年生３名、４年生１名、６年生４名の合計１１名でした。結果に

つきましては、通常学級への就学を勧める児童１名、特別支援学

級への就学を勧める児童６名、特別支援学校への就学を進める児

童４名の判定がでました。今後は、学校とも連携し、適正な就学

指導をすすめてまいります。１０月１７日、お手元の資料により、

学校給食の食材産地を保護者に通知いたしました。これは、各調
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宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

小柴課長 

理場では食材産地にも十分に注意を払い調理していることを保

護者の方々に理解していただき、更なる安全・安心な給食事業の

推進につなげようとするものでございます。１０月５日から２０

日にかけ、天神山・湊・富津・竹岡・金谷の各小学校で平成２４

年度小学校入学児童就学時健康診断を開催いたしました。１１月

２９日の大貫小学校まで、市内全１２小学校で順次実施してまい

ります。なお、健康診断を受ける予定の子どもたちは、３００名

となっております。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。続いて教育センターお願いしま

す。 

はい。教育センターの各課報告をいたします。１０月４日、竹

岡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。

落ち着いた雰囲気の中で、目を輝かせて学ぶ子どもたちの姿に、

指導室の先生方も高い評価をいただきました。指導室の先生方

からは、新学習指導要領の実施について留意事項について指導

をいただきました。１０月１２日、君津支部駅伝大会が富津公

園にて開催されました。今年は、千葉国際中学校を含め全ての

中学校が参加し盛大に開催されました。天羽中学校・大貫中学

校の健闘が光りました。１０月２０日、特別支援教育連絡協議

会が５０２会議室にて開催しました。一学期の巡回訪問の報告

と、今年度末の完成に向けた「ライフ・サポート・ファイル」

の作成について話し合いました。１０月２５日、青堀小学校で

南房総教育事務所指導室計画訪問が行われました。落ち着いて

授業に取り組む姿に高い評価をいただきました。教育センター

の報告は以上でございます。

はい。ありがとうございます。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課の関係について報告申しあげます。１０月１

５日市制施行４０周年記念事業吹奏楽フェスティバルが市役所

１階ロビーで開催され、市内で吹奏楽部を有する五校（富津・

大貫・天羽中学校、県立君津商業・天羽高等学校、計１３０人
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宮田委員長 

山中次長 

が演奏を行いました。会場には、来賓や保護者、一般客など約

４００人が来場し、熱心に聞き入っておりました。次に、１０

月２２日に第２回市民文化教養講座を中央公民館で、安居良基

氏を講師にお招きし、「世界の珍名所を旅して」と題した講義を

行いました。参加者は２１名でした。同じく１０月２２日に、

「金谷 石のまちシンポジウムが、金谷 合掌館で開催され、

講師國學院大學教授の笹生衛氏の基調講演後、東北芸術工科大

学准教授の北野博司氏、兵庫県高砂市教育委員会の清水一文氏

の２名の事例報告発表後、実行委員会委員長の鈴木裕士氏と、

コーディネーター・山梨県教育委員会の宮里学氏をパネリスト

として加えて最後に行われた討論では、鋸山を中心とした石の

まちのこれからについて、貴重な意見が交わされました。４時

間に及んだシンポジウムは、文献や発掘調査に基づく学術性の

高い内容でありました。来賓として招かれました渡辺教育長は

じめ、約７０名の参加者でした。次に、第２回生涯学習推進協

議会会議が５０２会議室で開催され、第１２回富津市生涯学習

推進大会は、平成２４年２月５日（日）富津公民館にて開催し、

オープニングは君津商業高等学校の吹奏楽部、講演は、静岡大

学名誉教授小和田哲男氏を講師にお招きし、「戦国三姉妹と信

長・秀吉・家康」の演題で実施する計画と、当日の従事分担に

ついての協議がされました。以上で生涯学習課の報告を終わり

ます。 

はい。ありがとうございます。続いて体育振興課お願いします。

はい。体育振興課の関係について申しあげます。１０月３日に

富津市バスケットボールフェスタ会議を福利厚生室で開催しま

した。この富津市バスケットボールフェスタは、新富にある荏

原製作所のエバラヴィッキィーズがホームゲームとして行うも

ので富津市では２回目の開催となります。今回は、１２月１１

日（日）に富津市総合社会体育館メインアリーナにて山梨クイ

ーンビーズと行うものです。なお、今回は富津中学校吹奏楽部
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宮田委員長 

中村館長 

宮田委員長 

稲葉委員 

による生演奏で入場行進を実施する予定です。次に１０月１０

日に市民ふれあい公園陸上競技場などでスポーツフェスタ２０

１１を実施しました。開会式では、富津中学校・君津商業高等

高校吹奏楽部による生演奏で入場行進を行い午前１０時から体

力測定・１００メートル競走などを昼休みには、連合婦人会に

よる踊りや○×クイズを行い、午後からは、ジェフ市原・千葉

サッカーお届隊によるサッカー教室を実施しました。なお、入

場行進の富津中学校・君津商業高校吹奏楽部による生演奏は好

評でした。次に１０月１６日に木更津市民体育館で君津地区ス

ポーツ・レクリエーション祭を実施しました。富津市からソフ

トバレーボールに４チーム２１人、インディアカに４チーム１

７人が参加しました。グラウンドゴルフは、前日からの雨によ

りグラウンドコンデション不良のため中止となりました。成績

はソフトバレーボールが４位、インディアカが同率３位でした。

以上でございます。 

はい。ありがとうございます。最後に市民会館お願いします。 

はい。市民会館ですが、１０月１６日（日）に市民会館及び富

津公民館で開催されました富津市民文化事業「ふっつ学びの門」

につきましては、皆さんのご協力をいただき、お陰様で無事大

過なく終えることができました。ありがとうございました。ち

なみに、観覧者数は市民会館で行い、影絵が３１７名でした。

富津公民館では、落語寄席が６０９名で合わせて９２６名の

方々にご覧をいただきました。以上で市民会館の報告を終わり

ます。 

はい。ありがとうございます。各課報告の中で質問がございま

すか。 

はい。学校給食の食材産地についての資料を配られた経緯につ

いて、放射線量の関係で保護者から色々問い合わせがあったこ

とによると思いますが、全ての食材の放射線量を計って、子ど

もたちに提供している。あるいは福島産は、入っていないよう
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川名課長 

稲葉委員 

川名課長 

稲葉委員 

川名課長 

宮田委員長 

坂井委員 

宮田委員長 

池田委員 

川名課長 

に思われますが、意図的に福島産を除いて食材に適用している

のか、どこまでが安全で、どこまでが危ないのか、放射線量の

基準を保護者に知らせることが必要だと思われますが如何でし

ょうか。 

はい。ご質問にお答えいたします。学校給食の食材産地を保護

者にお知らせいたしました。調理場へは各県の公の機関等で測

定され、安全が確認されたものを食材としてくださいと指示を

だしております。どこ産を使用してはいけませんという指示は

出しておりません。各調理場で安全と判断した食材がこの通り

でございます。放射線の線量が安全という基準値につきまして

は、食材が何ベクレル以下から安全とするお知らせは予定して

おりません。

はい。文部科学省を基準にするとかということもないのでしょ

うか。 

はい。公の機関で指定された基準値を使って、安全といわれる

食材を使ってくださいと指示を出しております。 

はい。千葉県の教育委員会から指示はありますか。 

はい。千葉県の教育委員会から指示は受けておりません。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。ただ今と同じ件ですが、この資料を出した視点から少し

ずれてしまうのですが、主婦の視点から見ますと広く国内産の

食材をたくさん利用していることが分かりました。安全・安心

な学校給食の推進と書かれておりますが、放射能と合わせて、

これからもこの様に続けていただければ、子どもたちにはいい

のかなという感想を持ちました。以上です。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。只今の坂井委員さんの質問の関連ですが、ここにあげら

れている国内産の食材ですが、全体の給食食材の中で国内産の

占める割合は、どの位なのか教えていただきたいと思います。 

はい。割合については、把握しておりません。放射能に対する
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宮田委員長 

稲葉委員 

川名課長 

川田所長 

稲葉委員 

藤平部長 

稲葉委員 

藤平部長 

安全・安心な学校給食の推進ということで、今回通知しました。

外国産の食材もございますが、外国産については、国に入る時

点で検査がありますので、煩雑となりますので、国内産の食材

のみ掲載させていただきました。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。福島の原発以降放射能に対し、非常に敏感になっている

と思いますが、富津市の学校教育で放射能に対する知識などは、

授業でやることは無いと思いますが、どこまでが安全か、どこ

までが危険だという知識というものが、学校の中でどういうふ

うに取り組んでいるのか教えていただきたいと思います。 

はい。実際詳しくは把握しておりませんが、中学校の理科の授

業で学習することになっております。子どもたちの発達段階に

応じて教えていくこととなると思います。 

はい。今までの関連ですが、教育センターですぐに文部科学省

から出ました「放射線とは何」という資料を、市内全部の小中

学校に配布いたしました。また、メールでも配信をいたしまし

た。学校単位でという動きではなく、資料を使って子供たちに

総合的な学習の時間等を活用して、子どもたちに正しい情報を

伝えてくださいとお願いいたしました。中学校の理科「科学技

術と人間」の単元で、きちんと扱うように指導いたしました。 

はい。市のホームページなども知識の配信みたいなものはして

いるのですか。私が見る限り見当たらないのですが、どうでし

ょうか。 

はい。学校施設につきましては、幼稚園、小学校、高等学校の

放射線量を測定していまして、その放射線の結果をホームペー

ジに載せてございます。ホームページが県のホームページにリ

ンクしております。放射線量の測定結果も見えることが出来る

ように対応しております。以上でございます。 

はい。市で線量計は独自で持っているのですか。 

はい。今までは消防本部で簡易型の線量計を持っておりました。
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宮田委員長 

池田委員 

山中次長 

それだけですと市内全域に渡り対応が難しいので、９月補正予

算で直接購入するというかたちで直営にて測る体制を整えてご

ざいます。 

はい。国の方でもその数値的なことがはっきりしていないと思

います。ここまでという点が、なかなか難しいと思いますが、

あまり子どもたちが、過敏になりすぎるのも良くないと思いま

すので、その辺のところは、気をつけて指導していただければ

と思います。他に質問がございますか。 

はい。スポーツフェスタについて、私は聞きもらしてしまいま

したが、本年度の参加人数は前年度と比較してどういう状況で

すかお聞きしたいと思います。毎年オープニングだとかイベン

トだとか工夫が見られますが、主催者として感想や将来的な展

望方向性について、伺いたいと思います。 

はい。本年度の参加者数ですが、延人数で手元にはっきりした

資料はありませんが、約２，６５０名位だったと思います。昨

年度に比較しまして約１００名位減となっております。この原 

因については、この中の種目が昨年までは、お楽しみ抽選会を

やっておりましたが、その関係でこの午前と午後に分けて合計

６００名位、昨年度の卓球競技に１３０名位参加しておりまし

たが、今年は新体力測定を行うということで、会場を市民ふれ

あい公園と陸上競技場周辺にしました。その関係で先程のお楽

しみ抽選会と合わせてこの部分で７００名位は、減少しており

ます。実人数を出してみましたが、競技役員を含めて約１，３

００名位が参加しております。そのうち役員関係が３００名位

いますので、現実的な参加者は、１，０００名位です。先程宮

田委員長さんがおっしゃっていましたが、例年に比べると多か

ったかなと思います。今後の話ですが、昨年度まではフェスタ

が終わって１か月位に反省会を行い、その反省会を基に今回で

スポーツフェスタになって１１回を数えておりますので、１１

月１７日に反省会を行います。その後その反省会を基に、市民
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宮田委員長 

稲葉委員 

中村館長 

稲葉委員 

宮田委員長 

坂井委員 

宮田委員長 

磯貝課長 

文化祭と同様に来年の３月までに、今後の在り方について実行

委員会の中で話し合い、市民の方が気軽に参加出来るように、

会議をやっていきたいと考えております。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。１０月１６日（日）に富津市民文化事業「ふっつ学びの

門」で落語寄席を聞きましたが、受付で吉本県議会議員さんに

会いましたが、採算は取れましたとおっしゃっていましたが、

市民会館と富津公民館では、会場はうまったでしょうか。伺い

ます。 

はい。市民会館ですが、座席数が５０２席ございます。その内

３１７席の方がご覧いただきました。富津公民館では、８９２

席がございますが、６０９席の方がご覧いただきました。 

はい。感想をいいますと、私は落語寄席を聞いたのですが、良

かったと思いました。過去には音楽が多かった時がありました

が、日本の伝統文化で落語とか、前には狂言もありましたが、

吉本県議会議員も挨拶で、今回は落語ということを言っており

まして、結構変化をもたらしていると思います。ジャスコで中

村館長さんがチケットを配っていらっしゃいましたが、私はか

なり良かったと思いました。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。子どもさんが参加出来る市民会館のプランとしては、良

かったと思いました。高齢者の方の参加が多いのですが、今回

２会場に分けたという発想は、良かったと考えます。私は市民

会館の会場には、行かなかったのですが、稲葉委員さんの発言

と同じですが、これから益々色々な企画をしていただきたいと

思いました。ありがとうございました。 

はい。他に質問がございますか。無いようですので報告事項に

入ります。報告第１号後援申請についてお願いします。 

はい。報告第１号後援申請について。平成２３年９月５日から

１０月３日までの後援申請受付分につきましては、一般財団法
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宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

人金谷美術館理事長鈴木裕士氏他７件を別紙のとおり承認しま

したので報告します。以上でございます。

はい。ありがとうございます。質問がございますか。無いよう

ですので次にその他に入ります。庶務課お願いします。 

はい。それでは、次回の会議日程でございますが、１１月２４

日（木曜日）午後１時３０分より４０１会議室で行います。以

上でございます。 

はい。ありがとうございます。本日の会議は、終了させていた

だきます。 


