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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
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公開  ・  一部非公開  ・  非公開
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教育部庶務課庶務係
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平成２３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 

宮田委員長 

稲葉委員 

渡辺教育長 

こんにちは。早いもので今年最後の定例会となりました。今年

を一年振り返って見ますと、まず東日本大震災、また、東日本

大震災に伴う原発事故が頭に残ります。普段幸福度ですとかよ

く使われるようになりましたが、東日本大震災以降を考えます

と、なかなか幸福だと言うことにはならないと思いますが、こ

ういう時ですので、小さなことでも幸福を見い出していただけ

ればと思います。それでは、教育委員会定例会議を始めます。

委員長報告ですが、教育委員として出席した訳ではありません

が、１２月８日に天羽中学校区の学校保健委員会に参加しまし

た。ちょうど歯のこともテーマの一つになっておりまして、各

学校の養護の先生を中心に、歯みがきの大切さについて、説明

してくださっているようです。また、栄養士の方がかみごたえ

のある食事のレシピを勉強してくださったり、先月の会議の時

にも活用させていただきましたが、「一口３０回以上かみましょ

う」という「カミング３０」ということも、やっているようで

す。実際の数字を見ますと県平均と比べ虫歯の数も多いですし、

治療していない歯も多いようですが、天羽地区ですと必ずしも

サンプル数も少なく、県平均と比べてということは、言えない

かもしれませんが、すぐに結果が出ることではありませんので、

先生方の指導によりだんだん改善されてくるのではないかと思

います。本日の会議録署名委員の指名ですが稲葉委員さんにお

願いします。

はい。

はい。１ページの表中２点について報告します。１項目目のワ

ンデイスタディは、佐貫中学校区で小・中連携教育の一環とし

て行われている、小学校６年生が登校から下校まで１日中学校

で過ごす取り組みです。ちょうど生徒会役員選挙立会演説会の

日でしたので、６年生はその見学や中学校教員による授業など
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宮田委員長 

川名課長 

に、少し緊張しながら、でものびのびと取り組んでいました。

小中連携教育は今年度末で一応９年間の研究指定終了となりま

すが、来年度以降も各中学校区で地域や子どもたちの実態に合

った活動を工夫していってもらいたいと考えています。４項目

目の天高フォーラムでは平野副市長の「これからの富津市のま

ちづくり」と題する基調講演のあと、ミニコンサートとパネル

ディスカッションが行われました。パネリストには富津市商工

会事務局長さんや天羽地区の農業体験塾塾長さんなどととも

に、今年は川名学校教育課長が加わり、市教委と学校の連携な

どについて語ってくれました。参加者は多くありませんでした

が、各層への広がりが感じられました。次に議会の報告です。

一般質問で教育委員会が受けた主な質問は記載の岩本議員のも

のです。学校における防災教育の位置づけや、全学校で少なく

とも年２回以上行っている避難訓練の概要についてお答えする

とともに、津波などの場合には状況に応じた避難ができるよう

にしたいこと、そして防災マニュアルについて学校及び防災担

当部局と調整を進めていること等についてお答えしました。ま

た、記載してはありませんが、松原議員から放射線量測定につ

いて質問がありましたので、給食食材については９・１０月分

の産地に関する情報提供などを行っており、今後も引き続き注

意を払っていくことなどについてお答えしました。教育委員会

関連の議案３件は賛成多数で可決されました。教育長報告は以

上です。

はい。ありがとうございます。次に各課報告に入ります。学校

教育課お願いします。 

はい。１１月２９日第３回富津市校長会議、１２月１３日に臨

時校長会議を開催いたしました。庶務課から、校舎耐震化の進

捗について、体育振興課と生涯学習課から新春・冬季休業中の

行事について、学校教育課から職員の服務の厳正、人事異動方

針、学校での運動全般にわたる諸注意ほかについて、教育セン
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宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

小柴課長 

ターから学校教育の指針中間評価、冬季休業中の生徒指導ほか

について、説明及び依頼いたしました。１２月２日今年度最後

となる第３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５名、小学校１年生６名、２年生５名、

３年生１名、４年生１名の合計１８名でした。結果につきまし

ては、通常学級で指導するもの１名、通常の学級で留意観察し

指導するもの２名、特別支援学級への就学を勧めるもの１４名、

特別支援学校への就学を勧めるもの１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。

１２月８日天羽中学校会議室にて、富津市小・中学校再配置構

想説明会を開催いたしました。中学校ＰＴＡ役員の方々１１名、

校長・教頭、合計で１３名が出席いたしました。会議の中でこ

れからの街づくりを考えて欲しい。峰上地区の小中学校への説

明は進んでいるか。小さな子どもをもつ父母への説明が肝心で

す等の質問、ご意見をいただきました。今後も保護者、地域市

民の意見を慎重に聴取し、心情に配慮しながら、再配置構想の

周知を図りつつ、慎重に対応を図ってまいります。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。１２月１４日、

４０１会議室にて富津市学校行事調整委員会を開催しました。

各団体の責任者に平成２４年度学校行事調整の基本方針の確認

と今後の具体的な調整の日程等について確認しました。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申しあげます。１１月２５日

今回で最終回となります、第４回市民文化教養講座の移動学習

を開催し、横須賀のヴェルニー記念館と港湾空港技術研究所の

視察研修を行いました。参加者２４人でした。次に１１月２７
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宮田委員長 

山中次長 

日に「第４０回富津市あすをきずく青少年のつどい大会」オー

タムウォーキング in 観音様が大佐和幼稚園臨時駐車場で市長、

教育長出席のもと、市内の小中学生を対象として秋の大坪山の

自然にふれグループで協力して、クイズラリーに挑戦しながら、

観音様を目指しウォーキングを実施しました。参加者は、１１

６人でした。次に、１２月２日に平成２３年度社会人権教育研

究会が富津公民館ホールで開催され、市原、君津、安房地区の

小・中学校の教職員・PTA 関係者・市町村担当者を対象に、「千

葉県の人権施策について」の研修を行いました。次に、１２月

１５日の第３回富津市文化財審議会は、君津地方社会教育研究

会の文化研究部会と合同で開催され、君津・富津市の社寺建築

の視察を主な目的に研修を行いました。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。１２月４日に

第２８回千葉県体育指導委員研究大会が浦安市総合体育館にて

行われました。富津市体育指導委員の川名克昌氏、鈴木美千子

氏の２名の方が千葉県体育指導委員功労者表彰を受賞いたしま

した。基調講演は、大八木淳史氏による「出逢いに感謝～ラク

ビーとの出逢いによって、人生は始まった～」と言う演題で講

演があり大八木氏の経験談を話していました。次に１２月１１

日に富津市総合社会体育館メインアリーナにおきまして第２回

富津市バスケットボールフェスタが実施されました。この大会

は、富津市新富地区に工場を持つ荏原製作所の企業チーム、エ

バラヴィッキーズのホームゲームを地元に招致することにより

多くの市内の子どもから大人までが一流の指導者や選手と直接

触合い、レベルの高い試合を見て、そして参加することにより、

具体的にスポーツを楽しむ大会として企画されました。午前中

は、かずさ選抜、市原選抜小学生男子及び女子による交流ゲー

ムを実施しました。午後は中学生クラブチームの、かずさマジ
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宮田委員長 

榛沢館長 

宮田委員長 

髙橋館長 

ック対君津クラブの試合とエバラヴィッキーズと山梨クイーン

ビーズの公式試合が行われレベルの高い試合に観客が一つにな

り大いに会場は盛り上がっていました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。続いて中央公民館お願いします。

はい。中央公民館より報告いたします。１１月２９日、中央公

民館多目的室におきまして、富津市民文化祭実行委員会役員会

議を開催いたしまして、市民文化祭２０１１の結果・収支決算・

アンケート結果について報告いたしました。また、事業収支決

算が承認され、収入額は市からの市民文化祭事業交付金等で１，

０７８，０１０円・支出額は１，０７５，４７７円となりまし

て、残額の２，５３３円を市へ返納いたしました。１２月１６

日、中央公民館多目的室におきまして、第３回公民館運営審議

会を開催いたしました。会議の内容ですが、平成２４年富津市

成人式の実施についてと富津市民文化事業「ふっつ学びの門」

及び富津市民文化祭２０１１の結果を報告いたしました。以上

で報告を終わります。

はい。ありがとうございます。最後に富津公民館お願いします。

はい。９月定例会において報告しました平成２４年富津市成人

式について、開催要項がまとまりましたので、ご報告いたしま

す。３ページをご覧願います。期日は、平成２４年１月８日（日）

午後から、会場は富津公民館ホールです。受付開始は１３時１

５分から、式典は１４時から１５時までの１時間を予定し、式

典終了後に合同の記念写真撮影を行います。今回の新成人該当

者は、市内外あわせて約５５０名で、そのうち市内在住者は４

８６名（１０月末）であります。式典の概要でございますが、

今回の「司会進行」は、富津地区の門上剛士様と池田明日香様

にお願いしました。「開式の言葉」を平野副市長が行い、続いて

「国歌斉唱」、指揮は天羽地区の安田彩華様に、ピアノ伴奏は同

じく天羽地区の溝口いずみ様にお願いしました。「主催者代表挨

拶」は、佐久間市長が行います。「来賓祝辞」は、浜田衆議院議
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宮田委員長 

川名課長 

員、中後衆議院議員、吉本県議会議員、福原市議会議長にお願

いしております。「成人としての意見発表」は、例年どおり各地

区の出身者で、富津地区は平野貴之様、大貫地区が永井孝侑様、

佐貫地区が宇山健太様、天羽地区が鈴木亜由美様、峰上地区が

佐久間愛様の、５名の新成人が発表します。「新成人に贈る言葉」

は、市内中学生を代表して天羽東中学校の中村庄吾さんが行い

ます。最後に、「閉式の言葉」を渡辺教育長が行い、式典は１５

時に終了、その後、１５時１０分から記念写真撮影を行いすべ

て終了となります。なお、当公民館では、平成１８年度から毎

年、将来の自分に宛てた「二十歳への手紙」を市内全中学校の

３年生に書いていただいております。今回の成人式は、その最

初に書いた３年生の皆さんが新成人となることから、手紙をお

願いした時にお約束したとおり、成人式の案内状とともに本人

たちにお返ししたところであります。５年前の自身に宛てた手

紙を読み、さぞ、感慨を新たにされているのではないか思いま

す。また、今回、初めての試みといたしまして、記念写真撮影

の終了後に、公民館正面の外テラスにおいて、当公民館サーク

ル“大和昇竜太鼓富津”による、成人を祝う和太鼓演奏を行い

ます。演奏時間は２０分程度を予定しております。なお、当日

が雨天の場合には、式典終了後の合同記念写真の撮影準備時間

（約１０分）に、ステージ上での演奏の可否について、現在、

検討中であります。以上で、平成２４年富津市成人式の報告を

終わります。 

はい。ありがとうございます。教育長報告並びに各課報告の中

で質問がございますか。無いようですので次に付議議案に入り

ます。議案第１号富津市育英資金貸与条例施行規則の一部を改

正する規則の制定についてお願いします。 

はい。議案第１号「富津市育英資金貸与条例施行規則の一部を

改正する規則の制定について」をご説明いたします。５ページ

をご覧ください。議案第１号は、１１月定例教育委員会議で承
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宮田委員長 

磯貝課長 

認いただき、今１２月市議会で可決成立した「富津市育英資金

貸与条例の一部を改正する条例」への対応を図るとともに、育

英資金の申請者に係る連帯保証人の規定を整備することによ

り、当該債権に係る適正な債権管理を行うため、規則の一部を

改正しようとするものです。７ページの富津市育英資金貸与条

例施行規則新旧対照表をご覧ください。現行第２条中の下線部

ひらがな表記の「推せん調書」を改正案の下線部、漢字表記の

『推薦調書』に改める。さらに、現行第４条を第５条とし、第

３条を第４条とし、第２条の次に、改正案中の下線部『（申請に

必要な書類）第３条の５行』を加えます。続きまして、最下行

の第１号様式（第２条）の改正について説明いたしますので、

５ページをご覧ください。中段の枠内の「連帯保証人の欄」を、

その下の段の枠内のように「①所得証明書②資産証明書」を『備

考 添付書類１ 在学学校長の推薦書～５連帯保証人（①、②

両者）の所得を証明する書類』に改めます。そして、附則とい

たしまして、平成２４年１月１日から施行すること、改正後の

第３条の規定は、施行の日以後の申請から適用し、同日前まで

の申請は、従前の例によることとします。以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申しあげます。 

はい。ありがとうございます。議案第１号について質問がござ

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２３年度富津市教育委員

会被表彰者の決定についてお願いします。 

はい。議案第２号平成２３年度富津市教育委員会被表彰者の決

定について。富津市教育委員会は、富津市教育委員会表彰規程

第５条の規定により別表のとおり被表彰者を決定する。資料９

ページをご覧ください。この表彰は、富津市教育委員会表彰規

程第１条に基づき、富津市における教育、スポーツ、学術又は

文化の振興に関し特に功績の顕著であった者を表彰しようとす
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るものであります。表彰対象者は、規程第２条に該当する個人

及び第３条に該当する団体であり、その詳細は、表彰内規で定

めています。今回の候補者は、資料にありますように、体育功

労表彰個人１５名、団体５団体、文化功労表彰個人１名でござ

います。はじめに、体育功労表彰個人（第２条第２号）はスポ

ーツの各種大会等において県大会規模では１位、関東大会規模

では３位以上、又はそれに相当する優秀な成績であった者で湊

小学校４年八馬菜月さん「第３７回千葉県空手道選手権大会

小学４年生女子組手の部優勝」湊小学校６年八馬隼世さん「第

３７回千葉県空手道選手権大会小学６年生男子組手の部優勝・

第３７回千葉県空手道選手権大会小学６年生男子形の部優勝・

第３０回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会空手道競

技団体男子形優勝」富津中学校１年渡邊祐己さん「第３６回関

東地区空手道選手権大会中学１年生女子組手の部準優勝」大貫

中学校１年前田魁星さん「第２９回全日本ジュニア新体操選手

権大会関東ブロック男子予選会団体体操男子優勝」大貫中学校

２年藤江翔太さん「第２９回全日本ジュニア新体操選手権大会

関東ブロック男子予選会団体体操男子優勝」飯野小学校５年沼

野未玖さん「平成２３年度第３７回千葉県なぎなた大会演技

幼・小・中学生初級の部優勝試合小学生の部五級以下 優勝」

飯野小学校５年祝迫寧々さん「平成２３年度第３７回千葉県な

ぎなた大会演技幼・小・中学生初級の部優勝」大貫中学校３年

竹内萌乃さん「平成２３年度第３７回千葉県なぎなた大会 試

合中学生の部女子優勝」富津中学校３年鳥潟みちるさん「平成

２３年度第６５回千葉県中学校総合体育大会柔道女子個人の部

７０ｋｇ超級優勝」富津中学校３年千葉紗己さん「平成２３年

度第６５回千葉県中学校総合体育大会柔道女子個人の部７０ｋ

ｇ級優勝」大貫中学校３年川﨑志穂さん「千葉県アマチュアゴ

ルフ協会第７回千葉県ジュニア選手権競技中学女子優勝」佐貫

中学校３年水林智子さん「平成２３年度第６５回千葉県中学校
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宮田委員長 

総合体育大会剣道女子個人優勝・平成２３年度第３６回関東中

学校剣道大会女子個人第３位」佐貫中学校３年宮田佳織さん「平

成２３年度第２９回千葉県小中学生女子個人選抜剣道優勝大会

優勝」木更津工業高等専門学校３年櫻井大雅さん「平成２３年

度関東信越地区高等専門学校体育大会水泳競技・競泳男子 200

ｍバタフライ優勝・水泳競技 400ｍメドレーリレー優勝」木更

津工業高等専門学校５年門上剛士さん「平成２３年度関東信越

地区高等専門学校体育大会バドミントン競技男子個人戦シング

ルス優勝」以上の１５名で、表彰規程第２条第２号に該当しま

す。次に、体育功労表彰団体は、富津中学校女子柔道部「第６

５回千葉県中学校総合体育大会柔道女子団体戦優勝」富津中学

校相撲チーム「平成２３年度千葉県中学校新人体育大会相撲

団体戦優勝」富津市ゲートボール協会豊岡チーム「ゲートボー

ル振興議員連盟杯第８回親善大会優勝」富津市ゲートボール協

会富津レディスＢチーム「第２５回ＧＭＣ杯関東地区大会 優

勝」富津中学校野球部「平成２３年度千葉県中学校新人体育大

会軟式野球競技優勝」の５団体で表彰規程第３条第３号に該当

します。なお、富津中学校野球部につきましては、平成２４年

３月２３日から静岡県で開催予定の全国大会に出場が決定して

おり、結果によっては、富津市表彰候補の対象となります。次

に、文化功労表彰個人は、大貫中学校２年三木駿汰さん「第８

回千葉県中学生創造ものづくり教育フェア木工の技チャンピオ

ン部門最優秀賞」で、表彰規程第２条第２号に該当します。以

上、体育功労表彰個人１５名、団体５団体、文化功労表彰個人

１名でございます。ご審議よろしくお願いします。なお、表彰

につきましては、第１２回富津市生涯学習推進大会が２月５日

に予定されておりますので、昨年同様大会の前に壇上で行う予

定です。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。議案第２号について質問がござ

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
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山中次長 

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号平成２３

年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出１２月補正予算につい

てお願いします。

はい。報告第１号、平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳

入歳出１２月補正予算について、総括で説明させていただきま

す。報告第１号、平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入

歳出１２月補正予算について、総括で説明させていただきます。

はじめに歳入から説明します。１１ページをお開きください。

２１款市債、１項市債、８目災害復旧債、３節公立学校施設災

害復旧債７，１００千円の補正増、現年発生公立学校施設災害

復旧事業債で飯野小学校校舎南側外壁等補修工事に伴うもので

す。歳入予算合計額（節分）、補正額７，１００千円の補正増で

す。次に歳出について説明させていただきます。１２ページを

お開きください。１０款教育費、２項小学校費、２，５４９千

円の補正増、１目学校管理費、１１節需用費、修繕料として２，

３９１千円、台風１５号被害に伴う緊急修繕として青堀小学

校・富津小学校・飯野小学校・吉野小学校・佐貫小学校・湊小

学校・天神山小学校・金谷小学校・環小学校の９小学校分です。

２目教育振興費１５８千円の補正増、２０節扶助費として要保

護及び準要保護児童就学援助費です。３項中学校費、１目学校

管理費、１１節需用費１，６３８千円の補正増、修繕料として、

台風１５号被害に伴う緊急修繕として大貫中学校・天羽中学

校・天羽東中学校の３中学校分です。４項社会教育費、３目公

民館費８３５千円の補正増です。１１節需用費、燃料費として

５５３千円、富津公民館燃料費不足に伴うＡ重油購入分です。

同じく１１節需用費、修繕料として２８２千円、中央公民館通

路誘導灯修理と中央公民館玄関ドア交換工事です。１１款災害

復旧費、３項文教施設災害復旧費、１目公立学校施設災害復旧

費７，１４０千円の補正増、工事請負費として飯野小学校校舎
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宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

磯貝課長 

南側外壁等補修工事です。歳出予算合計額（節分）、補正額１２，

１６２千円の補正増です。以上で説明を終わります。

はい。ありがとうございます。報告第１号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第２号富津市教育委員

会英語指導員設置要綱の一部を改正する告示の制定についてお

願いします。 

はい。報告第２号富津市教育委員会英語指導員設置要綱の一部

を改正する告示の制定について。富津市教育委員会英語指導員

設置要綱の一部を改正する告示を別紙のとおり定める。報告理

由は、富津市小中学校の児童生徒の英語によるコミュニケーシ

ョン能力向上を支援するために、効果的な配置を行うため、要

綱の一部を改正したものです。富津市教育委員会英語指導員設

置要綱の新旧対照表については、別添のとおりでございます。 

はい。ありがとうございます。報告第２号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第３号富津市教育委員

会指導補助教員設置要綱の一部を改正する告示の制定について

お願いします。 

はい。報告第３号富津市教育委員会指導補助教員設置要綱の一

部を改正する告示の制定について。富津市教育委員会指導補助

教員設置要綱の一部を改正する告示を別紙のとおり定める。報

告理由は、富津市小中学校の児童生徒の学力向上を支援のため

に、効果的な配置を行うため、要綱の一部を改正したものです。

富津市教育委員会指導補助教員設置要綱の新旧対照表について

は、別添のとおりでございます。 

はい。ありがとうございます。報告第３号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第４号後援申請につい

てお願いします。 

はい。報告第４号後援申請について。平成２３年１１月１４日

から１２月２日までの後援申請受付分につきましては、ＮＰＯ

法人将棋普及協会きさらづ理事長松本 氏他５件を別紙のとお
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宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

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。報告第４号について質問がござ

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。大気環境中の空間放射性線量測定結果について申しあげ

ます。３回目となる、市内１２小学校・５中学校・３幼稚園及

び２高等学校、計２２箇所の大気中の放射線量を測定しました。

測定日は、平成２３年１１月２４日及び１１月３０日天候は、

晴れ。 

測定機器は、シンチレーション式サーベイメーター

日立アロカメディカル株式会社 T C S－ 1 7 2 B

単位は、マイクロシーベルト／アワーです。 

測定方法等は、前回同様各小学校等の校庭等の地上から５０ｃ

ｍ及び１００ｃｍの高さで、３０秒おきにそれぞれ５回測定し、

その平均値としました。その結果、最低値は、天羽中学校の毎

時０.０５マイクロシーベルト、最高値は、富津小学校等の毎時

０.１１マイクロシーベルトで、前回の測定値とほとんど変化は

ありませんでした。現在、市で定めた目標値は、「市の施設及び

市有地において地表から５０㎝の高さで、毎時０．２３マイク

ロシーベルトとする。」とされており、この値を下回っています。

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、１月２６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。 


