
平成２３年８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８月２５日（木）

１０時００分から１１時０５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

〇付議議案

議案第１号 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

      一部を改正する条例の制定について

議案第２号 富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例施

      行規則の一部を改正する規則の制定について

議案第３号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

      及び評価について

議案第４号 平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入歳

      出９月補正予算について

○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         ０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
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平成２３年８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 

坂井委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

おはようございます。教育委員会の点検・評価が議案にありま

すが、私たちは、今与えられた中で努力していくしかないと思

いますが、皆様で頑張っていきたいと思います。只今から教育

委員会定例会議に入ります。委員長報告ですが特にありません。

本日の会議録署名委員の指名ですが坂井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。１項目目、市Ｐ連主催のバレーボール大会には、今年も

関豊小を除く１６のチームが参加していました。学校施設開放

でも節電をお願いしていますので、練習では不自由をおかけし

たと思いますが、各チームとも保護者と教職員が協力してこの

日を迎えてくれました。結果は青堀小が２連覇、湊小が準優勝、

富津中と大貫中が３位でした。この４チームが、９月１９日の

地方大会に出場します。例年ですとその後県大会がありますが、

今年は中止が決まっているとのことです。一方、子どもたちで

すが、中学校部活動では、今年も支部大会・県大会で優秀な成

績を収めて関東大会・全国大会に出場した生徒が多数います。

その報告と市長からの激励会を、２項目目にあるように８月４

日に行いました。今年は３中学校で４種目計１０人でした。剣

道女子個人では佐貫中の水林さんが県大会優勝で関東及び全国

大会に出場しています。柔道の県大会女子では、昨年団体３位

だった富津中が団体戦で優勝した上、体重別の個人戦でも千葉

さんが２連覇、そして北原さん・鳥潟さんもそれぞれの階級で

優勝を果たし、団体と個人３階級で計４つの金メダルを持って

関東及び全国大会出場となりました。相撲では富津中団体が県

大会準優勝で関東大会に出場しました。また、陸上女子１年走

り幅跳びでは天羽中の尾形さんが県通信陸上大会で優勝し、関
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東大会に出場しました。すでに関東大会は終了していますが、

ここでは各種目とも上位入賞はありませんでした。全国大会で

すが、柔道は和歌山県が会場です。女子団体富津中は１勝１敗

で惜しくも予選リーグ敗退。昨日の個人戦では、２年生だった

昨年全国３位で、全日本柔道連盟の１７歳以下強化選手５人の

うちただ一人の中学生だった千葉さんも、今年は２回戦敗退、

鳥潟さんは１回戦敗退、北原さんがベスト８という結果でした。

また同じく昨日、兵庫県での剣道の個人戦に出場した佐貫中水

林さんは２回戦敗退とのことです。悔しい思いが残っている生

徒もいるかも知れませんが、結果がどうであれ、関東・全国と

いう高いステージで健闘した生徒たちを讃えたいと思います。 

３項目目は、現在のこの地方が木更津・君津・富津・袖ケ浦の

４市になるずっと前の、昭和２０年代から始まって６１回目と

なる、教職員の自主的な研究集会の全体会です。今は君津地方

教育研究会と千葉県教職員組合君津支部が共催して開催してい

ます。今年はメイン会場が富津市の番です。９月２２日・２４

日の２日間、富津中・青堀小・飯野小で行われる教科別・問題

別の分科会には、４市から多くの教職員が集まって実践の交流

が行われます。お仕着せの研修にないよさが十分に活かされる

ことを期待したいと思います。間もなく２学期が始まります。

始業式が行われる９月１日は４０年前富津市が誕生した日で

す。それを記念して１０月１０日のふれあいスポーツフェスタ

や１０月２８日からの市民文化祭と並んで、ふっつ学びの門も

１０月１６日日曜日に行われます。チケット販売については若

干苦戦中のようですので、お知り合いなどにも広めていただけ

れば幸いです。また、その前日１５日土曜日の午後には、市内

の３中学校と２高校の吹奏楽部総勢１３０名の合同演奏会が、

市役所１階ホールを会場に開催されます。それらも含めて、市

民にとって節目の年にふさわしい実りの秋となるよう努めたい

と思います。以上でございます。 



3 

宮田委員長 

川名課長 

宮田委員長 

川田所長 

はい。ありがとうございます。続いて各課報告に入ります。学

校教育課お願いします。 

はい。８月１日１４時より５０４会議室において、教育委員会

と市校長会役員７名との懇談会が開催されました。校長会から、

人事異動、教育施策、教育予算・財政、そして施設・設備等に

ついての要望がございました。８月８日１５時３０分より４０

１会議室において、教育長と語る会が開催されました。本会に

は、富津市教職員組合から組合長以下１９名、教育委員会から

は教育長以下１１名が出席しました。教職員組合より、１学校

の施設・設備、教育予算に関すること。２勤務条件・教育活動

に関すること。３教育センター主催研修会や各種訪問に関する

ことについて要望がありました。８月９日１４時より市長応接

室におき、市校長会４名と市長との懇談会が開かれました。こ

の懇談会では、８月１日に行われました、教育委員会と市校長

会との懇談会のおりの要望内容について、校長会より市長に報

告・説明がありました。施設・設備や教育振興面での課題等、

市内小中学校の現状と課題を市長に理解していただく、という

主旨で開催されました。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。７月２９日、４

０１会議室にて第２回管理運営研修会を、市内教頭・教務主任

の出席のもと開催しました。講師に千葉県教育庁南房総教育事

務所次長の御園朋夫先生をお招きして「千葉県の教育課題」や

「学校要覧」についてお話をいただきました。富津市夏季研修

講座として、７月２９日・８月９日にＩＣＴ教育研修講座、７

月２９日・８月２日・３日・２４日に新教育課程研修講座、８

月１日・２日・３日に君津市と合同開催による教育相談研修講

座を開催しました。新教育課程研修講座では、ＮＰＯ法人ちば

危機管理研究支援センター理事長星幸広先生を講師に招き、学
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宮田委員長 

小柴課長 

宮田委員長 

山中次長 

校の危機管理について研修や南房総教育事務所指導主事横田経

一郎先生を講師に招き言語活動の充実、佐貫中学校教諭飛澤敬

子先生を講師に招き一人一人を生かす学級づくり、畑沢中学校

校長菅野清次先生を講師に招き表現力と活用力を育てる算数・

数学科の取り組みについてなど、今日的な課題に即した研修を

行いました。また、新規採用者の多くが他県・他市の出身であ

るという現状を鑑み、富津市の誇るべき文化遺産や名所を回る

「ふっつ再発見」研修講座（市内巡見）を８月１２日実施いた

しました。若い教職員だけでなく富津市在住のベテランの先生

方にもたくさんの参加をいただき、「富津市にこんなに文化遺産

や名所があったことを富津市に住みながら知らなかった。」と大

変好評でした。８月５日には４０１会議室にて県立館山総合高

校教頭渡辺あけみ先生を講師に招き特別支援教育研修会を実施

しました。市内の保育士の方から小中学校の教員まで幅広い受

講者でしたが、特別なニーズのある子の理解と対応について事

例を中心に研修を行いました。８月２３日には天羽中学校体育

館・武道場にて体力向上研修講座として、柔道と体操の指導力

向上のための研修を行いました。全て希望制の研修でしたが、

今年度の夏季研修講座には延べ３２３名の受講者があり、本市

の教職員の研修意欲の向上を実感しました。教育センターの報

告は以上です。 

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。８月１９

日から２１日まで、子ども会・ジュニアリーダー初級認定講習

会が、君津亀山少年自然の家で開催され、地域子ども会活動を

楽しく効率的に運営するために、リーダーとしての必要な知識

を身につけることを目的に、実施されました。２小学校から４

名が参加しました。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。７月３０日、
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宮田委員長 

榛沢館長 

３１日にスポーツ少年団交流事業のため団員、指導者等を含め

５４名が参加し、友好都市の山梨県甲州市に行きました。１日

目は、勝沼ぶどうの丘で甲州市スポーツ少年団、高野本部長、

保坂教育長出席の歓迎会及び昼食会を行い、その後、勝沼体育

館で種目別スポーツ交流及び全体交流を実施し交流を深めまし

た。２日目は、桃狩体験を行った後、勝沼ぶどうの丘で高野本

部長、保坂教育長が出席し送る会を実施いたしました。 

送る会の中で甲州市スポーツ少年団、高野本部長が平成２４年

度は、甲州市スポーツ少年団の子どもたちが富津市を訪れる旨

の挨拶がありました。次に８月１８日に５０２会議室におきま

して、スポーツフェスタ実行委員会第４回会議を開催し、実施

種目等の検討を行いました。なお、今回新たな試みとして開会

式におきまして富津中学校、君津商業高等学校吹奏楽部による

生演奏で入場行進が行われます。また、午後から陸上競技場に

おきましてＪＥＦ市原・千葉サッカーおとどけ隊によるサッカ

ー教室が行われます。内容は、サッカーおとどけ隊によるサッ

カーを通して友達の輪を広げ遊ぶことの楽しさを知り自らの力

で学ぶことをジェフのコーチから指導を受けます。次に８月２

１日に富津市総合社会体育館などを会場に、ＦＴＳ杯争奪スポ

ーツ大会が実施されました。種目は、富津市総合社会体育館メ

インアリーナにおきましてソフトバレーボール、インディアカ

の２種目が実施されました。グラウンドゴルフ大会につきまし

ては、降雨の為中止となりました。なお、参加者は、ソフトバ

レーボール、インディアカの２種目で６７名の参加がありまし

た。この大会は、１０月１６日に木更津市民体育館及び桜井運

動場で実施予定の君津地区スポレク祭の予選を兼ねています。

以上でございます。 

はい。ありがとうございます。最後に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。７月２９日、中央公民

館ホールにおいて、富津市民文化祭２０１１実行委員会を開催
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宮田委員長 

山中次長 

いたしました。この実行委員会において、委員長に宮内和男氏・

副委員長に高橋良充氏が選出されました。市民文化祭の概要で

すが、開催期間は、１０月２８日及び１１月３日から１１月６

日までの５日間と決定いたしました。小中学校音楽の集いにつ

きましては、１０月２８日に富津公民館で、総合社会体育館・

富津公民館・中央公民館・市民会館の展示・催し物・芸能祭等

につきましては、１１月３日から６日までといたしました。次

に、８月１７日、中央公民館多目的室において、本年度第２回

富津市公民館運営審議会を開催いたしました。会議の内容につ

きましては、来年１月８日に予定しております、平成２４年富

津市成人式の実施について検討いただき、二十歳の手紙につき

ましては、成人式の案内と一緒に郵送し、ＤＶＤの配布には、

個人情報等の問題もあることから行わないことで了承されまし

た。また、富津市民文化祭２０１１の開催について、富津市民

文化事業「ふっつ学びの門」として、１０月１６日・市民会館

での音楽付き影絵「１００万回生きたねこ」富津公民館での「落

語寄席」の実施について報告させていただきました。以上、ご

報告いたします。 

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移り

ます。議案第１号非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてお願いします。 

はい。議案第１号非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきま

す。３ページをお開きください。提案理由ですが、現在の体育

指導委員につきましては、スポーツ振興法の中で定められてい

ました。今回スポーツ振興法が全部改正され、新たにスポーツ

基本法が平成２３年６月２４日交付されて、平成２３年８月２

４日より施行されました。この中で今まで体育指導委員という

名称がスポーツ推進委員に名称変更されたことに伴い、一部改
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宮田委員長 

髙橋館長 

宮田委員長 

磯貝課長 

正を行うものです。それでは、４ページをご覧ください。別表

区分の欄中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改めま

す。附則として、この条例は、公布の日から施行する。以上で

説明を終わります。 

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。引き続き議案第２号富津埋立記念館の設置及び

管理に関する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２号富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則の制定について、説明いたしま

す。提案理由につきましては、規則の内容を精査しましたとこ

ろ、誤りがありましたので規則の一部を改正するものでござい

ます。８ページの新旧対照表をご覧ください。改正箇所はアン

ダーラインを引いてあります。第１１条見出しの「（委任）」を

「（補則）」に、別記第６号様式中「富津市教育長」を「富津市

教育委員会」に改めます。附則として、この規則は、公布の日

から施行する。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

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。続いて議案第３号教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価についてお願いします。 

はい。議案第３号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について。地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第２７条第１項の規定により、

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を教育

に関する学識経験者の知見を付して別添のとおり提出します。

提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定
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宮田委員長 

稲葉委員 

により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、議会に提出するとともに、公表しようとするものでござい

ます。教育委員の皆様には、５月の定例会後に原案をお渡しし、

すでにご覧いただいておりますが、お願いをしておりました学

識経験者の平野正明氏、小坂洋子氏お二人の意見もいただきま

して、本日、全ての内容が整ったものとしてお示しいたします。

報告書の内容は、最初に「点検・評価制度の概要について」次

に、「教育委員会の活動状況」として、定例会や臨時会で議決さ

れた事項、研修会等の状況、学校訪問等の実施状況について掲

載しました。そして、平成２２年度に実施した教育委員会事務

の点検・評価に学識経験者による意見を付記して、報告書をま

とめました。本日、定例会議でご審議いただき可決された後、

９月定例市議会の会期中に全議員に配布する予定であります。

また、市民への公表につきましては、ホームページで公開する

予定をしております。以上、よろしくご審議願います。 

はい。ありがとうございます。議案第３号について質問や意見

がございますか。 

はい。感想ですけどおおむねまとまったように思います。今回

特に二人の学識経験者の方たちが点検・評価について慣れてき

たような印象を受けました。それは私の個人的意見ですが、課

題がいくつかあるように私個人は思いまして、それは何かとい

いますと各所に増員を求めるもの、あるいは予算を求めるもの、

あるいは老朽化に関すること、この三つが前年度もそういう記

載があったと思いますが、これが大きな課題と思います。特に

箱物についての老朽化のメンテナンスが市の財政とも相談しな

がらやらなくてはと思います。当然予算もそうですが、老朽化

の施設の改善では、学校施設の耐震化は進んでいるものの、中

央公民館、市民会館、富津公民館を始め、各箱物がかなり古く

なってきております。学校についても、天羽中学校、竹岡小学
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校とか市の箱物の老朽化についてのメンテナンスが今後の課題 

だと思います。全部いちどきには、無理だと思いますので、優

先順位を付けまして、少しづつ解決していくしかないかなと思

います。今日その他で報告があるということですが、学校のホ

ームページについてですが、昨日までの段階ですとかなり改善

されたと思いますので、ありがとうございました。一部まだ直

っていない所もありますが、かなり改善されており教育センタ

ーの川田所長も、かなりご苦労されたと思いますので感謝を申

しあげます。ただ、これからまだ課題があると思いますが、な

るべく定期的な更新が図られるようお願いします。更新された

ものを見ていて楽しいですし、学校の様子も良く分かりますの

で、ホームページについては、大変ありがたく思っております。

この教育委員会の点検・評価のいちばん最後にある「教育かわ

ら版の発行」についてですが、今回回覧板に入っておりました

が、私は見落としました。ある時誰かに入っていたよと言われ、

こちらが思い違いをしてしまいまして、普段はＡ３判を見てい

ましたので、今回入っていないのかと思いましたが、見たらＡ

４判に縮小されておりました。Ａ３判からＡ４判に変更という

のは、色々事情があると思いますが、かわら版の発行目的とか

色々な市民への教育委員会の情報提供を考えますと、相違工夫

が無いと感じて、がっかりしました。内容は、小中連携教育は

ともかく、後の役目は、広報ふっつとだぶっております。もう

少し内容に踏み込んで、たとえば放射線量の勉強など色々なこ

とが出来ると思います。教育かわら版は、年４回の発行ですが、

学校でのいそがしさはあると言っておりましたが、我々市民か

らしますと全部言い訳としか受け取れません。教育かわら版の

発行もしっかりやってほしいと思います。仕事の取り組み方が、

内容も含めて全然違います。内容ももう少し相違工夫が出来る

と思います。今日１つ参考に持ってきました。先日吾妻神社の

お祭りマップを青年団の方が持って来たものですが、仕事の取
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宮田委員長 

坂井委員 

宮田委員長 

藤平部長 

り組み方や内容が全然違います。一般の青年団の方が簡単に作

って来て、お知らせをしてきます。仕事は楽しく行わなければ

いけないと思いますので、今回の発行は義務的に行ったとしか

思われません。この発行を許可した方々のセンスも疑われると

思います。多くの世帯に配るとしたら、内容についての印象が

薄いと思われます。もう少し印象を良くすることが必要だと思

います。富津市ではこれで済んでいるが、他市にいったら通用

しないと思います。私は市役所の方や１７校の教職員の方は、

あまり世間を知らないと思います。もう少し仕事を工夫して、

楽しく行っていただきたいというのが、私のお願いです。 

はい。他に質問や意見がございますか。 

はい。稲葉委員さんに言い訳と言われるかも知れませんが、今

回８月号の教育かわら版の時のような内容になる場合もあると

思います。かわら版の形式は、私も毎号同じ方がいいと思いま

した。今回紙面が小さくなっておりますが、今までどおりの方

が良いと思います。もう少し見出しなどで興味を引くようにし

た方が良いと思いました。もう１つ私が感じたのは、データと

か状況は分かるのですが、そこで我が教育委員会では、こう考

えるという考察とかが述べられていると内容が濃くなると思い

ます。 

では、学校のホームページにつきましては、後ほど報告があり

ますので、稲葉委員さんと坂井委員さんから出ました各施設の

人員の増設や予算の関係、施設の老朽化の問題、教育かわら版

のところですが、これからの予定や計画がございましたらお願

いします。 

はい。１点目の施設の老朽化の問題でございますが、平成２５

年度の末までに各学校施設の耐震補強工事は完了する方向で計

画されております。ご指摘のあった中央公民館等の施設の老朽

化につきましては、大きな課題があると認識して居りまして、

平成２４年度、遅くとも平成２５年度までには、老朽化に対す
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宮田委員長 

渡辺教育長 

宮田委員長 

坂井委員 

る調査、診断を行いまして、計画的な改修を進めていけたらと

考えております。２点目のホームページの関係でございますが、

ご指摘のあった関係には、いくつか課題があると思います。更

新が今後確実にされなければいけないと思います。それに携わ

る職員の意識の問題や知識もあると思いますが、定期的な更新

をしっかり対応していかなくてはいけないと思います。ホーム

ページにつきましては、以上のことに課題があると思います。

それから３点目の教育かわら版の関係ですが、私の専門外かも

しれませんが、事実を正確に伝えることには無理があると思い

ますし、情報の発信も出来ないと思いますので、その辺が困難

だと思います。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。他にございますか。 

はい。私は、教育かわら版のことについて、しぼって話をした

いと思います。Ａ３判からＡ４判になったことについては、私

はその方が良いと話をしました。実際に職員が係わる労力の問

題があり、Ａ３判ですと半分に折るだけで、とんでもない時間

がかかります。確かに私が自分で印刷をしたり、半分に折った

りしておりませんが、Ａ４判にしてしまって情報力が落ちるこ

とも避けたいし、だからといって細かくなって見ずらくなって

しまうのも避けたいし、先程のお祭りマップの話がありました

が、出来るだけ字の数を減らして、視覚に訴えることも含めて、

情報量が減らずに、なおかつ見やすく、しかも、コンパクトに

していくことが必要だと思っております。先程稲葉委員さんか

らご指摘をいただきましたが、せっかく作るのですから、内容

の充実を考えて、出来る範囲で努力して行きたいと思います。 

はい。ありがとうございます。他に質問や意見がございますか。

はい。３９ページの成人式事業の項目で、４２ページの外部評

価者（Ⅱ）の意見の箇所ですが、『新成人への記念品については、

毎年の課題となっており、十分検討のうえ公民館運営審議会に

も図り早急に解決されることを望む。』と書いてくださってある
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髙橋館長 

坂井委員 

宮田委員長 

池田委員 

磯貝課長 

のですが、記念品は大きい写真のことと推測されるのですが、

この点についてご担当者としてどうお考えなのかお伺いしま

す。 

はい。新成人への記念品については、これまで集合写真を贈呈

してきましたが、集合写真を記念品として贈呈している例がほ

とんどなく、ホール内撮影の為粒子の粗い写真に対する苦情な

どもあることから、平成２５年以降の記念品については、検討

したいと考えています。以上でございます。 

はい。よく分かりました。 

はい。ありがとうございました。他に質問や意見がございます

か。 

はい。点検・評価のまとめ方に対する私の主観的な意見ですが、

自己評価に関して、１．平成２２年度取組目標２.取組の実施状

況３.今後の課題と対応にまとめられておりますが、自己評価す

るに当たって、取組目標、取組の実施状況、今後の課題と対応

が文章化されておりますが、それぞれ担当課によっては、自己

評価の整合性が取れておりませんが、事業ごとによって、自己

評価にばらつきがあるように思われます。そこで評価は、大し

てそれ程重要では無いと思いますが、ここでおさえていかなけ

ればならないのは、３.今後の課題と対応の箇所だと思います。

ここはやはり、しっかり重要性を置いていただかないといけな

いと思います。まとめ方について私は、ピンとこないです。こ

こは、課題が何んなのか、又課題に対して、対応がどうなのか

ということで、今後の課題と対応を分離して表記した方が良い

と思います。課題に対して、対応策をしっかり表記した方がま

とめ方に整合性が取れて来ると思いますので、次年度以降この

まとめ方について、検討していただきたいと思います。 

はい。それでは、平成２４年度の教育委員会の点検・評価につ

きましては、今池田委員さんよりご指摘がございましたが、こ

のご意見を踏まえたなかで、部内で協議したうえで、作成する
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宮田委員長 

山中次長 

ようにしたいと思います。 

はい。他に質問や意見がございますか。無いようですので議案

第３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３号は、承認されました。次に議案第４号平

成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出９月補正予算に

ついてお願いします。 

はい。議案第４号平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入

歳出９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。

１５款県支出金、３項委託金、５目教育費委託金、１節教育振

興費委託金８３千円の補正増、道徳教育映像教材活用推進事業

委託金です。１８款繰入金、１項基金繰入金、１目基金繰入金、

６節学校教育振興基金繰入金７５２千円の補正増。歳入予算要

求合計額、補正額８３５千円です。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、

３項中学校費、１目学校管理費、１８節備品購入費７５２千円

の補正増、大貫中学校・富津中学校の保健室用高圧蒸気滅菌器

故障による購入分及び大貫中学校保健室用冷蔵庫故障による購

入分です。２目教育振興費８３千円の補正増、道徳教育映像教

材活用推進事業実施に伴うもので、全額千葉県からの委託金で

す。報償費として３０千円は、講師謝礼です。旅費３千円、需

用費５０千円、消耗品費で書籍購入費等です。なお、実施予定

校は天羽中学校です。事業の目的は、中学校学習指導要領を踏

まえ、千葉県道徳教育の指針に示した中学校の学習内容を道徳

の要として重点的に行い、中学校における道徳教育の在り方に

ついて研究します。また、千葉県で作成した道徳教育映像教材

を活用した道徳の授業について研究します。事業実施により予

想される成果として、自らの学校生活をより良く創造する活力

にあふれた生徒を育成することができ、また、日常生活の中で、

自分の心、仲間の心を思いやり、大切にする生徒を育成するこ
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宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

磯貝課長 

とができます。次に４項社会教育費、６目文化財保護費３００

千円の補正増、１３節委託料として青堀駅東口史跡案内所看板

作成委託料。次に５項保健体育費、２目給食管理費４，０４２

千円の補正増。１１節需用費、消耗品費として、１，３５７千

円、富津小学校給食食器の購入です。修繕料として、２，６８

５千円、これは、緊急修繕で１，４８６千円、大貫共同調理場

給水管漏水等修繕などで１，１９９千円。歳出予算要求合計額、

補正額５，１７７千円の補正増です。以上で説明を終わります。

はい。ありがとうございます。議案第４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４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４号は、承

認されました。次に報告事項に移ります。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７月４日から

８月２日までの後援申請受付分につきましては、かずさジュニ

アオーケストラ（ＫＪＯ）団長徳尾和彦氏他４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。次にその他に移ります。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。大気中の空間放射性線量を調査するため、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８月１６日及

び８月１７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、各小学校等の校庭等の地上から５０ｃｍ及び１

００ｃｍ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
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宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

稲葉委員 

マイクロシーベルト、最高値は、金谷小学校の毎時 0.１１マイ

クロシーベルトで、地上からの高さによる変動はほとんどあり

ませんでした。現在、文部科学省から発表された「福島県内の

校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」の目安値は、

毎時 3.8 マイクロシーベルトとなっており、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、次に教育センターお願いします。 

はい。学校ホームページについて、回答いたします。学校ホー

ムページの現状について、全ての学校と話し合う機会を持ちま

した。その中で、地域とともに歩む、信頼される学校づくりに

は、教育活動等の情報を保護者、地域の方々に発信することは、

学校経営に携わるものとして、当然の取り組みであり、そのた

めの学校・学級だよりであり、ホームページであることを、再

確認させていただきました。 そして、各学校のホームページの

更新状況について説明し、由々しき事態であることを、理解し

ていただきました。その結果、お陰様を持ちまして、８月２４

日現在のホームページの更新状況は、学校により程度の差はあ

りますが、全１７小・中学校が完了しております。教育委員の

皆様には、本件について、大変ご心配をかけ、また、丁寧なる

ご指導を賜り、有り難うございました。ホームページの更新に

つきましては、今までも学校からの要請により十分な支援をし

ていく旨、伝えてまいりましたが、今後も、各学校と緊密な連

携を図り、学校ホームページ充実に努めてまいります。 

はい。ありがとうございます。学校のホームページにつきまし

て、先程藤平部長さんから話がございましたが、質問や意見が

ございますか。 

はい。私は各学校のアクセス数を調べてみたのですが、その中

で、飯野小学校が富津市の中ではだんとつで、４万弱です。他

の学校は、数千です。その中でも関豊小学校は、１千をちょっ
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川田所長 

宮田委員長 

渡辺教育長 

宮田委員長 

と欠ける位のアクセス数で、ちなみに参考ですが、袖ケ浦市の

昭和小学校と蔵波小学校と蔵波中学校が２０万を超えて、ちな

みに蔵波小学校は、２０万を突破したということが書かれてい

ます。少ないのは、君津市の周西小学校が６百弱で一番少ない

と思います。富津市内の小学校は、だいたい１千から３千位で、

中学校では、富津中学校と大貫中学校が８千台のアクセス数が

あります。佐貫中学校・天羽中学校・天羽東中学校に比べると

だいぶアクセス数があります。川田先生のご苦労もあって、だ

いぶ改善されておりましたが、この前にも言ったと思いますが、

学校だより、学級だよりなどをホームページにのせたりするこ

と、たとえば、環小学校や関豊小学校などもホームページにの

せていますし、天神山小学校も以前と違って、かなり改善され

ております。多少見られない部分も若干ありますが、ものすご

く良くなっております。我々がアクセスすると様子が良く分か

ります。大変ありがとうございます。 

はい。少し説明をしたいと思います。袖ケ浦市と富津市とは、

大きく違うのは、袖ケ浦市のほとんどの学校のホームページは、

富津市より早く開設されています。本市の小中学校は、一昨年

度にＳＥが入り、ホームページがリニューアルしておりまして、

今現在のアクセス数は、２年間位のアクセス数になると思いま

す。飯野小学校は、市内の学校では早めにホームページをたち

あげています。保護者の認識も多いと思います。これから充実

を図って行きたいと思いますので、アクセス数は増加すると思

います。以上でございます。 

はい。作る側は皆さん大変だと思いますから、充実していただ

きたいと思います。他に何かございますか。 

はい。せっかく学校のホームページが新しくなりましたので、

委員の皆様にも宣伝していただければと思います。 

はい。分かりました。それでは他に何かございますか。庶務課

お願いします。 
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磯貝課長 

宮田委員長 

はい。それでは、次回の会議日程でございますが、９月２９日

（木曜日）午前１０時より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。 


