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平成２３年９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 

宮田委員長 

渡辺教育長 

おはようございます。時間ですのでさっそく教育委員会定例会

議を始めたいと思います。委員長報告ですが、８月２９日に小

中連携教育全体研修会が行われました。私達教育委員も参加さ

せていただきました。私が小学生の時に、金谷小学校のとなり

に金谷中学校がありまして、小中学校の運動会とかを小中一緒

にやっていた記憶があります。小学生の私としては、先輩達と

一緒に行事を行うことを楽しみにしていたような記億がありま

して、そんなことを思いながら発表だとか講演を聞かせていた

だきました。一応９年目ということで一段落と思いますが、引

き続き続けていただきたいと思います。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。 

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。１項目目の教育研究集会

については８月の定例会でも触れましたが、２日間にわたり、

３０の分科会で実践交流が行われました。２項目目です。県民

体育大会はすでに終了した競技もありますが、それを含めて１

８競技２７２人が本市選手団です。結団式はこれまで行われて

きませんでしたが、体育協会の主催で行われました。３項目目

の総合防災訓練には多くの地域住民や関係機関が参加されまし

た。次に議会の報告をさせていただきます。教育委員会関係の

議案１件は全員の賛成で、教育委員会分を含めた補正予算案は

賛成多数で、いずれも可決されました。これについては後ほど

報告します。一般質問では計５議員から教育関係の質問があり

ました。部長と私の答弁要旨を報告します。賢政会代表の渡辺

議員の質問には、「東日本大震災では、耐震補強された施設や新

耐震基準以降に建設された施設の地震による被害は概ね軽微で

あったものの、天井材や照明器具などの非構造部材の落下被害
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が多かった」との文部科学省の報告を引用し、本市で現在まで

に実施した校舎等耐震補強工事でも天井材の落下防止策を、一

部講じていること、今後も必要に応じて非構造部材を含めた耐

震対策を続け、平成２５年度末の耐震化率１００％を目標にし

ていること等答えました。同じく賢政会代表の平野議員の質問

は、教育委員会が観光振興にも大きく寄与できるはずだとのご

認識からのものです。本市には文化的・歴史的資源や自然環境・

食材などの資源が豊富なので、教育委員会としても関係部局や

外部団体等と連携を図っていきたいこと、その際、公民館や埋

立記念館などが地域活性化の情報拠点となる可能性もあること

などについて答えました。志新会代表の岩本議員の質問には、

まず、今年度５校７棟の工事が終わると耐震化率は８２％とな

り、２４年度６校７棟、２５年度４校４棟の工事を行って全て

の校舎等の耐震化が完了するとの見通しを答えるとともに、耐

震工事が終了した校舎等のＩＳ値の公表も検討する旨答えまし

た。次に市内の全小・中学校では、一時避難所に屋外運動場が、

収容避難所に屋内運動場と格技場が指定されているものの、災

害によっては避難所に指定されていない校舎やその屋上にも市

民を誘導する必要があることなども想定して、防災機能向上の

ために関係部局と協議し、学校との意見調整も進めている旨答

えました。文化財の保護と活用については、現存する古墳のう

ち墳丘部が市の所有となっているのは内裏塚古墳を含む６基だ

けである現状を報告し、将来的には古墳群全体を史跡化する方

向で考えたいが、それには予算の裏付けを含めた長期的な計画

の策定が必要である旨答えました。併せて、草刈や樹木伐採等

の管理も行っていきたいと答えました。また、飯野小学校の仮

称「郷土資料館」は、飯野文化財収蔵庫に保管されていた古民

具の一部を移動して作られようとしていることもお知らせしま

した。個人質問の髙梨議員には、教育における地域格差是正は

市全体のまちづくりの中で議論されるべきとの認識のもとに、
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宮田委員長 

磯貝課長 

副市長を議長とする「地域づくり戦略会議」に参加している旨

答えました。また、課題が山積しているとは言え、例えば学校

施設耐震化については県内全市の中でも早い段階で１００％達

成が見込めること、英語指導員等の人の配置も進みつつあるこ

となど、他地域から遅れていることばかりではない現状も報告

し、さらに改善に努めたい旨答えました。松原議員の質問には、

通学時の安全は第一義的には保護者によって確保されるべきで

あること、しかし一方で補助を実施している自治体もあること

から、安全・安心の確保、保護者負担の軽減、路線バスのある

地域とない地域で不公平が生じないようにすること、限られた

予算の配分で市全体の住民福祉向上を目指す必要があることな

ど、総合的に判断すべく慎重に検討中である旨答えました。教

育長報告は以上です。

はい。ありがとうございます。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。８月２４日に佐貫中学校屋

内運動場震補強工事の入札が行われ、㈱小島建設が 51,345,000

円で落札しました。工事の概要は、壁面ブレース補強８箇所・

屋根面ブレース補強２８箇所・梁落下防止補強１６箇所・その

他附帯工事一式です。工期は、平成２３年８月３１日から平成

２４年２月１５日までです。次に、９月５日に平成２３年度千

葉県市町村教育委員会連絡協議会第１回教育委員研修会が千葉

県総合教育センターで開催され、３名の教育委員が出席されま

した。研修の内容は、午前中に「教育委員の役割について」 ～

様々な子どもや青年を支えていくために～をテーマにパネルデ

ィスカッションが行われ、午後からは３分科会に分かれ、第１

分科会では「災害への対応について～今後の防災教育について

～」、第２分科会では「学校問題解決に関する事例研修につい

て」、第３分科会では「フェアプレーの精神を育てるスポーツ、
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宮田委員長 

川名課長 

宮田委員長 

川田所長 

健康体力づくりと食育の推進について」をテーマにした行政説

明・実践発表の研修を受けられました。以上でございます。

はい。ありがとうございます。続いて学校教育課お願いします。

はい。昨日、９月２８日に飯野小学校への教育長訪問を実施い

たしました。坂井・池田両委員にも訪問いただき、有り難うご

ざいました。校舎内外の環境整備も整う中、学習に取り組む子

ども達の目の輝きもすばらしく、落ち着いた雰囲気の中で授業

が展開されておりました。 

また、今年度の運動会・体育祭は小学校２校を残して、終了し

ております。体育祭に、母親と一緒にお姉さんの応援にきてい

た女児が熱中症により、救急搬送されてしまいましたが、運動

会・体育祭参加の児童・生徒が熱中症にかかる事故はありませ

んでしたので、ご報告いたします。

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。８月２９日には

市役所大会議室において、市内全教職員参加のもと富津市小中

連携教育全体研修会を開催しました。本市の小中連携教育も９

年計画の最終年を迎え、各中学校区で特色にある取り組みがな

されております。その実践的な研究の成果を交流するとともに、

千葉大学教育学部教授天笠茂先生に実践への講評と「小中連携

のあり方」というテーマでご講演をいただきました。今後の富

津市小中連携教育に向けて、示唆に富む助言をいただきました。

また、富津市の取り組みは、先進的な取り組みであるとの嬉し

い評価もいただきました。この研修会には、教育委員の皆様や

学校評議員にも参加していただきました。９月１７日には、君

津地方中学校新人陸上競技記録会が富津臨海陸上競技場にて開

催されました。天羽中学校が県の標準記録を３種目突破、富津

中学校が２種目突破しました。また、１位となった種目は、８

種目でした。大会当日は、気温・湿度ともに高い中、選手たち
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宮田委員長 

小柴課長 

宮田委員長 

山中次長 

は自己ベストを目指し懸命に走り、跳び、投げていました。９

月２７日には、富津中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。活力にあふれ、懸命に学習に取り組む生徒た

ちの姿に、指導室の先生方からも高い評価をいただきました。

指導室の先生方からは、来年度から始まる新学習指導要領の実

施について指導をいただきました。９月２８日には、３０１会

議室において小中学生全国大会等市長への報告会を行いまし

た。夏期休業中などに行われた小中体連主催の全国大会出場選

手や空手の世界大会に出場した選手等から市長・教育長へ、大

会結果や大会様子の報告、今後の抱負などが述べられました。

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。９月２４

日に平成２３年度市民文化教養講座の開講式が参加者３８名の

もと中央公民館多目的室で実施されました。この講座は、富津

市民憲章推進協議会の教育文化部会が「教養高め、文化の香り

高いまちづくり」の具体化を目指し、生涯学習課が事務局で４

回開催するものであります。開校式終了後、第１回の講座を開

催し、富津市上在住の小川宏一先生を講師に、「おくの細道を歩

いて その２」と題しての講義が行われました。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。９月１５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５

回会議を開催しました。今回のフェスタの開会式では、富津中

学校・君津商業高校吹奏楽部による生演奏で入場行進を実施し

ます。その他、午後からは、陸上競技場においてジェフ市原・

千葉サッカーお届隊によるサッカー教室や３年に１回行う体力

運動能力測定も実施します。これは、各年代の体力運動能力の

測定を行うもので参加者自身の体力年齢がわかります。雨の場
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宮田委員長 

榛沢館長 

合には、総合社会体育館で開会式を行いその後、体力運動能力

測定のみを実施する予定です。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。９月２１日、中央公民

館多目的室において、富津市民文化祭２０１１実行委員会役員

会議を開催いたしました。市民文化祭の各館等の開催行事の内

容が決定しました。詳細はお手元に配布のチラシのとおりです

が、主な行事といたしましては、総合社会体育館では、絵画・

書道・写真・生花・編物・ポスター・個人作品等の展示のほか、

１１月５日に茶席が設けられます。富津公民館では、１０月２

８日に「小中学校音楽の集い」・１１月５日に芸能祭、メイン行

事としては、１１月６日の「子ども祭り」、中央公民館では、１

１月３日に津軽漫芸の「黒石八郎」氏を迎えての芸能祭、市民

会館では、メイン事業として、１１月３日に「富津市観光大使

井上由美子メモリアルコンサート」、１１月６日に芸能祭が行わ

れます。ポスターですが、池田委員さんの所に選ばれたポスタ

ーの採用作品を置いておりますので、皆様でよろしくお願いし

ます。今回の文化祭ポスターにつきましては、１８５点の応募

作品がありまして、選考の結果、天羽中学校１年生の永井春香

さんの作品が最優秀として採用決定されました。優秀作品とし

て、小学校低学年の部は、佐貫小学校２年生の佐久間彩芽さん、

小学校高学年の部は、湊小学校６年生の森田和花菜さん、中学

校の部は、天羽中学校１年生の金木夏美さんの作品が選ばれま

した。応募いただきましたポスターにつきましたは、１１月３

日から総合社会体育館で展示いたします。メインテーマは天羽

中学校３年生の諸岡久暢さんの作品で「よってらっしゃい

みてらっしゃい みんなで楽しむ 文化祭」と決定いたしまし

た。また、市民への広報及びＰＲは、広報ふっつ１０月号に掲

載・ポスターの掲示・区長回覧によるチラシの各戸配布のほか、

開催日の当日に防災広報無線による文化祭開催のお知らせを放
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宮田委員長 

山中次長 

宮田委員長 

山中次長 

送します。教育委員の皆様にも、市民手づくりの市民文化祭を

是非ご鑑賞いただきたくお願いいたしまして、報告といたしま

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。無いようですので次に付議議案に入ります。議案第１号

富津市体育指導委員に関する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号富津市体育指導委員に関する規則の一部を改

正する規則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、スポーツ基本法の施行

に伴い一部改正を行うものです。内容的には、用語の整理です。

それでは、４ページ及び５ページ新旧対照表をご覧ください。

題名及び本則中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改

める。第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）

第１９条第２項」を「スポーツ基本法（平成２３年法律第７８

号）第３２条第２項」に改める。第２条各号列記以外の部分中

「振興」を「推進」に改め、同条第６号中「振興」を「推進」

に改め、同号を同条第７号とし、同条第１号から第５号までを

１号ずつ繰り下げ、同条に第１号として次の１号を加える。 

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行う

こと。附則として、この規則は、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。続いて議案第２号富津市立小学校及び中学校の

体育施設開放に関する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号富津市立小学校及び中学校の体育施設開放に

関する規則の一部を改正する規則の制定についてご説明させて
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宮田委員長 

山中次長 

宮田委員長 

山中次長 

いただきます。７ページをお開きください。提案理由ですが、

スポーツ基本法の施行に伴い一部改正を行うものです。内容的

には、用語の整理です。それでは、８ページ及び９ページ新旧

対照表をご覧ください。第１１条中「体育指導委員」を「スポ

ーツ推進委員」に、「、及び」を「及び」に改める。第１７条中

「別に」を「教育長が」に改める。別記第１号様式中「富津市教

育委員会教育長 様」を「富津市教育委員会 様」に、「千葉県富

津市教育委員会教育長」を「富津市教育委員会」に改める。附

則として、この規則は、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号富津市教育委員会行政組織規

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３号富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正

する規則の制定についてご説明させていただきます。１０ペー

ジをお開きください。提案理由ですが、スポーツ基本法の施行

に伴い一部改正を行うものです。それでは、１１ページ及び１

２ページ新旧対照表をご覧ください。第１４条の表教育部の項

体育振興課の目社会体育係の節第４項中「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、この規則は、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３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９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
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宮田委員長 

今井主幹 

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。１４ページをお開きください。

１５款県支出金、３項委託金、６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。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６６２千円の補正増。歳入予算合計

額（節分）、補正額７４５千円の補正増です。次に歳出について

説明させていただきます。１５ページをお開きください。１０

款教育費、３項中学校費、７４５千円の補正増、１目学校管理

費、１８節備品購入費６６２千円の補正増、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です。次に

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、講師謝礼です。旅費３千円、需用費、消耗品費

１４千円、書籍購入費等です。印刷製本費として３６千円。な

お、実施予定校は天羽中学校です。次に４項社会教育費、６目

文化財保護費２９０千円の補正増、１３節委託料として青堀駅

東口史跡情報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、２，３６５千円の補正増。１１節需用費、消耗

品費として、１，２４０千円、富津小学校給食食器の購入。修

繕料として、１，１２５千円、これは、大貫共同調理場給水管

漏水等修繕などです。歳出予算合計額（節分）、補正額３，４０

０千円の補正増です。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号平成２３年度富

津市内小学校修学旅行の計画についてお願いします。

はい。報告第２号についてですが、平成２３年度第２学期に実

施される富津市内小学校修学旅行は、２０ページの表のとおり

箱根方面を中心として全１２校で計画されておりますのでご報

告いたします。 
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髙橋館長 

宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

磯貝課長 

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号平成２４年富津

市成人式の期日についてお願いします。 

はい。報告第３号平成２４年富津市成人式の期日について。平

成２４年富津市成人式について、関係部局で協議した結果、平

成２４年１月８日（日）に実施することに決定したので報告し

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７月２２日か

ら８月３１日までの後援申請受付分につきましては、木更津工

業高等専門学校校長工藤敏夫氏他６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。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９月２０日

及び９月２１日天候は、曇り。 

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

マイクロシーベルト、最高値は、富津小学校等の毎時 0.１0 マ

イクロシーベルトで、１月前の測定値とほとんど変化はありま

せんでした。この結果は、文部科学省が校庭、園庭の大気中の
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宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

空間線量率の目安と定めている１時間当り１マイクロシーベル

トを下回っています。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

ですので他にございますか。 

はい。それでは、次回の会議日程でございますが、１０月２７

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。 


