
平成２４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２４年１０月２５日（木）

１３時３０分から１３時５５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 富津市社会教育指導員の任命について

報告第２号 後援申請について

５ 出席者名

池田委員長、小坂委員長職務代理者、宮田委員、榎本委員、渡

辺教育長、川名教育部次長兼学校教育課長、藤江教育部参事兼

生涯学習課長、岩名庶務課長、髙梨学校教育課主幹、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、平野生涯学習課主幹兼社会教育係長、小柴体育振興

課長、村石市民会館館長、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２４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 

池田委員長 皆さんこんにちは。随分前になりますが、元衆議院議員の岩国

哲人さんの話を聞く機会がありました。岩国さんはメリルリン

チという当時世界最大の投資銀行の重役を務めておられました

が、５２歳でご出身の島根県出雲市の市長に当選し１期市長を

務めた後、国政に転じた方です。出雲市長時代に「行政は最大

のサービス産業」という持論をもとに、土日にショッピングセ

ンターで行政の窓口サービスを開設したり、樹医制度の創設や

日本初の木造ドーム（出雲ドーム）の建設、総合福祉カードの

導入など次々と新たな行政サービス、施策を講じて注目を集め

ました。岩国さんの講演で今も印象に残っている話のひとつは、

市長就任当初は、出雲市の職員さんは住民＝顧客という視点か

ら行政サービスを提供することに戸惑いがあったそうですが、

それも次第に見違えるほど生き生きと仕事に取り組むようにな

ってきたそうです。そしてそれは、岩国さんいわく、職員さん

たちが、市民に喜ばれることの喜びを知ったからだと仰ってい

ました。つまり、人の為に懸命に働き汗を流し、その結果人か

ら感謝され喜ばれることの喜びを知ると、それが新たに自身の

活力、エネルギーに代わるということだと思います。ホンダの

創業者、本田宗一郎さんも、『一日一話』という著書の中で「自

分の喜びを追及する行為が、他人の幸福への奉仕につながるも

のでありたい」と述べておられます。また、遺伝子学の権威、

村上和雄博士は、「人の心は他人のために献身的に努力している

とき、理想的な状態で働きます。その時、良い遺伝子がオンに

なります。だから他人のために何かをするほど自分に役立つこ

とはありません」と伺っています。教育センターの「はまかぜ」

で川名次長が公教育の目指すものと題し、教育は「世のため人

のために生きる人」を育むことを期して行わられるべきと書か

れておられた、その言葉に、共感し、大変感銘を受けました。
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榎本委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

「世のため人のために生きる人」を育てる教育が、自らの生き

る力を育むことに繋がると思うからです。では、只今より１０

月定例会議を始めます。委員長報告はございません。本日の会

議録署名委員の指名ですが榎本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。「芸術の秋」「文化の秋」「スポーツの秋」たけなわで、小

学校では修学旅行や体操大会、中学校では文化祭や新人体育大

会等への取り組みが行われています。社会教育・社会体育の面

でも、資料１ページ・２ページに記載の通り多様なイベントが

市民の熱意に支えられて行われています。現在のところ大きな

事故やトラブルもなく概ね順調と考えています。委員長のお話

のように、市民に喜んでいただくことを共に喜びとしていきた

いと思います。ここでは資料１ページ６項目目と７項目目につ

いてだけ補足して報告します。はじめに６項目目ですが、市内

２つのロータリークラブは、中学校英語スピーチコンテストや

少年野球大会への支援などを長年してくださっています。今回、

中央ロータリークラブが例会に招いてくださいましたので、

『小・中学校再配置構想』については、今後も教育とまちづく

りの問題をトータルに考えて丁寧に地域との話し合いを続けた

いことや、いじめ問題、通学路の問題などについて、学校にで

きること、学校がすべきこと、家庭・地域との連携・協力関係

の必要性等について話をさせていただきました。７項目目は、

県内の小・中学校教職員で組織している千葉県教育研究会とそ

の音楽教育部会が各地域持ち回りで開催している大会です。４

７回目となった今年度は君津地方四市が当番で、県内各地から

多くの音楽教育関係者が集いました。その中で、天神山小学校

は小規模校の特徴を生かした１・２年生合同の授業を公開しま

した。また、研究演奏と称して関豊小学校の合唱と富津中学校

の吹奏楽も披露されました。授業も演奏も質が高く、参加者か
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池田委員長 

川名次長 

ら絶賛されていました。１１月１日から始まる市民文化祭では、

２日、富津公民館での「小中学校音楽のつどい」で関豊小を含

めた市内１７校の合唱を聴いていただけます。また、同じく富

津公民館で４日に行われる「子どもまつり」では富津中を含め

た市内中学校・高等学校吹奏楽部の演奏を聴いていただけます。

ぜひ時間を作っておでかけください。次に、記載していない事

項について一点報告します。市長選挙投票日だった９月３０日

は、台風１７号の接近と重なり、夕刻から悪天候になりました。

本来であれば避難所になるべき公民館・市民会館やコミュニテ

ィセンター等のいくつかが投票所として使われていたために、

大貫中、佐貫中、天羽中、竹岡小、金谷小にも避難所が開設さ

れました。このうち一部の学校では、市教委事務局と連携しな

がら、管理職が市職員とともに朝まで避難された市民に対応し

ました。特別の混乱等はありませんでした。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。学校教育課から報告いたします。１０月４日、富津・吉

野両小学校へ千葉県教育庁南房総教育事務所長が訪問しまし

た。両学校とも校庭や土手回りの環境整備も整い、校舎内の清

掃も行き届き、掲示物は教育活動がよく反映されておりました。

児童は挨拶・笑顔もすてきで、先生方の指導の元、授業に活き

活きと取り組んでおりました。１０月５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３

名、小学校１年生３名、６年生３名の合計９名でした。協議の

結果、特別支援学級への就学を勧める幼児１名、児童６名、特

別支援学校への就学を勧める幼児１名、調査継続の幼児１名の

判定でした。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３日から１９日にかけ、湊・富津・竹

岡・金谷・飯野の各小学校で平成２５年度小学校入学児童就学
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池田委員長 

川田所長 

池田委員長 

時健康診断を実施いたしました。１１月２７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。健康診断を

受ける予定の子どもたちは、２９８名となっております。なお、

就学時健康診断時に学校給食の申し込みの説明をいたしまし

た。富津市では昨年１２月に富津市債権管理条例を制定し、市

の保有する債権の管理につきまして、様々な取り組みを行って

います。その取り組みの一環として、平成２５年度から学校給

食は保護者から申し込みの合った児童・生徒に提供することと

なります。学校給食の提供を希望する場合は、配布された封筒

に同封の申し込みが必要となる旨の説明をいたしました。同日

付けで、該当校の１年生から６年生へも申込書を配布いたしま

した。なお、中学生は１２月に配布となります。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１０日、

君津支部中学校駅伝大会が富津公園にて開催されました。支部

１７中学校全て参加し秋晴れの中、盛大に行われました。市内

の中学生も日頃の練習の成果を精一杯発揮しようと懸命に走る

姿は、感動すら与えてくれました。結果男子は、君津市の周西

南中学校が大会新記録で優勝を果たす中、富津中学校が第３位、

天羽東中学校第４位と健闘いたしました。女子は富津中学校が

第４位という結果でした。１０月１１日、特別支援教育連携協

議会を４０１会議室にて開催いたしました。１学期の巡回訪問

や研修会の報告、今後の特別支援教育関係の取り組みについて

熱心に話し合いが行われました。また、９月下旬から１０月に

かけて、君津支部中学校新人体育大会が行われ、お手元の資料

のように、市内の中学生の活躍が光っています。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。
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藤江参事 

池田委員長 

小柴課長 

はい。生涯学習課の関係について報告申しあげます。１０月６

日に第１回市民文化教養講座を中央公民館で、中嶋美夫氏を講

師にお招きし、「日本百名山踏破行～百名山の頂を制覇して～」

と題した講義を行いました。参加者は４０名でした。１０月２

０日に、第２回市民文化教養講座を中央公民館で、内野美三夫

氏を講師にお招きし、「戦国武将絵巻～富津市を中心として～」

と題した講義を行いました。参加者は３６名でした。１０月２

３日に第２回生涯学習推進協議会会議が４０１会議室で開催さ

れ、第１３回富津市生涯学習推進大会は、平成２５年２月３日

（日曜日）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、医学博士南雲義則氏を講師にお招

きし、「若返りと長寿の秘訣」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。最後に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８日体

育の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

２０１２を実施しました。教育委員の皆様には、お忙しいとこ

ろご出席いただきありがとうございました。開会式では、天羽

中学校・天羽高校吹奏楽部による生演奏で入場行進を行い午前

１０時から陸上競技場では、体力測定、ストラックアウト、Ｐ

Ｋ大会、玉入れ、ドッジボール、輪投げ、陸上競技、また野球

場ではグラウンドゴルフを少年サッカー場ではゲートボールの

種目を行いました。そして昼休みには、連合婦人会による踊り

や○×クイズと玉入れを行い好評でした。参加人数は延べ人数

ですが２，７００名でした。次に１０月１４日に君津市民体育

館など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２８人、インデ

ィアカに４チーム２０人、グラウンドゴルフに男女２０人が参

加しました。成績は、ソフトバレーボールが３位、インディア
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池田委員長 

カが４位、グラウンドゴルフが４位でした。次に１０月２０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３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たり、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ています。午前中は、

小学生女子交流ゲームとして君津地域選抜対川崎市選抜のゲー

ムを行いその後小学生男子交流ゲーム、君津地域選抜対川崎市

選抜の交流ゲームを実施しました。午後はエバラヴィッキーズ

と富士通レッドウエーブ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。また、

ハーフタイムイベントとして富津中学校吹奏楽部の演奏とヴィ

ッキーズチアリーダの演技が行われました。次に１０月２１日

に木更津市・袖ケ浦市におきまして、ちばアクアラインマラソ

ンが実施されました。出走者は１３，９４６人、完走者は１０，

２９６人、完走率は７３．８％で、その内アクアライン走行者

数は１３，９０１人で９９．７％のランナーが通過しました。

沿道応援者数は３１万人と聞いております。優勝者は、招待選

手の川内優輝さんで猫ひろしさんは８位でした。また、女子で

は招待選手の吉田香織さんが優勝しました。次に各課報告に記

載がございませんが、富津市で第６回目となります第３５回千

葉県民マラソン大会が関係機関との協議が整い、主催でありま

す千葉日報社が平成２５年３月３日、日曜日に開催することに

決定しました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。教育長報告及び各課報告の中で 

質問がございますか。私から質問させていただきます。私もふ

れあいスポーツフェスタに参加をさせていただきまして、大変

好天の基で参加された方は、皆さんいい汗をかいたのではない
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小柴課長 

池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

岩名課長 

かと思います。毎年年数を重ねてまいりました。その中で毎年

色々工夫されて、新鮮味を持たせようとする努力が充分伺えま

すが、何事もこれほど重ねてまいりますとマンネリ化という事

が避けてとおれなくなる訳ですが、これは来年度に向けての方

向性の検討をすでに考えているのでしょうか。 

はい。ふれあいスポーツフェスタが終わった後に、３月までの

間に反省会等を行いまして、検討していく事を考えております。

市議会の方から質問がありましたとおり、マンネリ化という事

が出まして、昨年は富津中学校と君津商業高等学校の吹奏楽部、

今年は天羽中学校と天羽高等学校の吹奏楽部という事で、実行

委員会でも検討し実施しております。 

はい。ありがとうございます。これまでの既成概念だとか前例

や慣例などにこだわらないで、新鮮な感覚で検討を加えていた

だければと思います。他に質問がございますか。無いようです

ので次に報告事項に入ります。報告第１号富津市社会教育指導

員の任命についてお願いします。 

はい。報告第１号富津市社会教育指導員の任命について、ご説

明いたします。３ページをお開きください。報告理由にもあり

ますとおり、社会教育指導員である三富和彦氏より一身上の理

由により退職の申し出があったため、その後任として花井知文

氏を任命したものであります。なお、任期は残任期間である平

成２４年１０月１日から平成２５年３月３１日までとなりま

す。以上をもちまして、報告第１号富津市社会教育指導員の委

嘱についての説明を終了させていただきます。 

はい。報告第１号について質問がございますか。無いようです

ので次に報告第２号後援申請についてお願いします。 

はい。報告第２号後援申請について。平成２４年８月１３日か

ら９月１８日までの後援申請受付分につきましては、千葉県職

業能力開発協会会長篠原敬治氏他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。 
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池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

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。それでは、次回の会議日程でございますが１１月２９日

（木）午後１時３０分より４０１会議室で行います。よろしく

お願いします。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


