
平成２４年１１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１１月２９日（木）

１３時３０分から１３時５０分
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４ 審議等事項

○付議議案

議案第１号 平成２４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

○報告事項

報告第１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、藤平教育部長、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、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、髙橋

富津公民館館長、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１１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 

宮田委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。委員長報告を兼ねてご挨拶申し上げます。

今月、月初めに行われました市民文化祭に伺わせていただきま

した。いろいろなサークルの皆様の活動の成果を拝見し、楽し

ませていただきました。見る人の楽しさはもとより、作品を出

品したり、演技を披露したりする皆さんの今後の活動の励みに

もなる有意義な発表の場であると思います。館長さんをはじめ、

公民館、市民会館の皆様、生涯学習課の皆様、事業に携われた

皆様、大変お世話様でございました。また、１５日には環小学

校への教育長訪問に同行させていただきました。低学年は元気

がよく、高学年になるにつれて落ち着きも出てきて、立派な学

習態度であったと思います。ＩＣＴ教育の実践に興味がありま

したが、音楽で子ども達の口の開けかたをチェックするための

映像ツールとして電子黒板を利用するなど工夫した取組が伺え

ました。また、校庭も校舎内も非常に環境整備が行き届いてお

り、整理、整頓、清掃、清潔、躾の「５Ｓ」が日常的に実践さ

れていることが伺え、大変、関心いたしました。久しぶりに学

校内の空気を体感させていただき、すがすがしい気分になりま

した。ありがとうございました。それでは、只今より１１月定

例会議を始めます。本日の会議録署名委員の指名ですが宮田委

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。１項目目記載の音楽のつ

どいにご参加いただいた委員の皆様にはありがとうございまし

た。この行事は、この後中央公民館から報告のある市民文化祭

に位置づいているものですが、例年にならってここに記載しま

した。私は今年、ほぼ全日程参加することができたせいか、市

内小・中学校の充実ぶりや安定ぶりを再確認することができた
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池田委員長 

川名次長 

と思っています。教職員の丁寧な指導と、富津の子どもたちの

素直さや一生懸命さがよくわかる一日でした。同様のことは、

この後の各課報告にあるどの学校関係行事を見ても言えると思

います。４項目目の君津地方音楽会にも天神山小・関豊小・大

貫中が出場し、その歌声や表情や姿勢は同じアピールになった

と思います。５項目目の行事調整委員会は、学校のこれ以上の

多忙化やゆとりの喪失を防ぐべく、行事の精選と調整を目的に

開いている会議です。今年は特に９月の行事のあり方について

が検討課題のひとつになりました。市内中学校では、今年度、

残暑真っただ中の９月８日・９日に体育祭を行いました。これ

は当地方４市どこでも同じでした。秋に体育祭を行おうとすれ

ばこの両日しか選べなかったからというのが理由です。他市に

ある中学校と合同で運動会を実施している小学校ももちろん同

じ日程です。なぜこのような状況になるかと言えば、大きな行

事がこの時期に集中し、しかもそれらが、すでに決まっている

上部大会等の日程に間に合わせるために動かしにくくなってい

るからです。なかなか抜本的な解決策は見いだせませんが、と

りあえず来年度は、少しでも熱中症等の心配が薄れる時期も選

べるよう調整中です。他の項目についてはご覧ください。教育

長報告は以上です。 

はい。ありがとうございます。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３０日から１１

月２７日にかけて青堀、天神山、佐貫、関豊、吉野、環、大貫

の各小学校で、平成２４年度に小学校へ入学する児童の健康診

断を実施し、以上をもちまして、全健康診断が無事終了となり

ました。１１月１５日に環小学校への教育長訪問を実施いたし

ました。教育委員の皆様方にもご訪問いただき、有り難うござ

いました。校舎内外の環境整備も整う中、視聴覚機器も効果的

に活用する等、工夫された授業が展開され、真剣に授業に取り
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池田委員長 

清水主幹 

組む子ども達の目も輝き、一人一人の意見が尊重される授業に、

環小学校ならではの良さが伝わってまいりました。１１月２７

日に第３回富津市校長会議を４０１会議室にて開催いたしまし

た。庶務課からは、校舎等の耐震化状況について、体育振興課

と生涯学習課からは、新春･冬季休業中の行事について学校教育

課からは、服務の厳正､人事異動方針､防災計画ほかについて、

教育センターは学校教育の指針中間評価、冬季休業中の生徒指

導ほかについてそれぞれ説明及び依頼をしました。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。項目ごとに報告

をいたします。まず、南房総教育事務所指導室計画訪問が５校

で行われました。１０月２６日、関豊小学校。小規模校ならで

はの個別の指導計画に基づいた学習支援がなされていることを

評価していただきました。音楽の授業では、三味線の演奏に低

学年児童のかわいらしい踊りが加わりほほえましい授業風景と

なりました。１０月３０日、大貫中学校。生徒が落ち着いて学

習に取り組む一方、全教職員での指導力向上に向けた研修や生

徒指導の機能を生かした授業づくりが評価されました。１１月

６日、大貫小学校。意欲的に学習に取り組む児童の姿勢に、ま

ずお褒めの言葉をいただき、また、若手教員の指導力向上に向

けた校内研修や研究授業の成果が、形となって現れてきている

という言葉もいただきました。１１月２０日、天羽中学校。生

徒と教師との関係がとても良く、生徒の話し合い活動も男女分

け隔てなく和やかで、コミュニケーション能力向上と道徳教育

に取り組んできた成果だと高い評価をいただきました。５校目

は、本日、湊小学校で行われています。次にスポーツ関係です。

１０月３１日、富津市中学校新人相撲大会が、大貫中学校相撲

場で市内全中学校の参加を得て開催されました。団体戦は１・
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池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

小柴課長 

２年生ともに富津中学校が優勝、個人戦では１年生は天羽中学

校の高田くん、２年生は富津中学校の地引くんが優勝しました。

また、団体優勝の富津中学校は、１１月１７日に袖ケ浦市で行

われた、千葉県新人総合体育大会相撲の部に出場し、第３位と

いう結果でした。１１月１３日、富津市小学校体操大会が富津

小学校体育館にて開催されました。市内小学校１２校全てが参

加しました。マット・鉄棒・跳び箱の三種目で、これまでの練

習の成果を発揮し、質の高い演技が見られました。他の項目に

ついて、１０月２９日、環小学校にて千葉県職業能力開発協会・

千葉県技能士会連合会主催による、ものづくり支援事業「手づ

くりみらい教室」が行われました。５・６年生児童２６名が、

アート・タイルモザイク、円形ミニ畳、鯵の舟盛り、銅板レリ

ーフ、木工本立ての５班に分かれ、プロの職人さんから直接手

ほどきを受けながら、夢中になって作品を作りました。１１月

７日、富津小学校にて「プロに学ぼう器楽クリニック」が行わ

れました。県内で活動している尺八・琴・三味線のプロの方１

１名が、５・６年生に楽器の紹介と説明、そして素晴らしい演

奏を披露してくださいました。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。１１月１

６日第４７回千葉県社会教育振興大会が千葉県総合教育センタ

ーで開催され、社会教育委員の小泉清治委員長と黒岩功
のり

充
みつ

副委

員長、深津幸三委員、森淳一委員４名が出席しました。次に、

１１月１７日に第３回市民文化教養講座が中央公民館多目的室

で開催され、鉄道ジャーナリスト梅原 淳先生を講師にお招き

し、『房総鉄道史～内房線・久留里線１００周年記念～』と題し

た講演を行いました。参加者は３４名でした。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２８日、
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池田委員長 

髙橋館長 

１１月１１日に吉野小学校及び富津小学校体育館におきまして

スポーツ・レクリエーション推進員によるニュースポーツ教室

が開催され８９名の参加がありました。教室の内容はドッヂビ

ーを実施し、ルール説明後スローイング・キャッチングの実技

指導を行った後、試合を行いました。次に１１月１６日に千葉

県民マラソン大会第１回運営委員会会議が４０１会議室で開催

されました。開催期日につきましては平成２５年３月３日（日）

に決定し、会場は総合社会体育館周辺で今回の大会で富津市で

は６回目の開催となります。会議では会長に富津市陸上競技協

会の藤井公夫氏、副会長には富津市体育協会の周東和之氏、富

津市観光協会の松本 孝氏が選出されました。今後、大会開催

に向けて交通規制等の検討をしていきます。次に１１月１８日

に総合社会体育館におきまして、第３７回富津市ママさんバレ

ーボール大会が渡辺教育長出席のもと開催され、１３チームの

参加がありました。大会結果は、優勝がフレンド、準優勝が環

クラブ、３位が佐貫クラブ、富津フェニックスでした。次に、

１１月２３日に第３１回市民ハイキングが富津市民の森周辺に

て予定されていましたが、雨天のため中止となりましたので、

関豊小学校体育館でスポーツ推進委員と事務局でニュースポー

ツの中のエスキーテニスの実技研修を行いました。以上でござ

います。 

はい。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。１１月１日から４日ま

での４日間、総合社会体育館・富津公民館・中央公民館・市民

会館において、富津市民文化祭２０１２を開催いたしました。

開催期間中の全会場での出演・出典者数は、３，９３６人、総

参観者数は、１５，０１８人でした。昨年と比較いたしますと、

出演・出典者数は１２人の増となりましたが、参観者数は１，

１４２人の減となりました。参観者数の減の主な理由は、昨年

より開催日数が１日少なかったことによるものと思われます。
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池田委員長 

小坂委員 

川名次長 

小坂委員 

川名次長 

池田委員長 

清水主幹 

池田委員長 

会場別では、総合社会体育館で６７５人、富津公民館で９，７

４９人、中央公民館２，８５７人、市民会館で１，７３７人で

ありました。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。 

はい。１１月２７日の富津市校長会議で、防災計画についての

議題をいただいて、この防災計画はどのような計画なのか伺い

たいと思います。 

はい。７月の校長会議におきまして、防災計画の暫定版を配布

しました。富津市の防災計画が出来ておりませんので、暫定版

ということです。それを学校で見ていただいて、文書で質問を

いただきました。その質問に対しまして、防災課・学校教育課

はどのように考えるのかを説明をいたしました。たとえば震災

が起きた時に、震度によってあらかじめ決めた場所に集合する

ようにした方が良いのではないかという質問もありましたので 

現時点での考え方を回答いたしました。また、配布した防災計

画暫定版をもとに、教職員に説明したり、計画書に記入しても

らうことを依頼しました。以上でございます。 

はい。震災対応をきちんとしておかないと困ると思いますので

引き続きよろしくお願いいたします。 

はい。 

はい。他に質問がございますか。私から質問をさせていただき

ます。教育センターの各課報告の中で、ものづくり支援事業「手

づくりみらい教室」ですが、これにつきましては、学校側で手

を上げるのか、それとも主催者側で指定されるのかお伺いいた

します。 

はい。これは７月の終わりに千葉県技能士会連合会の方に来て

いただいて、学校で可能な人数を伺いまして、所長と私で相談

しまして、環小学校で行うことになりました。 

はい。他に質問がございますか。無いようですので次に付議議
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川名次長 

池田委員長 

川名次長 

案に移ります。議案第１号平成２４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。議案第１号について、総括で説明させていただきます。 

議案第１号について、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。４ページをお開きください。１５款県

支出金、２項県補助金、８目教育費県補助金、３節中学校費補

助金８６千円の補正は、被災生徒就学支援等臨時特例交付金を

受け入れようとするものです。歳入予算要求合計額（節分）は

補正額８６千円の補正増で、計も８６千円です。次に歳出につ

いて説明させていただきます。５ページをお開きください。１

０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費の９１千円の補正

増は、児童・生徒管外委託料です。２項小学校費、１目学校管

理費の８，９１７千円の補正増は小学校１１校の緊急修繕料で

す。３項中学校費、１項学校管理費の５，１０５千円の補正増

は、５中学校の緊急修繕料です。４項社会教育費、１項社会教

育総務費の１７８千円の補正増は、事務補助員並びに社会教育

指導員の費用弁償です。５項保健体育費、２目給食管理費の２，

０７８千円の補正増は、１節報酬の事務局補助員の時間外報酬

５７千円と、１１節需用費の２共同調理場と３単独調理場の緊

急修繕料２，０２１千円です。歳出予算要求合計額（節分）、補

正前の額１，３８７，４２７千円、補正額１６，３６９千円の

補正増、計１，４０３，７９６千円です。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１号について質問がござ

いますか。私から質問させていただきます。歳入総括の中で、

被災生徒就学支援等臨時特例交付金の説明名称で、被災生徒就

学支援等交付金というのはどのようなことなのでしょうか。 

はい。３月１１日の東日本大震災の被災した方が、大貫中学校

に１人います。陸前高田市から避難して来たこの生徒に対して

色々な支援が行われており、このことに対して県から補助金が
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池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

交付されます。 

はい。分かりました。他に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。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２４年９月２８日か

ら１１月２日までの後援申請受付分につきましては、きみつ少

年少女合唱団会長山口耕司氏他５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。それでは、次回の会議日程でございますが１２月２１日

（金）午後４時より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。 


