
平成２４年５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５月３１日（木）

１３時３０分から１４時００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

○付議議案

議案第１号 平成２４年度教科用図書君津採択地区協議会委

員の選出について

議案第２号 富津市学校給食運営委員会委員の委嘱について

議案第３号 富津市社会教育委員の委嘱について

○報告事項

報告第１号 富津市学校評議員の委嘱について

報告第２号 平成２４年度市内小・中学校教職員数及び児童・

      生徒数について

報告第３号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第４号 富津市生涯学習推進協議会委員の委嘱について

報告第５号 後援申請について

５ 出席者名

宮田委員長、池田委員長職務代理者、小坂委員、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、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、進藤中央公

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、佐久間庶務係主査

６ 公開又は非公開の

別

一部非公開

７ 非公開の理由
富津市情報公開条例第２３条第１項第２号に該当

（理由）同条例第７条第５号に該当するため（議案第１号）

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５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 

榎本委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

こんにちは。５月の教育委員会定例会議を始めます。委員長報

告ですが、先日私は、他の教育委員さん、教育長さんと一緒に、

平成２４年度君津地方教育委員会連絡協議会総会等に出席しま

した。会議の内容等につきましては、特に報告することはあり

ませんが、その後行われた歓送迎会で、先日ご退任されました

稲葉元委員さんと話をする時間がありまして、色々話をしてい

る中で学校のホームページの話をされておりました。ご存知の

方は、多いと思いますが、稲葉さんは以前から小中学校のホー

ムページがあまり更新されていないことをご指摘されておりま

した。最近私も時々見せて頂いておりますが、かなり良くなっ

てきているのではないかと思います。でもまだ、平成２３年度

の内容のままである学校もありますので、稲葉さんの意思を継

ぐということではありませんが、各学校の先生方も大変だと思

いますが、せっかくここまで改善されておりますので、更によ

り良いホームページを作って頂ければと思います。私からは以

上です。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。資料１ページをご覧ください。ここに記載の行事は、１

か月の間に教育長の立場で出席した主な行事のうち、２ページ

の各課報告にないものです。一部について補足し、他の項目に

ついてはご覧いただくことで報告とさせていただきたいと思い

ます。５項目目の大会は毎年開かれている関東・全国に通じる

大会で、今回は近隣４市が会場市となり、本市の臨海野球場を

メイン会場として開かれています。３日日曜日にふれあい公園

球技広場で準決勝・決勝が予定されています。県内市町村代表

６３チームの中に、本市からは青堀少年野球クラブと天羽オー
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宮田委員長 

ルスターズが代表権を得て出場しましたが、残念ながらともに

１回戦で敗れました。近隣４市のチームも勝ち上がれませんで

した。６項目目に関してですが、市Ｐ連の会長校は大貫中から

富津小に替わりました。また７項目目の臨時市議会では、議長

に平野明彦議員、副議長に永井庄一郎議員、教育福祉常任委員

長に十川敬三議員、副委員長に平野政博議員が選出されていま

す。委員長からもお話がありましたが、１２項目目の地教連総

会にはお忙しい中全委員にご出席いただきありがとうございま

した。ご承知の通り、会長は木更津市の初谷教育長から君津市

の本吉教育長に替わりました。なお蛇足ですが、この協議会の

略称として君津地方の「地」をとって「地教連」と言うことが

よくあります。一方、１７項目目にある県の連絡協議会につい

ては、千葉県の千をとって「千教連」と略すことがあります。

耳では区別できず紛らわしいですがお含み置きください。１３

項目目の陸上競技大会は心配された暑さもさほど影響せず無事

終了しました。中学校区ごとにテントが並び、中学生のリード

で一生懸命応援するなど参加した子どもたちの態度が立派で、

小・中連携のよさが目立つ本市らしい素晴らしい大会だったと

思います。中学校の学校対抗では、天羽中が昨年に続いて男女

総合と女子で優勝、総合準優勝は大貫中、男子優勝は富津中で

した。なお、君津市を含めた支部小中学校陸上競技大会は、同

じく臨海陸上競技場で６月６日に行われます。１４項目目です。

「富津花火大会」は、昨年は震災の影響で行わず、「富津岬夏ま

つり」が実施されましたが、今年は従来通り７月２８日土曜日

に実施することが決まりました。１７項目目の千教連総会には、

私一人で出席させていただきました。その中で、控室でお話し

した通り教育委員研修会の開催日も決まりました。時期が来ま

したら担当者がご都合を伺わせていただきます。雑駁ですが、

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
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川名次長 

宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

藤江参事 

教育課お願いします。 

はい。学校教育課より報告します。５月１８日、学校給食セン

ター研究会第三地区総会を本市役所で開催いたしました。２３

年度事業を報告し、２３年度決算と２４年度の事業計画並びに

予算案について承認されました。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。５月１１日、４

０１会議室にて「特別支援教育推進チーム会議」を開催しまし

た。普通学級における特別な支援が必要な児童・生徒の実態の

把握と適切な支援のための指導助言を行うための巡回訪問の計

画を立てました。５月１６日、４０１会議室にて「第２回富津

市学力向上推進委員会議」を開催しました。基礎学力の定着を

図る方策検討部会・外国語活動と中学校英語科との円滑な接続

カリキュラム研究作成部会・小学校体育と中学校保健体育との

効果的接続カリキュラム研究作成部会の３専門部会に分かれ、

話し合いを行いました。５月１８日、４０１会議室にて「第１

回コンピュータ活用研究専門委員会」を開催いたしました。４

人の活用研究専門委員を委嘱し、夏季コンピュータ研修の内容

等について話し合いました。５月２２日、４０１会議室にて「研

究主任研修会」を開催しました。講師に市原市立市原中学校長・

前南房総教育事務所指導室長の泉水洋二先生を講師にお招き

し、「校内研修の進め方」というテーマで、教育事務所指導室時

代に管内各小中学校を計画訪問等で回られ、感じていらっしゃ

ったことやこれからの校内研修・校内研究についてのお話をい

ただきました。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上げます。５月８日

に千葉県文書館で平成２４年度市町村文化行政主管課長会議が

開催され、千葉県の文化振興施策及び事業の説明、国及び関係
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宮田委員長 

小柴課長 

機関の助成、文化財課所管の助成事業等についての説明があり

ました。次に、５月９日に南房総教育事務所で、君津地方視聴

覚教材センター運営委員会会議が開催され、昨年度の利用状況

や今年度の計画の説明がありました。次に、５月１１日に君津

合同庁舎で、君津地区青少年相談員連絡協議会総会及び市担当

職員合同会議が開催され、昨年度の事業・会計報告及び今年度

の事業計画・予算（案）などについて審議されました。また、

合同会議におきまして各市の平成２３年度事業報告、及び平成

２４年度事業計画等の説明がありました。次に、５月１３日に

富津公民館で富津市子ども会育成連絡協議会総会が開催され、

昨年度の事業報告・会計報告の後、今年度の事業計画・予算（案）

などについて審議がされました。次に、５月１６日に千葉県庁

で、市町村青少年行政主管課長会議が開催され、今年度千葉県

で実施される青少年関係事業の説明がありました。次に、５月

１６日に文化庁調査官並びに県文化財課職員による内裏塚古墳

群への視察が行われ、今後の古墳群の史跡指定や保存整備の方

針について指導を受けました。次に、５月１７日に第１回富津

市文化財審議会が第１委員会室で開催され、平成２３年度事業

結果や２４年度事業計画に関する審議、及び登録有形文化財「加

藤家住宅」などについての報告が行われました。次に、５月２

７日にホテル千成で、君津地方社会教育委員連絡協議会総会が

開催され、昨年度の事業報告・会計報告の後、今年度の事業計

画・予算（案）などについて審議がされました。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上げます。５月６日に富

津市ふれあい公園陸上競技場におきまして、第１９回富津市教

育長杯争奪少年サッカー大会が渡辺教育長出席のもと開催され

２２チーム・１４０名の参加があり実施されました。大会の結

果は、５年生大会の部優勝 佐貫ＳＣ・準優勝 青堀Ａ ・３位 Ｆ
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宮田委員長 

Ｃ天羽４年生大会の部優勝 青堀ｵﾚﾝｼﾞ・準優勝 ＦＣ富津・３位

青堀ﾚｯﾄﾞ、３年生大会の部優勝 青堀ｵﾚﾝｼﾞ・準優勝 青堀ﾎﾜｲﾄ・

３位 青堀ﾚｯﾄﾞ、２年生大会の部優勝 ＦＣ富津・準優勝 青堀ﾎ

ﾜｲﾄ・３位 青堀ｵﾚﾝｼﾞでした。同日、午後より君津市民体育館に

おいて第１回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会総会、実技

研修会が実施されました。総会では、平成２３年度事業報告、

決算、平成２４年度事業計画、予算について審議が行われまし

た。実技では富津市スポーツ推進委員の渡部まさ子氏が講師と

なりロコモティブシンドローム、日本語で（運動器症候群）と

言い、ご自身のからだの状態をチェックして心配があれば、ト

レーニングを始めるという講習会が実施されました。次に５月

２０日に第１８回健康ウォークラリー大会が佐貫中学校周辺を

会場に２３組８５人の参加があり実施されました。この大会は、

富津市スポーツレクリエーション推進員主催により主に佐貫の

花香谷地区に約４Ｋｍのコースを設定しクイズやゲームを楽し

む大会で、参加者は史跡めぐりをしながら、いい汗を流してい

ました。次に５月２７日に総合型地域スポーツクラブ・佐貫ク

ラブ総会があり、来賓として渡辺教育長ご臨席のもと、佐貫コ

ミュ二ティセンターで開催されました。佐貫クラブは発足して

一年が経過し２４６名が加入しているとのことで、平成２３年

度事業報告・決算、また、平成２４年度事業計画・予算につい

て審議が行われました。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。無いようですので次に付議議案に入りま

す。議案第１号平成２４年度教科用図書君津採択地区協議会委

員の選出については、（会議の公開）教育委員会会議規則第１３

条会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他

について、委員長又は委員の発議により、出席委員の３分の２

以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。と

あります。この件につきましては、秘密会としたいと思います
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川名次長 

宮田委員長 

藤江参事 

宮田委員長 

進藤館長 

が如何でしょうか。賛成の方は、挙手をお願いします。挙手全

員ですので議案第１号は秘密会とさせていただきます。議案第

２号富津市学校給食運営委員会委員の委嘱についてお願いしま

す。 

はい。議案第２号について、ご説明いたします。４ページをお

開きください。富津市学校給食運営委員会委員の依嘱につきま

しては、富津市議会代表委員の十川敬三氏の辞職により、その

後任委員として、この５月に開かれました平成２４年第１回富

津市議会臨時会において、平野英男氏が選出されたことにより、

その残任期間を依嘱するものです。以上でございます。ご審議

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

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号富津市社会教育委員の委嘱に

ついてお願いします。 

はい。５ページをご覧ください。議案第３号富津市社会教育委

員の委嘱について、説明いたします。議案第３号富津市社会教

育委員の委嘱についてですが、富津市小中学校校長会、富津市

ＰＴＡ連絡協議会、富津市老人クラブ連合会、富津市区長会の

代表者変更に伴う後任者の推薦及び学識経験者として３名を、

社会教育法第１５条第２項の規定により委嘱するものでありま

す。庄司智子氏から森千枝子氏まで７名について委嘱しようと

するものでございます。なお、任期は前任者の残任期間の平成

２５年３月３１日までの期間となります。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。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。続いて議案第４号富津市公民館運営審議会委

員の委嘱についてお願いします。 

はい。６ページをご覧ください。議案第４号富津市公民館運営
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宮田委員長 

髙梨主幹 

宮田委員長 

髙梨主幹 

宮田委員長 

審議会委員の委嘱について、説明いたします。学識経験者３名

について欠員が生じましたので、社会教育法第３０条第１項及

び富津公民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条例第１

６条第３項の規定により委嘱しようとするものであります。藤

平俊雄氏、石井光一氏、渡辺早苗氏の３名でございます。なお、

任期は前任者の残任期間の平成２５年３月３１日までの期間と

なります。よろしくご審議お願いいたします。以上でございま

す。 

はい。ありがとうございます。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。次に報告事項に入ります。報告第１号富津市

学校評議員の委嘱についてお願いします。 

はい。報告第１号について、ご説明いたします。８ページをご

覧ください。青堀小学校学校評議員永田武憲氏以下延べ８０名

を委嘱いたします。２校兼任者が６名いらっしゃいますので、

実人数は７４名です。なお、今年度は新規に３２名の方に委嘱

をいたします。以上でございます。

はい。ありがとうございます。報告第１号について質問がござ

いますか。無いようですので報告第２号平成２４年度市内小・

中学校教職員数及び児童・生徒数についてお願いします。 

はい。報告第２号について、ご説明いたします。平成２４年度

市内小中学校教職員及び児童生徒数を５月１日現在、学校基本

調査に基づき別紙のとおり認定したのでご報告いたします。

１２ページをご覧ください。教職員は、小学校２０１名、中学

校１１２名の３１３名であり、昨年度比較で２名の減です。児

童数２，０１５名、生徒数１，２０３名、計３，２１８名です。

昨年度と比較しますと、児童数で８７名減、生徒数で３１名減、

合計１１８名減であります。以上でございます。

はい。ありがとうございます。報告第２号について質問がござ

いますか。無いようですので報告第３号富津市青少年問題協議
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藤江参事 

宮田委員長 

藤江参事 

宮田委員長 

岩名課長 

会委員の委嘱についてお願いします。 

はい。１３ページをご覧ください。報告第３号、富津市青少年

問題協議会委員の委嘱について申し上げます。富津市青少年問

題協議会委員の委嘱についてですが、報告理由にもありますと

おり、小学校、中学校、高等学校、区長会、ＰＴＡ連絡協議会、

子ども会育成連絡協議会、市議会から代表について変更があり、

後任者の推薦がありましたので、富津市青少年問題協議会設置

条例第３条第４項及び第４条第１項により、富津市長が委嘱し

たものであります。穐山三喜雄氏から十川啓三氏まで７名のと

おりでございます。任期は、前任者の残任期間の平成２６年５

月３１日までの期間となります。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。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号富津市生涯学習

推進協議会委員の委嘱についてお願いします。 

はい。１５ページをご覧ください。報告第４号、富津市生涯学

習推進協議会委員の委嘱について申し上げます。富津市生涯学

習推進協議会の委嘱についてですが、報告理由にもありますと

おり、小学校、中学校、富津市老人クラブ連合会、富津市ＰＴ

Ａ連絡協議会、富津市議会から代表について変更があり、後任

者の推薦がありましたので、富津市生涯学習推進協議会設置要

綱第３条第２項及び第４条により、富津市長が委嘱したもので

あります。石川隆氏から十川敬三氏まで５名のとおりでござい

ます。任期は、前任者の残任期間の平成２６年６月３日までの

期間となります。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。報告第４号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第５号後援申請につい

てお願いします。 

はい。報告第５号後援申請について。平成２４年４月１０日か

ら４月２６日までの後援申請受付分につきましては、東華書展

開催実行委員会代表齋藤華秀氏他６件を別紙のとおり承認しま
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宮田委員長 

岩名課長 

宮田委員長 

小坂委員 

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上げ

ます。今回で３回目となる局所的な場所の測定は、市内各小中

学校、旧関南小学校及び市内３幼稚園の計２１箇所の大気中の

放射線量を行いました。 

 測定日は、平成２４年５月７日(月) 

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、施設の局所的な場所を、地上から５０ｃｍ及び

１ｍのそれぞれの高さで、１分間放置後の安定した値を測定し

ました。その結果は、最低値が関豊小学校等の毎時０．０６マ

イクロシーベルト、最高値が明澄幼稚園の毎時０．１７マイク

ロシーベルトでした。前回（１月２７日）の測定値では「富津

市放射性物質除染計画」の目標値「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。」を超えていた測定地点が２箇所ありましたが、今回の測

定では、すべての施設で目標値を下回っている結果となりまし

た。放射性線量測定は、今後も定期的に行いたいと考えており

ます。なお、文部科学省が校庭、園庭の大気中の空間線量率の

目安と定めている値は、毎時１マイクロシーベルトとなってお

ります。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。 

はい。今の空間放射線量の測定結果を聞きまして安心しました

が、出来ましたら子どもたちが日頃遊んでいる場所など、毎月

１回測定場所を変えて測定して頂ければと思いますが如何でし

ょうか。 
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岩名課長 

小坂委員 

藤平部長 

小坂委員 

宮田委員長 

岩名課長 

宮田委員長 

はい。今の質問ですが校庭とかと言うことでしょうか。 

はい。子どもが家に帰ってからよく遊んでいる場所、地域の公

園とかを測定して頂ければと思いますが如何でしょうか。 

はい。今それぞれ報告申し上げましたが、教育委員会所管の放

射線量の測定結果でございまして、縦割り行政でまことに申し

訳ございませんが、子どもの遊び場は子育て支援課、あるいは

都市公園で、その所管は街づくり課になりますが、それぞれ所

管している担当課で測定しております。私の理解しているとこ

ろでは、学校につきましては、おおむね解決し除染は行われて

いると理解しております。 

はい。分かりました。 

他にありますか。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、６月２１日

（木）午後１時３０分より５０３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。 


