
平成２４年６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６月２１日（木）

１３時３０分から１４時０５分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎５階５０３会議室

４ 審議等事項

○付議議案

議案第１号 富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命

について

議案第２号 富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

      一部を改正する規則の制定について

○報告事項

報告第１号 富津市教育委員会事務部局職員の人事異動につ

      いて

報告第２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、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、進藤中央公民館館長兼事業係長、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６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 

池田委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

こんにちは。６月の教育委員会定例会議を始めます。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

池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ページ上部に記載した行事関係についてのうち、

４項目目の市Ｐ連表彰式では、各学校で昨年度ＰＴＡ会長を務

められた方等に、例年同様、教育委員会からも教育長感謝状を

お渡しさせていただきました。宮田委員長と小坂委員にもご出

席いただきありがとうございました。他の項目についてはご覧

ください。次に下に記載した議会関係についてです。教育委員

会委員の任命に関する議案２件は池田委員と渡辺の再任に関す

る議案です。明日最終日に採決の予定です。一般質問について

は、部長と私、そして一部市長の答弁の概要をご報告します。

今回は登壇した５議員全員から教育に関係する質問がありまし

た。そのうち、通学路の安全に関する質問が、石井議員・岩本

議員・松原議員からなされました。４月以降、全国で子どもた

ちが被害者となる交通事故が続発したことを背景とした質問で

す。通学路の安全は、交通安全はもちろん、犯罪からの安全、

災害からの安全を含めた３つの視点から検討される必要があり

ます。交通安全についても、学校が地域の皆様や関係機関の協

力を得ながら日ごろから行っている登下校指導や交通安全教室

などのソフト面の対応と、歩道の整備やカーブミラーの設置な

どのハード面の対応が必要です。特にハード面については、多

くの場合教育委員会には当事者能力がありません。「通学路」と

は言っても、実態は市民の生活道路です。したがって、様々な

要望などに対しても、今後も関係部局等と連携して対応しなけ

ればならないとの基本的な考えを持って答弁しました。また、
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宮田委員長 

岩名課長 

石井議員と松原議員にはバス通学の児童数などのデータもお伝

えしました。石井議員の小中学校の現状についての質問には、

昨年度より１１８人減って３，２１８人になった市内児童生徒

数は今後さらに減り、小規模校が増えていく傾向を示すデータ

を紹介しながら、市内では小・中学校の連携や地域との連携に

よる創造的な教育活動が多数行われている実態なども紹介しま

した。佐久間議員からは内裏塚古墳群や飯野陣屋跡等の活用に

関する質問がなされました。市内の史跡等は大半が民有地であ

ることなどの難しさがありますが、今後も地域の方々と連携し、

将来に向けた整備の方法を検討したい旨を答えました。藤川議

員の質問には、市場に出回っている食材の安全が学校給食の安

全を担保することや、学校給食においては、様々な検査結果等

を参考にして食材産地を慎重に選んで発注していること、そし

てその実態については、昨年秋、２カ月にわたって保護者にお

知らせしたこと、その上でさらに万全を期して、県の検査機器

を活用した放射線量検査やその結果公表などに今後も取り組ん

でいくことなどについて答えました。ページ一番下に記載した

請願２件は、今年度も「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援

する教育関係団体千葉県連絡会」から提出されたもので、県内

すべての市町村教育委員会や小・中・高の校長会・教職員団体

などの統一した要望です。教育福祉常任委員会では採択すべき

ものとされましたが、これも明日最終日に、富津市議会として

の結論が出されることになっています。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。６月１日に４校４棟の耐震

補強設計業務委託並びに１校１棟の工事の入札が行われまし

た。大貫小学校普通教室棟（増築棟）耐震補強設計業務委託は、

㈱日建綜合設計が 4,410,000 円で落札、湊小学校屋内運動場耐
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宮田委員長 

川名次長 

宮田委員長 

震補強設計業務委託は、㈲荒井設計事務所が 9,870,000 円で落

札、佐貫中学校技術室棟耐震補強設計業務委託は、㈲Ｕ建築設

計事務所が 3,465,000 円で落札、天羽中学校技術室棟耐震補強

設計業務委託は、㈲Ｕ建築設計事務所が 4,305,000 円で落札し

ました。業務概要は、４件とも耐震診断の再評価、耐震補強計

画及び補強に伴う改修の設計積算、構造計算、第３者機関への

耐震診断・耐震補強計画の総合評価判定等です。履行期間は、

大貫小・佐貫中・天羽中学校が平成２４年６月８日から平成２

４年１１月３０日、湊小学校が平成２４年６月８日から平成２

４年１２月２１日です。金谷小学校アスベスト除去工事は、㈱

大平建設が 4,252,500 円で落札しました。工事概要は、吹付け

アスベスト含有建材除去 92.5 ㎡ 天井・梁型 EP 塗り 92.5 ㎡

附帯電気設備工事１式 その他工事１式です。履行期間は、平成

２４年６月８日から平成２４年９月２８日です。次に、６月７

日に１校１棟の工事の入札が行われました。天神山小学校アス

ベスト除去工事は、岡田建設㈱が 56,700,000 円で落札しまし

た。工事概要は、吹付けアスベスト含有建材除去 1,314 ㎡ 天

井・梁型 EP 塗り 1,314 ㎡ 附帯電気・機械設備工事１式 その他

工事１式です。履行期間は、平成２４年６月１４日から平成２

４年９月２８日です。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。学校教育課より報告します。６月５日、学校警察連絡委

員会全体研修会を開催しました。前段で、今年度の諸計画、役

員を協議し、続いて、富津警察署 元広生活安全課長から県下、

市内の犯罪の現状に触れながら、講話をいただきました。環小

学校長 今井委員長のもと、富津市の子どもたちの健全な育成を

願い、学校警察連絡委員会平成２４年度の活動がスタートしま

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。 
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川田所長 

宮 田 委 員 長

藤江参事 

はい。教育センターの各課報告をいたします。６月１日、４０

１会議室にて｢特別支援教育コーディネーター研修講座｣を開催

しました。各校の特別支援コーディネーターが参加しました。

講師に県立館山総合高等学校教頭の渡辺あけみ先生を迎え、「グ

ループに分かれ演習形式で、身辺に起こりうる特別支援教育の

問題点」について研修をいただきました。６月７日、４０１会

議室にて「特別支援教育連携協議会」を開催しました。市内の

保育所・小中学校・関係部署の取り組みについて、情報交換を

しました。６月８日、富津臨海陸上競技場において「君津支部

小中学校陸上競技大会」が行われました。中学校は、得点によ

る学校対抗形式で行われており、本市の天羽中学校が女子優勝、

男子準優勝、男女総合準優勝。大貫中学校が男女総合第３位、

富津中学校が男女総合第４位の結果でした。個人では、男子９

名、女子６名が県標準記録を突破し、県大会出場の資格を獲得

しました。小学校では、吉野小の鎌田和花奈さんが女子８０ｍ

Ｈで、大会タイ記録で優勝するなど、健闘していました。６月

１９日、天神山小学校にて「南房総教育事務所指導室計画訪問」

が行われました。指導主事の方からは、先生たちの説明がとて

も丁寧で、良いのだが、やや時間をかけすぎではないかとの指

摘もありましたが、子どもたちは、とても落ち着いて、熱心に

学習に取り組んでいる。学習の場としての教室環境等もとても

整備されている等のお誉め評価をたくさん頂きました。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。６月１日

に県中央図書館で、公共図書館協会総会が開催され、平成２３

年度事業、決算及び平成２４年度事業計画及び予算について審

議されました。６月２０日に５０２会議室で、平成２４年度第

１回富津市社会教育委員会議が開催され、平成２４年度社会教

育事業の概要についての協議が行われました。以上で、生涯学
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宮田委員長 

小柴課長 

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。６月３日に総

合社会体育館におきまして、第３０回記念ＦＴＳ杯争奪少年剣

道大会及び君津地区スポーツ少年団剣道交流大会が４０８名の

参加があり、個人戦が行われました。小学生の部では、４年生

以下女子で佐貫清心会の榎本凛香さんが優勝、６年生男子で佐

貫清心会の勅使河原文弥君が優勝しました。中学生の部では、

１年男子で佐貫中学校の澤邉亮太君が優勝、２年男子で佐貫中

学校の新納 侃君が優勝、佐貫中学校の矢谷正朗君が３位、３

年生男子で佐貫中学校の勅使河原龍弥君が準優勝、３年女子で

佐貫中学校の出口ななみさんが優勝、天羽中学校の加藤南美さ

んが準優勝、天羽中学校の加藤瑠香さんが３位でした。次に６

月１０日、佐貫運動広場において「県民の日」記念第２９回グ

ラウンドゴルフ大会が１０２名の方が参加し実施されました。

一般男子の部では、優勝・野中玄一さん、準優勝・茂木 茂さ

ん、３位・茂木 忠さん、一般女子の部では優勝・石井英子さ

ん、準優勝・平川敏子さん、３位・牧野茂子さんでした。参加

者は好天に恵まれいい汗を流していました。次に６月１０日に

総合社会体育館におきまして「県民の日」記念第２９回バドミ

ントン大会が２８９名の参加があり小学校、中学校、一般の試

合が実施されました。次に６月１３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委嘱状交付式、第１回会議が

行われました。委嘱状交付式では、佐久間市長から２７人の実

行委員に委嘱状を交付いたしました。その後、会議が開催され、

委員長にはスポーツ推進委員の荒井須美夫氏、副委員長にはス

ポーツレクリエーション推進員の宮内和男氏と連合婦人会の大

野泰代氏が選出されました。今後、スポーツフェスタ開催に向

け検討していきます。次に６月１７日に富津中学校武道場にお

きまして、第１９回ＦＴＳ杯争奪少年柔道大会が１３４名の参
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宮田委員長 

川名次長 

宮田委員長 

池田委員 

川名次長 

池田委員 

川名次長 

宮田委員長 

加があり実施されました。実施種目は、午前中に中学生の団体

戦、午後には小学生及び中学生の個人戦が実施されました。団

体戦では富津中学校が準優勝でした。以上でございます。 

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

富津市学校給食運営委員会委員の委嘱及び任命についてお願い

します。 

はい。議案第１号をご説明いたします。４ページをご覧くださ

い。 平成２４年６月３０日をもって、富津市学校給食運営委員

会の現委員の任期が満了となるため、表に記載されている平野

英男氏以下１０名に平成２４年７月１日から平成２６年６月３

０日までの２年間、委員を委嘱及び任命しようとするものです。

以上でございます。ご審議、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１号について質問がござ

いますか。 

はい。議案とは直接関係の無い質問ですが、よろしいでしょう

か。学校給食についての収納率ですが、富津市は他市町村と比

べ非常に高い収納率を挙げていると思いますが、平成２２年度

で９９．５％近い収納率だと思いますが、平成２３年度の収納

率の状況についてデータがありましたら教えていただきたいと

思います。 

はい。平成２３年度の収納率は、９９．５８％になっておりま

す。以上でございます。 

はい。昨年度よりも収納率は、上がっているという状況でしょ

うか。 

はい。今手元にある資料ですが、１２月分までの調定額に対す

る収納率でございまして、ここまでで一応９９．５８％で、３

月末までの収納率は、今手元に資料がございませんので後程報

告させて頂きます。 

はい。他に質問がございますか。無いようですので議案第１号
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川名次長 

宮田委員長 

岩名課長 

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２号富津市私

立幼稚園就園奨励費補助金交付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号をご説明いたします。５ページをご覧くださ

い。 議案第２号は、国庫補助限度額の改定により、私立幼稚園

就園奨励費補助金の金額を改正しようとするものです。具体的

に説明いたしますので、７ぺージの富津市私立幼稚園就園奨励

費補助金交付規則 新旧対照表をご覧ください。左側の「現行」

中段、第２条第１号の表 補助金の対象となる保護者の世帯と、

同表 補助金の額の欄中、アンダーラインのある金額を、右側の

「改正案」の同じくアンダーラインのある金額に改正します。

次に９ページをご覧ください。同じく、左側の「現行」中、ア

ンダーラインのある金額を、右側の改正案の金額に改正します。

次に、１０ページの別記にアンダーラインのある第２号、第３

号、第５号様式ですが、添付してありませんが、それぞれ補助

金の交付申請書、決定通知書、実績報告書であり、先ほどの金

額の改正に伴って、金額を改正します。なお、附則といたしま

して、改正後の規則は、平成２４年度の予算に係る補助金から

適用する。以上でございます。ご審議、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。次に報告事項に入ります。報告第１号富津市教

育委員会事務部局職員の人事異動についてお願いします。 

はい。報告第１号富津市教育委員会事務部局職員の人事異動に

ついて。富津市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２３条第１項第３号の規定により、事務部局職員

の人事異動を別紙のとおりとする。資料１２ページをご覧くだ
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宮田委員長 

岩名課長 

宮田委員長 

小坂委員 

川名次長 

さい。平成２４年６月１５日付にて、教育部中央公民館庶務課

から教育部市民会館庶務課へ村石義春が、教育部市民会館から

総務部行政管理課へ中村勝美が人事異動となりましたので報告

します。以上でございます。

はい。ありがとうございます。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５月８日から

５月３０日までの後援申請受付分につきましては、かずさジュ

ニアオーケストラ団長徳尾和彦氏他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。質問が

ございますか。 

はい。庶務課の報告にありましたが学校の耐震補強工事が平成

２５年度に完了するということで、安全・安心な学校施設造り

が一番の課題でしたので、大変よかったと思います。平成２３

年３月１１日の東日本大震災についての取り組みがなされてい

ることと思いますが、防災計画や防災対策についての今後の取

り組みについてお伺いさせて頂きます。 

はい。３月１１日以降の学校の取り組みについてご説明させて

頂きます。子どもたちが震災の映像を見て、相当ショックを受

けておりまして、子どもたちに、内閣総理大臣及び文部科学大

臣からのメッセージ、新学期を迎えるみなさんへというメッセ

―ジを頂いております。一番最後の所を読み上げますが、私た

ちも全力で、皆さんの支援に取り組みます。本当の幸せを求め

て、一緒に歩んでいきましょう。内閣総理大臣 菅 直人 文部科

学大臣 髙木義明。ということで、子どもたちの心のケアをいた

しました。そして４月になりまして計画停電がありました。子

どもたちの登下校で、信号も止まってしまうということで、先

生方に街角に立って頂いたり、ＰＴＡの方々の応援を頂きなが

ら、安全の確保を図りました。更にこれからの防災教育のため
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小坂委員 

宮田委員長 

池田委員 

川名次長 

で、文部科学省や県教育委員会からの資料で先生方に研修して

頂きました。そして更なる安全・安心のために、子どもたちを

指導して頂きました。更に各学校では、避難経路の緊急点検を

行っていますし、当日帰宅困難者が、一晩泊まった金谷小学校

では、海に近く津波の危険があるということで、あの津波以降、

屋上への避難訓練を何回かやっております。それから富津小学

校でございますが、非常に標高が低いということで、富津保育

園の子どもたちを富津小学校の高学年が面倒を見ながら合同で

なるべく高い所へと避難する訓練もしております。それから大

貫小・中学校でも、小学校の子どもたちが、中学校の３階に避

難する訓練を昨年に引き続き、すでに終了しました。また、ミ

ニ集会に出前講座で防災課のスタッフに来て頂き、地域の方々

と学校とが一緒に防災に取り組んでいます。富津市小中学校防

災計画を７月の校長会議に出そうということで、防災課と情報

交換をしております。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

はい。分かりました。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。只今の質問と関連するのですが、富津市第３次基本計画

が平成２３年度からスタートしていると思いますが、その中で

各地域の自主防災組織の取り組みが挙げられていたと思います

が、各地域で自主防災組織を立ち上げていて、その地域の自主

防災組織と学校の子どもたちの防災との係わり方について、質

問させて頂きます。 

はい。学校は子どもたちを預かっておりますので、最優先で子

どもたちの安全を図ります。地域の自主防災組織ですが、例え

ば防災の日に、地域の方々が集まって、炊き出しの訓練をして

震災に備えている地区もあるようです。地域の自主防災組織と

具体的な連携は図られていないのが現状ですが、市民の方々が

学校に避難してきた時には、市民の方々の安全確保に努めてま
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池田委員 

宮田委員長 

岩名課長 

宮田委員長 

いります。それが夜とか早朝とかで学校に職員が不在の時は、

地域の区長さんに貸し出す鍵で対応してもらうことになりま

す。今後、担当課と協議し、学校と連携する中で、自主防災組

織との具体的な連携のあり方を探り、対応してまいりたいと考

えます。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

はい。 

はい。他に質問がございますか。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、７月２６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

頂きます。 


