
平成２４年９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９月２７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

○報告事項

報告第１号 平成２４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

報告第２号 平成２４年度富津市内小学校修学旅行の計画に

      ついて

報告第３号 笹毛・加藤家住宅主屋の国登録有形文化財官報

      告示について

報告第４号 平成２５年富津市成人式の期日について

報告第５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、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、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９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 こんにちは。委員長報告を兼ねてご挨拶申しあげます。今月５

日に千葉県総合教育センターにおいて教育委員研修会があり、

渡辺教育長を含め教育委員の皆さん全員と岩名庶務課長とで参

加してまいりました。私は所用により午後の分科会から参加し

ました。テーマは、教育委員会の点検・評価についてです。こ

こでは、県教育庁の大塚教育立県推進室長から県教育委員会の

点検・評価の取組について説明があり、また、市川市教育委員

会より点検・評価の実践発表がありました。先ず、県の点検・

評価の実施状況について、①教育委員の活動実績、②教育委員

会主要施策の実施状況等の評価、③有識者からの意見の３つの

基本構成をもとに点検・評価が行われていることの説明があり

ました。県の点検・評価の手法の特徴として、①数値目標が掲

げられていること、②行程表・グラフ等が用いられていること

が挙げられます。これにより、教育振興基本計画の進捗状況や

強みと弱みが視覚的に分かり易くなり、また、ＰＤＣＡサイク

ルのＡＣＴ（改善）の機能が強化され、課題克服のための施策

が明確になってきたこと等が成果として挙げられるとのことで

した。一方、課題としては、数値目標の指標が保護者アンケー

トに基づく保護者の満足度を採用しておりますが、それを最終

指標としていいものか、生徒の満足度をどう反映させるかとい

う点、さらに、教育委員会の点検・評価の結果を各学校の運営

改善にどのようにつなげていくかが課題とされるとのことでし

た。次に、市川教育委員会の点検・評価の実践発表についてで

すが、点検・評価の方法として、内部評価（第一次評価）と外

部評価（第二次評価）の二次的評価方法を採用している点に特

徴があります。前者は、教育委員による点検・評価を含め内部

評価委員会による内部の評価であり、後者は１０名の学識経験

者によって組織される市川市教育振興審議会において内部評価
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小坂委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

の客観性を確保するため、その妥当性を評価するものです。 

教育委員会の点検・評価の方法は、当然、行政規模や教育委員

会事務局の組織、人員体制により異なってしかるべきと思いま

す。ただし、点検・評価の大切な点は、７月の定例会でも申し

あげましたが、点検・評価という作業を通じて、ＰＤＣＡサイ

クルを実践し、より効果的な教育行政施策を展開することにあ

ると思います。今回の研修の最後のまとめで、県の金本教育委

員が仰っていた教育委員会の点検評価は、それが「子どもたち

の為に役立っているか」という視点を忘れてはならないという

言葉が印象に残りました。我々、非常勤の教育委員も、皆さん

とともにどうしたら教育委員会の点検・評価を学校の運営改善、

ひいては子どもたちの健全な成長に結びつけることが出来るの

か、その手法を含めて一緒に考えさせていただきたいと考えて

おります。それでは、只今より、９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小坂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。このあとの各課報告にあ

るものの外に、今回私が出席した主な行事は、ご覧の通り１項

目のみですので、議会の報告だけをさせていただきます。大貫

中学校自転車置場新築工事、学校へのシステムエンジニア配置、

中央公民館の地下重油タンク修繕関係を含めた平成２４年度一

般会計補正予算案は、全員賛成で可決されました。これについ

ては後ほど報告があります。一般質問では４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、２５年度完了予定の校舎等耐震

化工事の中で、天井材や照明器具などの非構造部材の耐震化に

ついても可能な限り取り組んでいること、生徒指導上の問題等

は以前に比べて改善傾向にあるものの、いじめはいつどこでで
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も起こり得るとの認識も持って子どもたちの人間関係づくりな

どに努めたいこと、市が独自に配置している指導補助教員等の

雇用形態に関すること、県運動能力証受章率もきわめて高く成

果を挙げている学校体育は、今後も社会体育団体とも協力して

体育振興に寄与していくべきこと、体育協会や総合型地域スポ

ーツクラブなど地域の関係団体の存在意義や主体性を尊重しな

がら、行政の立場から今後も体育振興に努力すること、教育委

員会の点検・評価や学校評議員制度にも改善を加えながら今後

も有効活用に努めていくこと、などについて答えました。質疑

の中で、議員からは学校における部活動指導者の取り組みに差

がないか、学校ホームページや教育委員会の点検・評価などに

教育委員の指導が活かされているのか、レイマンコントロール

の意識を持ってほしい、などの指摘を受けました。鈴木議員の

質問には、いじめかどうかの判断はいじめられた側に立って行

われていること、いじめは未然防止と早期発見、迅速で適切な

対応が大切であること、命の大切さなどの日常の指導と、教育

相談体制の充実やスクールカウンセラー配置などの環境整備に

も努めていること、場合によっては学校が警察の協力を得るこ

とに躊躇はしないこと、ただしその際には子どもたちの心情へ

の配慮が必要と考えていること、いわゆる「隠ぺい体質」につ

いて、私たちは明らかな事実を自らの保身のために隠すような

ことは決してしないこと、ただし、学校における問題は多くの

場合子どもが当事者なので調査等には慎重を期すべきであるこ

と、ネットいじめ等に関して学校は今後も関係機関等の協力も

得て努力すること、そして、この点については家庭の意識こそ

最重要であること、などについて答えました。通学路について

の質問には建設部とともに答えました。学校・市教委・市・県・

国・警察による８月の緊急点検を経て、各関係機関それぞれが

連携しながら随時改善に取り組むこと、すでに改善し終えた所

以外についても今後予算確保等に努めること、また、当面は通
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池田委員長 

岩名課長 

学路の変更等で対応する場合もあること、その際には保護者の

協力も得られるよう努力すること、などについて答えました。

なお、通学路に関しては、この教育委員会会議終了後の委員協

議会の場で少し詳しく報告させていただきます。藤川議員の質

問には、本市の奨学金制度の概要を近隣三市と比較して答えま

した。佐久間議員の質問には、市内小学校で計１４３時間、和

楽器や茶・華道、読み聞かせ、外国語活動などの指導をしてく

ださっている特別非常勤講師の皆様をはじめ、田植え、縄ない、

地域の産業、伝統芸能、武道を含むスポーツ指導、キャリア教

育や職場体験、福祉教育、薬物乱用防止教育、環境美化ボラン

ティア等のために、多くの地域の皆様が学校に協力してくださ

っていることを紹介し、今後も学校にとっても地域にとっても

互いに無理のない範囲でご協力いただくよう努めたい旨答えま

した。教育長報告は以上です。 

はい。ありがとうございます。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２１日に３校３棟の耐

震補強工事の入札が行われました。飯野小学校屋内運動場耐震

補強工事は、㈱小島建設が 87,570,000 円で落札しました。工事

の概要は、屋根面ブレース補強２箇所・渡り廊下改築 40.75 ㎡・

照明器具改修一式・その他附帯工事一式です。大貫小学校屋内

運動場耐震補強工事は、㈱小島建設が 92,977,500 円で落札しま

した。工事の概要は、壁面ブレース補強１８箇所・屋根面ブレ

ース補強３０箇所・間柱取替１０箇所・照明器具改修一式・そ

の他附帯工事一式です。天羽東中学校屋内運動場耐震補強工事

は、伊東建設興業㈱が 93,555,000 円で落札しました。工事の概

要は、屋根面ブレース補強６３箇所・下弦材補強３２箇所・耐

震スリット２箇所・照明器具改修一式・その他附帯工事一式で

す。工期はいずれも、平成２４年８月２２日から平成２５年１

月３１日までです。次に、９月５日に平成２４年度千葉県市町
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池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

川田所長 

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、５名の教育委員が出席されました。研

修の内容は、午前中に「教員の資質向上のための研修制度の在

り方」について～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「教育委員会の

点検・評価について」、第２分科会では「安全対策について」、

第３分科会では「道徳性を高める教育について」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。学校教育課から報告いたします。９月１３日に竹岡・金

谷、２０日に飯野・青堀の各小学校を南房総教育事務所長が訪

問いたしました。４校ともに校舎内外の環境整備も整う中、学

習に取り組む子どもたち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。次に９月１４日に

峰上地区区長への再配置構想説明会を関豊シニア館で開催いた

しました。当日は、環・関豊地区区長さん１５名の出席をいた

だきました。関豊小と環小との統合について、環地区の区長さ

んは異論はなし、そして、関豊地区の区長は、一旦、地区に持

ち帰ることとなりました。今後は、関豊地区の区長さんと連絡

を取り合い、検討していくこととなります。９月２６日に学校

評議員全体研修会を市役所大会議室で開催しました。当日は、

評議員と教頭、合わせて６０名の出席を得て、学校評議員の制

度を確認したのち、天羽中学校市川校長の講演をいただき、研

修を深めました。なお、記載してはおりませんが、９月に３小

学校と５中学校の運動会・体育祭が開催され、無事終了いたし

ました。３小学校の運動会が残っています。以上でございます。

はい。ありがとうございます。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。９月１５日に君
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池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

小柴課長 

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。時折小雨が降る中、選手は自己新記録を目指し

て懸命に競技に取り組んでいました。富津市の中学生は、男子

種目１３種目中８種目に優勝し、その内、リレー１組の他４名

が県標準記録を突破しました。さらに大貫中学校の藤平尚真く

んが走高跳で大会新記録を出しました。女子は、１０種目中４

種目に優勝し、その内２人が県標準記録突破を果たしました。 

各課報告には記載がありませんが、９月１９日市長応接室にお

いて、ＪＯＣカップ全日本小学生相撲優勝大会関東ブロック大

会３位の成績で、１２月２日国技館で行われる全国大会へ出場

する湊小学校５年生の佐藤宜之くんの市長への報告会を行いま

した。また、９月１９日君津教育会館で行われました、君津地

方中学校英語コンテストにおいて、天羽中学校が君津支部総合

（学校賞）「準優勝」・佐貫中学校が「第３位」の成績を収めま

した。総合の部は、１年暗唱の部・２年暗唱の部・３年暗唱の

部・スピーチの部の各入賞者の合計点で順位が競われるもので

す。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。生涯学習課から報告申しあげます。８月２４日に５０２

会議室で、第２回富津市文化財審議会が開催され、第７次指定

候補物件及び継続審議物件、指定要望物件について審議されま

した。また８月１３日に官報告示された国登録有形文化財、加

藤家住宅（笹毛）の現地視察を行いました。９月５日に、国登

録有形文化財に登録されました笹毛加藤家住宅において、登録

有形文化財登録証書及びプレートの伝達式を行いました。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１３日に

千葉県庁中庁舎におきまして、ちばアクアラインマラソン実行

委員会第５回総会が開催されました。総会では、報告５件、議
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池田委員長 

川名次長 

事６件、議案は全て原案のとおり承認されました。参加者数に

ついては、エントリー数１５，８１１人で内訳は一般ランナー

１５，６８１人、招待選手１人、ゲストランナー４３人、市民

マラソン招待８６人で、ロンドンパラリンピック日本代表の車

いす選手花岡・樋口氏先導にてスタートされます。競技役員は、

千葉陸上競技会約５００人ボランティア・大会運営員約４，５

００人、警備員・係員１，６４１人で実施されます。次に９月

１３日同日に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回会議を開催しテント等の配置及び来月３日に実

行委員・競技役員全体説明会における説明内容の確認を行いま

した。また、雨天の場合には中止となります。以上でございま

す。 

はい。ありがとうございます。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報告事項に入りま

す。報告第１号平成２４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２４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、富津市議会において議決されまし

たので、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、２節教育総務費補助金の２，

４０７千円の補正、県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助

金です。次に、２１款市債、１項市債、７目教育債、２節中学

校債の１２，７００千円の補正増は、学校教育施設整備事業債

です。自転車置場新築に充当するための起債です。歳入予算合

計の補正額は、１５，１０７千円の補正増です。次に歳出につ

いて説明させていただきます。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、１３節委託料の

２，４０７千円の補正は、県緊急雇用創出事業臨時特例基金事

業を利用したＳＥ配置事業委託料です。次に、３項中学校費、
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池田委員長 

進藤館長 

池田委員長 

髙梨主幹 

１目学校管理費、１５節工事請負費の１７，０００千円の補正

は、大貫中学校自転車置場新築工事です。そして、４項社会教

育費、３目公民館費、１１節需用費（修繕料）の３，０００千

円の補正増は、中央公民館の地下重油タンク漏洩防止対策の修

繕費です。歳出予算合計の補正額は、２２，４０７千円の補正

増です。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。私から細かい点で恐縮ですが、先月定例会議で審議

した９月補正予算では、中央公民館の修繕料の中でホール自動

火災報知設備や２階和室畳取替や玄関ドア交換工事が要求にあ

ったと思いますが、ホール自動火災報知設備修繕、２階和室畳

取替、玄関ドア交換工事は、今回予算結果で削られている状況

にあると思いますが、ホール自動火災報知設備は、作動しない

状況でしょうか。 

はい。定期点検の際、作動しないということで緊急修繕が必要

ということで、予算要求をさせていただいたのですが、現在既

設予算の中で少し残額も残っていますし、修繕料中の入札差金

が出ると思いますので、財政課とも協議をさせていただいてあ

りますので、入札差金の結果によっては、いくつか修繕するこ

とが出来ると思います。安全性もありますので、出来るだけ早

く修繕をしたいと思っています。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。当然予算との絡みもございます

ので、市民が使用する公共施設ですので、安全・安心に十分気

を付けていただきたいと思います。他に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２４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号について説明させていただきます。平成２４

年度第２学期に実施される富津市内小学校修学旅行は、１０

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。なお、関豊小学校につきま
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池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

髙橋館長 

しては、人数が少ないので環小学校と合同で実施いたします。

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号笹毛・加藤家住

宅主屋の国登録有形文化財官報告示についてお願いします。 

はい。報告第３号笹毛・加藤家住宅主屋の国登録有形文化財官

報告示について、ご説明いたします。１１ページをお開きくだ

さい。報告理由にありますとおり、加藤家住宅は、八幡の旧江

東区立新舞子健康学園、今は高齢者の施設になっておりますが、

そこを湊方面に向かった左側にある和風住宅で、明治時代後期

に君津市小糸地区からこの地に移築されたものです。木造平屋

建、建築面積１５９平方メートル、寄棟造
よせむねづくり

（屋根を四方に吹き

下ろしたもの）の桟瓦葺
さんがわらぶき

（波型の平瓦でふいたもの）で、周囲

には下屋
げ や

（主屋の屋根より一段下げた位置に取り付けられた片

流れの屋根）が廻っています。建物の正面にはむくり屋根（屋

根面が上向きで左右が下に反る、いわゆる凸レンズ型）の玄関

を構え、北側に座敷三室を配し、奥の座敷では格
ごう

天井
てんじょう

（木を直

交し格子に組んだもの）を張るなど、高級材を多用した上質な

室内造作になっている点などが高く評価され、今回、文化財保

護法第５７条第１項の規定により、国の登録文化財として登録

されました。武家住宅風の構えをもつ住宅であり、元々は久留

里城下（現君津市）に建っていた藩医の住宅であったとも伝え

られています。以上をもちまして、説明を終了させていただき

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号平成２５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４号平成２５年富津市成人式の期日について。平

成２５年富津市成人式について、関係部局で協議した結果、平

成２５年１月１３日（日）に実施することに決定したので報告
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池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

進藤館長 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

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８月１７日か

ら８月２９日までの後援申請受付分につきましては、富津市少

年野球連盟会長白井敏夫氏他２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。何かご

ざいましたらお願いします。中央公民館お願いします。 

はい。各課報告をすれば良かったと思いますが、ポスターが間

にあわなかったので、お手元に富津市民文化祭２０１２のポス

ター応募作品優秀者一覧等をお配りしてありますが、今回の文

化祭ポスターにつきましては、応募作品のうち最優勝作品とし

て、佐貫中学校３年生渡辺唯さんの作品が選ばれました。富津

市民文化祭２０１２の役員会議で決定しました。メインテーマ

につきましては、「つなげていこう 富津の輪 深めていこう

地域の絆」富津中学校３年生渡辺真衣さんのテーマを一緒にポ

スターに作成しまして、市内関係機関に配布してポスターを出

します。応募いただきましたポスターにつきましては、富津市

民文化祭２０１２の期間中、１１月１日（木）から１１月４日

（日）の４日間総合社会体育館で展示いたします。以上でござ

います。 

はい。ありがとうございます。他に何かございますか。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、１０月２５

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。 


