
平成２５年１２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２５年１２月２０日（金）

１５時３０分から１６時０５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 富津市体育施設の設置及び管理に関する条例施行

規則一部を改正する規則の制定について

議案第２号 平成２５年度富津市教育委員会被表彰者の決定

について

○報告事項

報告第１号 平成２５年度富津市一般会計予算教育費歳出１

２月補正予算について

報告第２号 富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管

理者の指定について

報告第３号 後援申請について

５ 出席者名

小坂委員長、宮田委員長職務代理者、 榎本委員、池田委員、

渡辺教育長、古宮教育部長、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、 能城庶務課長、丸山庶務課

主幹、髙梨学校教育課主幹、清水教育センター所長、菊地教育

センター主幹、平野生涯学習課主幹、小柴体育振興課長、鈴木

中央公民館館長、村石富津公民館館長、須山市民会館館長、

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１項第２号に該当

（理由）同条例第７条第２号に該当するため（議案第２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２５年１２月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

小坂委員長 

榎本委員 

小坂委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。早いもので今年も残すところ、あと１０日ほどとな

りました。皆さんにとりまして、２０１３年は、どんな年だったでしょ

うか。２０１３年の世相を一字で表す ｢今年の漢字｣が｢輪｣に決まりま

した。日本漢字能力検定協会が１２月１２日、京都市の清水寺で発表し

ました。清水寺の森 清範貫主(もり せいはんかんす)が｢清水の舞台｣

で縦１.５ｍ、横１.３ｍの越前和紙に特大の筆で揮毫(きごう)している

場面を、 テレビや新聞の写真でご覧になった方もいるかと思います。

２０２０年東京オリンピックの開催決定や富士山の世界遺産登録が官

民のチームワークで実現したこと、国内外で起きた災害からの復興に支

援の輪が広がったことなどが理由のようです。清水寺の森 貫主（かん

す）は、｢東日本震災からの復興が遅々として進まない中、さらに力を

合わせ、 平和の輪がつながることを願う｣と話されたそうです。この

｢今年の漢字｣は１９９５年に始まり、１９回目ということです。 ちな

みに、昨年の漢字を覚えていらっしゃいますか。昨年はロンドンオリン

ピックでの史上最多のメダル獲得や、金環日食などを反映して｢金｣でし

た。１年がとても早く過ぎた感じがします。それでは、平成２５年１２

月富津市教育委員会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、榎本委員さんにお願いします。 

はい。 

委員長報告は特にございません。それでは、教育長報告をお願いします。

はい。資料１ページをお開きください。始めに行事関係の内、２項目に

ついて口頭で補足します。１項目目の議場コンサートですが、富津中に

は知的障害児学級が２クラス、情緒障害児学級が１クラスあり、潮風学

級１・２・３と呼んでいます。在籍計１６名の内、この日は１４名が朗

読劇を披露してくれました。美しい映像と音楽に乗せて、全員堂々とし

た発表で、議員席・傍聴席から大きな拍手を受けました。生徒のよい経

験になったと思います。３項目目の交流会は、富津市障害者自立支援協

議会が主催したものです。この協議会は、障害福祉サービスの円滑な実



2 

施を目的に、医師・利用者・事業者・民生委員・教育機関・行政機関の

代表が委員となって構成されています。その下部組織に４つの部会があ

りますが、その内、子ども部会には学校教育課と教育センターの職員も

加わって、関係機関の連携、及び子育ての手助けのなるよう配慮した「ラ

イフサポートファイル」の作成や活用に関するグループで活動していま

す。交流会は、子ども部会の中の保護者のネットワーク構築などを目指

すグループが企画・運営し、保護者等が当日早めに集まって練習したク

リスマスソングの演奏や、昼食を摂りながらの話し合いなどを、和やか

な雰囲気の中で行いました。保護者にとって、子育ての苦労が癒される

時間になったのではないかと思います。次に議会の報告です。中程に記

載した教育委員会が関係する５議案は、いずれも可決されました。これ

については後で関連した報告があります。続いて一般質問における部長

と私の答弁要旨ですが、平野議員の質問には、本市では、体育協会等と

連携し既存施設を活用して各種スポーツ大会や教室などを開催し、市民

の健康づくり等に努めており、県との連携も大切にしていること、他の

団体・個人との連携もさらに検討したいこと、また、学校では体育の授

業が大切にされ、児童・生徒は意欲的に「新体力テスト」等にも取り組

んでいること、「毎日カップ中学校体力つくりコンテスト」での上位入

賞や「県運動能力証」受賞率の高水準もそれらの成果の一つであること、

そしてこれは、本市を含む近隣４市の教員の努力に拠るところが大きい

ことと、スポーツ少年団の活発な活動など地域環境のよさにも拠るこ

と、などについて答えました。熱中症対策については、議員から提案の

クールシェアスポットや緑のカーテンについて、一部行ってはいるもの

の、効果や費用や手間などの問題を含めて考えたい旨答えました。岩本

議員の質問には、現在教職員の約３人に１台の配備になっている校務用

パソコンについて、不足分２２９台を新たに配備して１人１台にすると

ともに、老朽化した学校のサーバーを廃止してデータセンターを保守会

社に設置することにより、学校の負担軽減とセキュリティの向上を図り

たい旨答えました。また、図書整備については、国の財政措置が使途を

特定しない一般財源としての措置であること、校舎等の耐震補強終了後
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小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

清水所長 

も非構造部材の耐震化や老朽化した校舎等の改修を実施しながら、併せ

て図書整備等の予算確保にも努力することなどを答えました。教育長報

告は以上です。 

はい。ありがとうございました。次に各課報告をお願いします。始めに

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。１１月２９日今年度最後となる

第３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５名、小学校１年生２名、２年生１名、３年生２名、４年生１名、５

年生２名、６年生２名で、合計１５名でした。結果につきましては、通常

学級で指導する者１名、通常の学級で留意観察し指導を続ける者１名、特

別支援学級で指導する者１３名の判定が出ました。今後、学校と連携し、

適正な就学指導をすすめてまいります。１２月１９日第２回富津市学校給

食運営委員会を大貫小学校で開催しました。 委員１０名中、８名の出席

でした。平野委員長・渡辺教育長挨拶のあと、坂井栄養士から大貫共同調

理場の当日の献立の説明があり、つづいて給食を試食いたしました。引き

続き、「学校給食調理場施設整備の指針（最終案）」について協議し、原案

通り可決されましたので取りあえず、報告いたします。なお、「学校給食

調理場施設整備の指針」につきましては、１月の教育委員会定例会議で報

告させていただきます。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。 

はい。教育センターから報告をいたします。１１月２９日、金谷小学校

にて、１２月３日には飯野小学校にて、南房総教育事務所指導室計画訪

問が行われました。金谷小学校では、小規模校であるが故に、全校が家

族的な温かさにつつまれている一方で、互いに競うあう気持ちの不足に

課題を見いだし、学習面や運動面で個人目標を上手に設定し、これまで

の自分を超えてゆこうとさせる取り組みが評価されました。また、地域

人材を活用し、豊かな自然を生かした地域学習の取り組みについても賞

賛の言葉をいただきました。飯野小学校では、教師とこども、また、こ

ども同士の関係が良好で教室全体に和やかな空気があり、授業展開にお

いても、十分な教材研究に裏打ちされた安心感がありました。教師が前
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小坂委員長 

藤江参事 

小坂委員長 

小柴課長 

面に出すぎず、こどもの良さを引き出す配慮が多くの授業で見受けられ

た点がよい評価を受けました。高学年の通知票評定を５段階評定にした

り、いじめ防止にむけたイエローリボン運動などに学校の独自色を出す

など、学校の創意と発信力にもお褒めの言葉をいただきました。１２月

１１日、４０１会議室にて富津市学校関係行事調整委員会を開催しまし

た。各団体の責任者に平成２６年度学校行事調整の基本方針の確認と今

後の具体的な調整の日程等について確認しました。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した。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課について報告申しあげます。１１月２９日に、県主催

による平成２５年度社会人権教育研究会が富津公民館ホールで開催さ

れ、市原、君津、安房地区の小・中学校の教職員・PTA 関係者・市町村

担当者を対象に、「千葉県の人権施策について」の研修を行いました。

研修終了後、エメラルドサポート株式会社 代表取締役社長 佐藤 尚

美氏により糖尿病から全盲になられた経験を通して、「障害者と人権」

～明けない夜はない～と題した講演が行われました。次に、１２月１１

日に第４回富津市文化財審議会が市民会館で開催され、台風２６号によ

って被害を受けた竹岡のヒカリモ発生地、三柱神社の現地視察と、無形

文化財である竹岡木遣り獅子舞及び第一海堡をめぐる最近の動向につ

いての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した。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。１１月２９日に千葉県

民マラソン大会第１回運営委員会会議が、大会議室で開催されました。

開催期日につきましては、平成２６年３月２日（日曜日）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７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

富津市区長会の白石 良造氏、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行きます。次

に１２月８日に第３０回千葉県スポーツ推進委員研究大会が、市原市市

民会館にて行われました。今年度は、富津市スポーツ推進委員の千葉県
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小坂委員長 

鈴木館長 

小坂委員長 

池田委員 

能城課長 

池田委員 

小坂委員長 

スポーツ推進委員功労者表彰の対象者は、おりませんでした。午後には

東海大学付属望洋高等学校吹奏楽部による歓迎の集いの後、基調講演

は、ヨネスケ(桂 米助)氏による「日本のスポーツと文化」と言う演題

で講演していただきました。次に１２月１３日にちばアクアラインマラ

ソン第２回競技運営委員会会議が、木更津市民総合福祉会館で開催され

ました。運営委員会では、報告事項として大会要項について、開催日時

２０１４年１０月１９日（日曜日）マラソン、ハーフマラソンが１０時

スタート等また公認コース・公認大会について及び、ちばアクアライン

マラソン２０１４コースの一部変更についての報告と、審議事項としま

して、関門設置について、給水給食について及び、募集要項（案）につ

いての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した。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。１２月４日、中央公民館多目的

室におきまして、富津市民文化祭実行委員会役員会議を開催し、市民文

化祭２０１３の参観者数・収支決算・アンケート結果等について報告い

たしました。また、事業収支決算については、市からの市民文化祭事業

確定交付金の収入額及び支出額ともに１，０７５，４０４円となりまし

た。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。教育長報告及び各課報告の中で質問あ

るいは確認したいことがございますか。 

はい。岩本議員さんの一般質問に関連して、校務用パソコン配置状況に

ついてですが、マスコミ等で話題となっておりますが、ウィンドウズＸ

Ｐが来年度でサポート終了ということですが、その後の対応としてはど

ういうふうになるのでしょうか。 

はい。平成２１年に教職員の３分の１にパソコンを配備しております。

今後新たに２２９台 ＯＳは新旧ともウィンドウズ７となっておりま

す。以上でございます。 

はい。分かりました。 

私から教育センターの各課報告の中で、１２月３日、飯野小学校の南房

総教育事務所指導室計画訪問で高学年の通知票評定を５段階評定にし
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清水所長 

小坂委員長 

小柴課長 

たと言われましたが、市内の他の小学校の評価はどういうふうになって

いるのでしょうか。 

はい。市内の他の小学校につきましては、把握しておりませんが、飯野

小のみと思われます。 

はい。分かりました。他に何かございますか。無いようですので、次に

付議議案に入ります。議案第１号富津市体育施設の設置及び管理に関す

る条例施行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１号について説明させていただきます。議案第１号、富津

市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について説明させていただきます。提案理由ですが、公共施設

予約システムの導入に伴い、体育施設を管理する規定の整備等を行うた

め、規則の一部を改正しようとするものであります。６ページ新旧対照

表をご覧ください。左が現行、右が改正案です。改正個所はアンダーラ

インが引いてあり今回の改正は、条文の追加に伴う修正、用語の整理、

様式の修正です。まず、第２条の２の追加ですが、予約についての規定

となっています。これは、公共施設予約システムの導入に併せ、予約に

ついて明記することにしました。第１項は、許可申請前にあらかじめ使

用施設を予約しなければならないとなっております。第２項は、予約は

原則、公共施設予約システムを利用するというものです。ただし、公共

施設予約システムを利用しなくても、電話や窓口での予約もできます。

第３項は、予約期間についての規定です。第１号は公共施設予約システ

ムを利用する市内に在住・在勤・在学の人。第２号はそれ以外の人です。

第４項は、予約の決定順序についてです。これは、今まで第３条第２項

に許可申請の順序がありましたが、申請の前段である予約で順序を決め

てしまうため、この条に規定しました。次に第３条ですが、用語の整理

となっています。「富津市体育施設」を「体育施設」とする読み替えで

ございます。また、第２項の削除は、許可申請の順序について記載され

ていましたが、先ほどの説明のとおり、第２条の２第４項で予約順序に

ついて記載したため、必要がなくなり削除するものでございます。次に、

第４条ですが、第３条第２項がなくなり条文が１項のみとなったため、
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小坂委員長 

池田委員 

小柴課長 

池田委員 

小柴課長 

池田委員 

小柴課長 

池田委員 

小柴課長 

前条第１項の文言を削除するものです。次に、様式ですが、こちらは、

４ページ・５ページをご覧ください。これは、今まで「会議室」と「控

室」という別の利用個所が１か所に記載されていたため、どちらの部屋

を利用するのか分からなかったため、記載方法を改めるものです。最後

に附則ですが、５ページをご覧ください。施行期日は、様式以外を公共

施設予約システムの稼働日、平成２６年２月１日から、様式は公布後か

らとしております。また、施行期日後の利用分のうち、すでに予約や利

用申請がされたものを有効にするため、経過措置を設けてあります。以

上です。 

はい。ありがとうございました。議案第１号について質問がございます

か。 

はい。公共施設予約システムは、具体的にはどういった方法で予約する

のでしょうか。 

はい。今までにつきましては、もちろん予約システムがなかったので、

電話での予約となっておりました。これが今回公共施設予約システムの

導入に伴い、利用者登録をしていただく形になります。利用者登録をし

ていただいて、市内の方は使用予定日の属する月の３か月前の初日から

前日まで、市外の方は使用予定日の属する月の３か月前の２１日から前

日までの予約となり、市内を優先する形となっております。 

はい。これはインターネットで予約するのでしょうか。 

はい。パソコンとスマートホン、携帯電話、あと富津市施設利用振興公

社にタブレット型端末機をセットして予約することを考えております。

はい。パソコンで予約する場合は、どこの窓口で行うのでしょうか。 

はい。インターネットにより、富津市施設利用振興公社及び市のホーム

ページから予約することができます。また、タブレット型端末機を富津

市施設利用振興公社、総合社会体育館、富士見グリーンテニス管理事務

所に設置しますので、そこから予約ができます。 

はい。予約をしましたという返事が来るのでしょうか。 

はい。今までは抽選でやっていましたが、パソコンで自動抽選又は先着

順に予約をしてメールで報告するようなシステムで自動抽選をして、も
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川名次長 

小坂委員長 

小柴課長 

れた場合は、また申し込みをしていただきます。 

はい。分かりました。 

はい。他にございますか。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。続いて議案第２号「平成２５年度富津市教育委員会被表

彰者の決定について」ですが、この議案は人事に関する事件ですので秘

密会とすべきと考えます。いかがでしょうか。秘密会とすることに賛成

の委員の挙手を求めます。３分の２以上の賛成ですので、議案第２号の

審議は秘密会で行うことに決まりました。 

次に報告事項に入ります。報告第１号平成２５年度富津市一般会計予算

教育費歳出１２月補正予算についてお願いします。 

はい。報告第１号について総括で報告させていただきます。報告第１号

平成２５年度富津市一般会計予算教育費歳出１２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。

１１ページをご覧ください。１０款 教育費、２項 小学校費、１目 学

校管理費、１１節 需用費の修繕料３，０００千円と３項 中学校費、１

目 学校管理費、１１節 需用費の１，０００千円は、児童・生徒の安全・

安心を図るための１７小・中学校の緊急修繕料です。次に４項 社会教育

費、４目 市民会館費、１１節 需用費の燃料費６００千円と光熱水費４

００千円は、灯油・ガス、電気料・水道料の既定予算に不足が見込まれる

ための補正予算です。歳出予算合計額は、補正前の額 １,２９６,８９０

千円、補正額５,０００千円、計１,３０１,８９０千円です。 以上でご

ざいます。 

はい。ありがとうございました。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、続いて報告第２号富津市都市公園、市立公園及び体

育施設の指定管理者の指定についてお願いします。 

はい。報告第２号、富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理

者の指定について申しあげます。１３ページをお開きください。平成２

６年３月３１日で指定期間が満了する富津市都市公園、市立公園及び体
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能城課長 
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育施設の指定管理者について、平成２５年１２月富津市議会定例会にて

議決されたので報告いたします。以上をもちまして説明を終わらせてい

ただきます。 

はい。ありがとうございました。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号後援申請についてお願いします。 

はい。それでは恐れ入りますが、資料の１４ページをお開きください。

報告第３号後援申請につきましてご報告させていただきます。平成２５

年１１月２２日から１２月４日までの後援申請受付分につきましては、

次の１５ページに記載のとおり富津市サッカー協会 会長 藤野 勉

氏他１件を承認しましたのでご報告いたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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、次にその他に入ります。何かございますか。無いよ

うですので庶務課お願いします。 

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、１月

３０日（木曜日）午後１時３０分から今回と同様市役所４階の４０１会

議室にて開催を予定しております。よろしくお願いいたします。以上で

ございます。

はい。ありがとうございました。以上で本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


