
平成２３年７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２３年７月２８日（木）

１０時００分から１１時１５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 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第２号 後援申請について

報告第３号 平成２４年度使用教科用図書の採択について

５ 出席者名

宮田委員長、坂井委員長職務代理者、稲葉委員、池田委員、渡

辺教育長、藤平教育部長、山中教育部次長兼体育振興課長、磯

貝庶務課長、川名学校教育課長、今井学校教育課主幹、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、小柴生涯学習課長、進藤生涯学習課主幹兼社会教

育係長、榛沢中央公民館館長、村石中央公民館主幹兼事業係長、

髙橋富津公民館館長、中村市民会館館長、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５号に該当するため（報告第３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２３年７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 

皆様こんにちは。会議に入る前に一言ごあいさつさせていただき

ます。６月３０日開催の教育委員会臨時会議におきまして教育委

員長をさせていただくことになりました。私は、経験とか知識と

か不足しておりまして教育委員長といたしましても色々いただ

けないことがあると思いますが、努力していくつもりですので、

皆様のお気づきの点がございましたら、どしどしアドバイスをい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは教

育委員会定例会議に入ります。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ページをご覧ください。１項目目の飯野地域活性化

推進協議会総会と４項目目の金谷海浜公園プール開きは市長の

代理で出席したものです。２項目目の市町村教育委員会連絡協議

会定期総会については、２３年度事業計画等の議案すべてが反対

なく可決されました。３項目目の高等学校教育改革推進協議会で

すが、渡辺は引き続き２年間の委員の委嘱を受けました。県教委

では、千葉市にある県立泉高校と天羽高校の２校を、２４年度か

ら「地域連携アクティブスクール」として指定する準備をしてい

ます。この取り組みは、仮に中学校まで十分力を発揮できなかっ

た生徒がいたとしても、高校で頑張ろうという意欲があるなら、

企業や大学など地域の教育力を活用しながら「学び直し」や「実

践的なキャリア教育」を行って、自立した社会人を育てようとす

るものです。地元の高校の将来は、地域の子どもたちの将来はも

ちろん、まちの将来にも大きな影響を及ぼすものですので、市長

や副市長にも必要な情報を届けながら、地元教育委員会の立場か

ら意見を述べていきたいと考えています。なお、委員には天羽高
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宮田委員長 

川名課長 

校宮久地校長と、天羽高校のキャリア教育コーディネーター、元

本市健康福祉部長の萱野氏も就任されています。５項目目の富津

岬夏祭りは、震災の影響により開催できなかった富津花火大会の

代替行事です。子ども連れなど多くの方が参加されていました。

夏休みに入って１週間が過ぎました。子どもたちが日ごろできな

い経験をたくさんして、一回り成長して２学期を迎えてくれるこ

とを期待して報告を終わります。

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。６月３０日、南房総教育事務所管内教頭会議が君津市民文化

ホールで開催されました。学校教育指導の指針、生徒指導の重点、

特別支援教育の基本的な考え方、教職員の綱紀の粛正等について、

説明がありました。７月１日、第１回富津市就学指導委員会を第２

委員会室で行いました。今回は、君津中央病院の小林先生以下１０

名の委員の出席をいただき、４名の専門調査員の報告を基に協議い

たしました。対象者は幼児１名、小学校１年生－１名、３年生－１

名、５年生－２名、６年生－７名の合計１２名でした。協議の結果、

通常学級への就学を勧める児童１名、特別支援学級への就学を勧め

る児童９名、特別支援学校への就学を勧める幼児は１名、調査継続

が１名の判定でした。今後は、学校・保護者等と話し合い、適正な

就学指導を進めてまいります。７月５日、第２回富津市校長会議を、

４０１会議室で行いました。夏季休業中における教職員の服務・施

設等の管理及び児童・生徒への事前指導等について依頼しました。

７月７日、第１回学校給食運営協議会を４０１会議室において、行

いました。給食費の滞納状況について報告した後、今後の給食運営

について協議いたしました。７月１１日、第２回教科用図書君津採

択地区協議会が教育会館で開催され、平成２４年度使用の中学校教

科用図書と附則第９条本が選定されました。詳細につきましては、

報告第３号で後ほどご説明申し上げます。７月１９・２０日、市内

小・中学校１７校が第１学期の終業式を終え８月３１日までの４２
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宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

小柴課長 

日間の夏季休業に入りました。以上でございます。

はい。ありがとうございます。次に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。６月２９日、袖ケ

浦市臨海スポーツセンターにて「君津支部中学校水泳記録会」が

開催されました。また、７月１６日から２３日まで、各会場にて

君津支部総合体育大会が開催されました。共に、市内の中学生の

活躍が目立ちました。特に、富津中学校男子バレーボール・男子

バスケットボール・男子バドミントン・男女柔道、大貫中学校男

子ソフトテニス、佐貫中学校男子剣道が優勝しました。個人戦で

も多くの生徒が活躍し、県大会での活躍が期待されます。詳しく

は、お手元の資料をご覧ください。７月２７日、４０１会議室に

て新教育課程研修講座として「人間関係づくりを学ぶプロジェク

ト・アドベンチャー」というテーマで、グループでアドベンチャ

ー（冒険）に立ち向かい問題解決能力を高め、思考力や想像力を

生かし仲間や自己と向き合う研修を実施しました。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す。次に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。７月１１日

に平成２３年度富津市青少年問題協議会が第２委員会室で開催

され、副会長に平山悟委員が選出されました。その後、教育セン

ターから市内児童・生徒の長欠、不登校の実態と対策及び夏季休

業中の生徒指導について、富津警察署生活安全課から少年非行の

概要についての説明があり、質疑を行いました。また、青少年関

連事業と青少年問題の取組状況について、５団体の代表より発表

をいただき、今後はさらなる情報の共有や関係機関相互の連絡調

整を行うなどの、今後の活動に有意義な意見がありました。次に

７月１４日に第１回天然記念物「高宕山のサル生息地」のサルに

よる被害防止管理委員会会議が５０２会議室において開催され、

平成２２年度被害防止管理事業調査及び決算報告の後、千葉県自

然保護課より平成２２年度富津市宇藤原地区で実施した「ニホン
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宮田委員長 

山中次長 

ザル防止対策モデル事業」についての説明を受けました。今後は、

さらなる情報の共有や関係機関相互の連絡調整を行い、被害防止

に努めることとなりました。次に７月１６日に第４６回君津地方

社会教育推進大会が富津市民会館ホールにおいて開催され、富津

市から団体の部でサイカチの篝火と薔薇座うたごえ倶楽部が功

労に対し表彰状を授与されました。記念講演では、東洋大学文学

部教育学科教授藤本典裕氏を講師に招き、「たかがアニメの教育

学～サザエさん、ちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃん」と題

した講演を行いました。また、本大会に共催をしている新日本製

鐵㈱君津製鐵所が社会貢献賞として制定しているクローバー賞

に「佐貫城址花木公園整備ボランティア」が受賞しました。参加

者２３８人のうち富津市は６３人でした。次に、７月２１日に第

２回富津市文化財審議会が、５０２会議室において開催され、指

定候補物件の確認・個別的検討及び内裏塚古墳群の保存整備の内

容につき審議され、その後飯野収蔵庫内の民具類の鑑定と選別に

ついて現地視察を行いました。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。７月３日、富津

公園におきまして、君津地区体育指導委員連絡協議会主催による

富津公園歩け歩け大会が開催され、君津地区４市から約３００名

の参加がありました。この大会は、いつでもどこでも手軽にでき

るスポーツの日常化を図り、君津地区住民の生涯に通じたスポー

ツ・レクリエーション活動の振興に資するために開催され、地域

スポーツの普及・振興に寄与することを目的としています。参加

者は温水プール前の芝生広場に集合し、女性体育指導委員による

準備体操を行った後、温水プール前の芝生広場をスタートし防風

林内の園路から富津岬展望台へ向かい展望台にて休憩し麦茶で

水分補給を行い下洲海岸を経由し温水プールまで戻る約５㎞の

コースを気持ちよさそうに歩いていました。また、参加者には、



5 

宮田委員長 

小柴課長 

歩き終えた後、富津市特産のスイカが振る舞われました。次に７

月５日に５０２・５０３会議室におきまして、スポーツフェスタ

実行委員会第２回会議を開催し実施種目等の検討を行いました。

なお、フェスタ開催日時は、平成２３年１０月１０日(月)体育の

日にふれあい公園臨海陸上競技場周辺にて実施いたします。今回

は、フェスタ終了後、平成２４年３月まで毎月１回会議を開催し、

平成２４年度以降のフェスタについて協議していきます。次に７

月８日に木更津市民総合福祉会館におきまして、ちばアクアライ

ンマラソン第１回競技運営委員会会議が開催されました。競技運

営委員会では、競技運営に関することやコースの選定に関するこ

とが主に協議されます。会議では、委員長・副委員長の選任があ

り、委員長には千葉陸上競技協会競技委員長の立澤勇氏、副委員

長には千葉陸上競技協会総務委員長の市東和代氏がそれぞれ選

任されました。その後、専門委員会規程等の報告事項終了後、ア

クアラインマラソンのコース予定箇所をバスにて視察した後、問

題点の協議を行いました。なお、強風時にアクアラインを利用で

きない場合については、アクアラインを使用しないコース設定と

なりレースについては、３０㎞となります。次に７月１０日に富

津市総合社会体育館サブアリーナにおきまして、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４３

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

ル説明を行った後、参加者を４グループに分けて試合を行いまし

た。次に７月２６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３回会議が開催され、実施種目・会場・申込方法

等の検討を行いました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。教育長報告並びに各課報告の中で

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号富津市青少年問題協議会委員の委嘱についてお願

いします。 

はい。報告第１号についてご説明します。富津市青少年問題協議



6 

宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

磯貝課長 

会委員の委嘱について申し上げます。富津市長は、富津市青少年

問題協議会委員として次の者を委嘱しましたので、報告いたしま

す。その報告理由ですが、平成２３年６月１６日付けで、富津市

社会福祉協議会会長の交代があり、新たに磯部健一氏が就任され

ました。また、７月２日付けで富津市教育委員長の交代があり、

新たに宮田賢氏が就任されました。よって、磯部健一氏及び宮田

賢氏を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。なお、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２３年６月１０日から

６月２９日までの後援申請受付分につきましては、富津市連合婦

人会会長大野佳志子氏他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。次に報告第３号平成２４年度使用教

科用図書の採択については、教育委員会会議規則第１３条により秘

密会としたいと思いますが如何でしょうか。賛成の方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので報告第３号は、秘密会とさせていた

だきます。報告第３号は、その他の最後で報告をお願いします。庶

務課お願いします。 

はい。放射性物質量測定結果について申し上げます。市では、土

壌への放射性物質の影響を調査するため、市内５小学校及び３保

育所計８箇所の土壌中の放射性物質量を測定しました。測定日

は、平成２３年６月２７日、月曜日、天候は、曇り、測定機器は、

キャンベラ社製ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 器 GR 2 0 2 1、単位は、

ベクレル／キログラムです。検体の採取方法等は、各小学校等の

校庭の５地点から土壌を同量採取し、かきまぜ一定量を採り、専
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宮田委員長 

中村館長 

門機関に検査を依頼しました。その結果、「ヨウ素１３１」は、

全ての測定箇所で「検出せず」でした。「セシウム１３４」「セシ

ウム１３７」については、富津小学校・金谷小学校・飯野保育所・

中央保育所・竹岡保育所で５１ベクレルから１０５ベクレル検出

されました。現在、土壌の安全基準については定められていませ

んが、平成２３年３月１７日に厚生労働省が「放射能汚染された

食品の取り扱い」について示した通知では、飲料水・牛乳・乳製

品は、放射性ヨウ素３００ベクレル、放射性セシウム２００ベク

レル、野菜類は、放射性ヨウ素２，０００ベクレル、放射性セシ

ウム５００ベクレルを暫定規制値としています。また、水田の土

壌については、平成２３年４月８日に政府が放射性セシウムの上

限値を５，０００ベクレルとしています。今回検出された数値は、

この暫定規制値を下回るものです。次に、市内小中学校等の大気

中の放射線量の今後の測定の予定について申し上げます。市で

は、６月９日から７月８日までの５回、大気中の放射線量の測定

を市内５小中学校を含む１１地点について実施公表してきまし

たところ、学校や保護者等から全校の測定をしてほしい旨の要望

を多数いただいたことを踏まえ、県から貸し出される測定機器に

より、８月中旬頃市内１７小中学校及び３私立幼稚園の大気中の

放射線量の測定を庶務課と学校教育課合同で実施する予定で現

在準備をしているところでございます。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

すので次に市民会館お願いします。 

はい。市民会館ですが皆様のお手元にちらしを配布させていただき

ましたのでご欄ください。各年で行っています富津市民文化事業

「ふっつ学びの門」ですが、今年度市制施行４０周年記念事業とし

て、５月の教育委員会定例会議各課報告の中で報告いたしました

が、今回ちらしが出来上がりましたので改めて申し上げます。１０

月１６日（日曜日）同日２会場で開催いたします。午前中が音楽影

絵劇１００万回生きたねこ、会場は市民会館で時間の方は９時３０
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宮田委員長 

稲葉委員 

分開場、１０時より開演いたします。全席指定席です。午後ですが

落語寄席、会場は富津公民館で１３時３０分開場、１４時より開演

いたします。全席指定席です。チケットの販売につきましては、８

月２日（火曜日）教育部生涯学習課・富津公民館・中央公民館・市

民会館の各窓口４箇所で行います。裏面には、座席平面図を記載し

ておりまして、各窓口で取り扱うチケットは、色分けしている窓口

のみとなりますので、ご欄いただきたいと思います。ぜひ教育委員

の皆様にも当日ご出席いただけますようお願いいたします。以上で

ございます。 

はい。ありがとうございます。質問がございますか。無いようです

ので、その他で何か質問がございますか。 

はい。富津市の市内小中学校１７校のホームページについて提案い

たします。４月の新学期が始まってからまもなく５か月に入ろうと

している訳ですが、各学校のホームページをのぞくと、ほとんどの

学校が平成２２年度のままで、どう考えてもみっともないと皆さん

感じませんか。なぜ市内小中学校１７校のホームページが定期的に

更新出来ない原因が何なのか、社会一般でＩＴ化が進んで学校の授

業でも使い、電子黒板、電子教科書も視野に入っておりまして、Ｉ

Ｔ化が加速している訳ですが、どうして富津市の１７校のホームペ

ージが更新されないで放置されたままになっており、私自身が非常

に疑問に思います。明確な回答がないままに現在まで来ている訳で

すが、私は教育委員１期目の時、早い方で学校のホームページにつ

いて質問をしていて、２期目の後半になっているのですが、８年目

に入ってもいっこうに改善されていないというのは、どこに原因が

あるのか非常に疑問で、仕事として考えた場合に放置されている部

分があっていいのかと疑問なのでそれを考えていただきたいと思

います。この夏休み期間を使用して学校教育課、教育センター等で

どこに原因があるのか検討してもらいたいと思います。検討しても

らいたいというのは、富津市の学校にとってのホームページは、必

要なのかどうか。必要なら体制をきちっと整える。必要でないとい
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う判断なら、そくやめる。それからホームページを立ち上げたとい

うことは、それなりに理由があって、教育現場でホームページを立

ち上げた訳ですから、どんな協議をして立ち上げたのかという理由

です。推測するには、各学校の現場では、複数の仕事を掛け持ちを

しながらホームページを手がけている先生は、仕事としてどういう

ふうに行っているのか検討項目に入ると思います。面倒なら面倒に

ならないよう何か方法を考えていただくことやホームページが何

か月も更新されない理由は、どこにあるのか検討していただきたい

と思います。それと予算がかかるというならば、その点も検討して

いただくことや、たとえば定期的に更新出来ないなら、必要事項の

みを入れて固定化するという方法もあると思いますので、夏休み期

間にぜひ検討していただいて、次の定例会議で結果を報告していた

だきたいと思います。とにかく４月から現在に至るまで私は、時々

ホームページをのぞくのですが、たとえば具体的な例を上げますと

竹岡小学校では、校長の川名ですというのが出て来ます。市民から

見ると非常におかしいと思います。富津中学校では、木出嵜校長の

挨拶が出ていまして更新されております。天神山小学校では、そこ

そこ更新されているようですが、ほとんどの学校は、平成２２年度

のままです。やめてしまうということや１年間固定化してしまうと

いうのも１つの方法だと思います。その辺を現場で検討していただ

きたいと思います。アクセス数を見ると市民の絶対数が違うので何

ともいえないのですが、１００とか６００とか８００とか多くて

１，０００を超えている位のアクセスがあります。私の孫が他市の

小学校にいるので、定期的にホームページをのぞいているのです

が、その小学校の場合は、アクセス数は１０万とか２０万近くで市

民の感心も違うと思います。アクセス数が少ないというのは、例を

いえば更新されていないためアクセスしないのか、市民の感心が非

常に少ないのか、他３市と比べて非常に少ないということは、これ

は１市民として恥ずかしいことなので、何とか検討していただきた

いと思います。特に反論や釈明等があるならば発言してください。
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宮田委員長 

川田所長 

稲葉委員 

はい。稲葉委員さんは、以前からこの問題につきまして良く発言さ

れていらっしゃいますが、現場の声は、今日直接伺えませんが何か

ございましたら伺いたいと思います。 

はい。おおもとは、教育センターだと思いますので私から説明させ

ていただきます。稲葉委員さんからは、昨年度からかなりご指摘を

いただきまして、実際のところ各学校には、教育委員会としてお願

いしております。また、実際にそれに携さわる職員の絶対数をあげ

ていかないと一部の職員の負担になりかねないということで、研修

等を行うようにして、出来るだけ多くの職員がホームページの更新

とか作成に携さわれるように進めております。また、ＳＥも臨時的

雇用なので、ずっと学校に入りっぱなしというわけではないですの

で、半年間各学校を巡回していただいて、更新や先生方にも勉強会

を開いていただいているのですが、なかなか勧めているつもりです

が、勧んでいないのが実感だと思いますので、検討を勧めていただ

きたいと思います。以上でございます。 

はい。ＳＥが配置された時かすかな期待をした訳ですが、各学校も

ホームページを作成するために配置された訳では無いと承知して

おりますが、少なからず定期的な更新がされるだろうと思いました

し、なぜホームページを見るかというと、学校も開かれた学校とい

うことが言われておりますし、情報発信するという大事な役目を担

っている訳で、どんな活動をしているのか期待しながらのぞくわけ

ですが、期待を裏切られております。先程も話しましたが、その小

学校では、６月の運動会の状況などものっておりますし、また、色々

のぞいておりましたら、南房総市や君津市内の一部の学校で更新さ

れていない学校もありますが、平成２２年度までというのは、ちょ

っとひどいと思います。私は民間の会社に勤めておりましたが、お

客様相手にそういうことがあるというのは、考えられないことで

す。学校の行っている活動を日々市民の方に情報発信して、市民の

方々に知っていただくということは、学校と保護者との誤解も無く

なる訳ですし、色々な面でメリットはあると思います。 
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川名課長 

稲葉委員 

宮田委員長 

池田委員 

はい。７月５日に第２回富津市校長会議がありまして、教育長から

も１７小中学校の校長先生に、学校のホームページが、更新されて

いないところもあるという話をさせていただきました。私は稲葉委

員さんからお話を聞きまして、コンピュータ担当の方にお話をさせ

ていただきましたので、夏休みに入って多分やっていただけるとい

う期待をしています。平成２３年度も４か月も過ぎていますので、

教育センターと学校教育課が連携を取りながら、各学校と協力をは

かりたいと思っております。この夏休みにもう少し努力してくれる

のではと期待しております。申しわけございません。 

はい。私も夏休み中に１７校のホームページが直るかどうか期待も

ありますが、時間のたつのは早いですから、このままいくと１年あ

っという間に終わってしまうのではないかと仕事に対する姿勢が

見えてしまうのでがっかりするところがあり、正直なところです。

そういうところまで、きっちりしようよということが提案でもあり

ます。いろんな市民から信頼されるように、また、保護者から誤解

を受けないように、富津市の学校教育を行っていくのが目的ですか

ら、我々も少しでも富津市の学校教育が良くなるよう支援を考えて

いるので、ぜひ検討していただきたいというのがお願いです。 

はい。私は自分の診療所のホームページは、作っておりませんので、

えらそうなことはいえませんが、今若い人達は、ブログとかツイッ

ターとかをかなり気楽に行っている状況ですから、かたぐるしく考

えないで、若い先生方には、それほどむづかしいことではないと思

いますので、気楽にやっていただけたらと思います。次の定例会議

で回答をいただくということでよろしいでしょうか。（全委員から

はいの声） 

はい。学校のホームページにつきましては、今稲葉委員さんからご

指摘をいただきましたが、私も同感だと思います。それに関連して

学校だよりというのが紙ベースであると思いますが、どこの学校も

情報発信しておりますが、そこに書かれている状況がホームページ

に載るという考え方でも良いと思います。学校だよりを作るには、
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川名課長 

池田委員 

稲葉委員 

坂井委員 

川田所長 

稲葉委員 

川名課長 

かなり労力が必要だと思います。学校だよりを作成している方は、

どなたが作成しているのでしょうかお伺いします。 

はい。学校によって異なると思いますが、教頭先生が作る場合、校

長先生が作る場合、分担を決めていろいろ収集して集めて作る場合

と色々あると思いますが、回数については、１学期に１回から月１

回位のペースで作成していると思います。 

はい。うまく供用出来るものは供用してホームページの作成をして

いただければと思います。 

はい。たとえば教育センターで発行している「はまかぜ」や「ふっ

つ教育かわら版」とかをインターネットで発信するようなことも考

えても良いと思います。私の以前勤めていたところでは、急速な電

子化で電子書籍をどんどん取り入れています。アメリカなどは、ワ

シントンポストやニューヨークタイムズなどは、紙の新聞がほとん

ど売れなくなっており、また、従業員もリストラにあっており、イ

ンターネットがはびこっており、デジタル化が加速して来ています

ので、それに対応する必要があります。きめ細かな仕事の仕方を期

待しています。 

はい。学校の中で仕事の校務分掌を作っていて、その中にホームペ

ージを作る組織があるのかどうか伺います。 

はい。１７校すべてに担当をおいているというのは把握出来ません

が、多くの学校は、担当を決めてその方が中心となって行うように

組織上はなっております。私も以前の学校でホームページを担当し

ておりましたが、ホームページを更新するには、担当１人だけでは

大変だと思います。大幅に更新しようとすると１人だけでは出来ま

せん。教育現場の方もその辺がうまく機能していないと思われます

ので、色々アドバイスをしたりして、努力していきたいと思います。

はい。学校事務は、紙が多いですか。また、通知表はパソコンで処

理をしているのかお伺いします。 

はい。両方あると思いますが、実際は調査しておりませんので、は

っきり分かりません。 
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稲葉委員 

磯貝課長 

稲葉委員 

磯貝課長 

坂井委員 

稲葉委員 

渡辺教育長 

稲葉委員 

宮田委員長 

はい。各学校にパソコンは、職員１人に対して１台づつあるのでし

ょうかお伺いします。 

はい。パソコン関係につきましては、庶務課で整備しておりますが、

校務用として各学校には、３人に１台の割合です。不足分は、先生

方個人のパソコンを使用していただいております。通知表につきま

しては、学校予算の関係で見ますとパソコン処理は、３分の１位だ

と思います。残る３分の２位は、手書きにて作成していると思いま

す。 

はい。学校事務への事務連絡は、パソコンで行っているのですかお

伺いします。 

はい。色々だと思います。その時々に応じて使い分けております。

はい。先程川名課長さんがお答えしたことに続くのですが、主任が

１人で行うとすると大変だし、年間計画を決めてそれぞれ分但を決

めて行うようにした方が良いと思います。無理のない程度に行うこ

とが良いと思います。池田委員さんがおっしゃったように、学校だ

よりを使用するのも良いと思います。 

はい。学校のホームページをやめるということになったら、仕方無

いと思います。教育長はどう思いますか 

はい。今までのお話のとおりでありまして、ホームページをたち上

げていることが、富津市の学校現場が仕事をしていないような逆宣

伝のようにとらえられてしまうことや現場の教職員は、一生懸命行

っていますので、出来ることはしっかりやってもらいたいと思って

おりますので、来月の教育委員会会議の折に、教育センターや学校

教育課で分析をしていただきたいと思います。稲葉委員さんから投

げかけていただいた問題提起は、非常に意味があると思います。無

駄にしないようにしたいと思います。 

はい。申し訳けないんですが、客観的にみてみっともないと思いま

すので保護者が見て、このような仕事の仕方は、さけていただきた

いと思います。 

はい。他にご意見がありましたらお願いします。 
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清水主幹 

宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

はい。色々ご教示いただきましてありがとうございます。学校現場

では、学校だより、学年だより、学級だよりと紙媒体ですが、様々

な主題を使って、その月、その週の行事などを発信しております。

ですから自分の学校、自分の学級というように特定少数の人達に発

信しておりまして、さかんであると思います。毎日のように発行し

ている学校もあります。不特定多数の方に対する発信時期が、充分

熟成されていないと思います。今日ご教示いただいた内容を折り込

みながら、教育センターや学校教育課で発信していくよう考えてお

ります。 

はい。他に何かございますか。無いようですので私は、情報化がす

ぐに伝わるようなことも一つの形だと思います。教育現場では、い

ろんな問題があると思いますが、今日の稲葉委員さんを始めとして

の意見を現場に伝えていただいて、改正出来るところは、改正して

いただきたいと思います。その他で他に何かございますか。 

はい。次回の教育委員会定例会議日程でございますが、８月２５日

（木曜日）午前１０時から４０１会議室で行います。次に報告第３

号の出席関係職員ですが、教育部長、教育次長、学校教育課長、庶

務課長、事務局２名の職員です。 

はい。報告第３号平成２４年度使用教科用図書の採択については、

秘密会とさせていただきますので出席関係職員の方は残っていた

だいて、その他の職員につきましては、これを持ちまして閉会とさ

せていただきます。 


