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１６時００分から１６時５０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 富津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改

      正する規則の制定について
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      について
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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１２月補正予算について

報告第２号 後援申請について
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      出１２月補正追加予算について
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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
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公開  ・  一部非公開  ・  非公開
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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１２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 

小坂委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。今年度最後の定例会議となりました。日曜

日に衆議院議員選挙等がありまして自民党が政権を奪回し、来

週には新内閣が発足いたします。政治は国民の利に意向するこ

とを期待しております。それでは、只今より１２月定例会議を

始めます。委員長報告は特にございません。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。１ページ記載事項について報告します。１項目目のシン

ポジウムでは、専門家の講演などに交じって、金谷小３・４年

生が、これまで積み重ねてきた「金谷石博士になろう」という

学習の成果を発表しました。このあと教育センターからも関連

する報告があると思います。２項目目の議場コンサートでは、

富津小６年生が自作の詩の群読と箏の演奏と合唱を聴かせてく

れました。３項目目の行事には小坂委員も明るい選挙推進協議

会委員の立場で参加してくださいました。４項目目は、市内に

二つある司会を学ぶサークルのうちの一つブルースカイが、歌

や踊りなどを学ぶ人たちと協力して開いた発表会です。もう一

つのサークルも２３日に発表会を予定しています。次に議会の

報告です。まず、一般会計補正予算案については、教育委員会

関係を含む当初から提出のものと、最終日に追加で提出した総

合社会体育館関係のもののどちらも全員賛成で可決されまし

た。これについては後で報告があります。一般質問では、教育

委員会関係の質問が記載の４議員からありました。以下、部長

と私の答弁要旨です。佐久間議員からは、災害時における教職

員の参集場所や役割について質問がありました。教職員は、休

日や夜間の災害であっても勤務校に参集するよう努めること、

また、児童生徒の安全を最優先に活動し、その上で避難所運営
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にも最大限の協力をするのが原則であること、それらの内容も

含んだ「富津市小中学校防災計画 暫定版」について、校長会

や防災担当部局と検討中であることなどを答えました。平野議

員の質問には、古墳の里ふれあい館のおよその利用者数や、よ

りよい施設にするために１０月から利用者アンケートを実施中

であること、解体された西谷古墳の石室に使われていた石は活

用方法検討中であること、文化庁が実施した第一海堡を含む近

代遺跡調査の結果はいまだ公表されていないこと、国への史跡

指定の要望は今のところ予定していないものの今後検討はして

みたい旨答えました。石井議員の質問には、まず、学校施設の

うち主に体育施設が１１月末現在で７７登録団体に４２８４回

開放され市民に活用されていることを答えました。また特に富

津中の屋内多目的広場いわゆるドームの活用状況についても質

問されましたので、当該施設は分類上体育施設ではありません

が、学習や部活動等に有効活用されるとともに、利用申請に基

づいて市民にも使っていただいていることを答えました。通学

路については、７月に学校から危険箇所として報告された４４

箇所のうち、緊急合同点検の際に既に対策済みであった箇所以

外のすべてに安全対策案を設定し、関係機関が改善に努めてい

ることなどについて答えました。改修工事等ハード面の対応に

ついては主に建設部長が答えました。通学路については、岩本

議員からも合同点検を来年度以降も行うのかとの質問を受けま

したが、その検討を含めて今後も関係機関との連携に努めてい

く旨答えました。また、校務用パソコンが概ね教職員３人に１

台しか配置できていない現状を伝えるとともに、財源確保と情

報管理の徹底に努める旨答えました。国の新学校図書館図書整

備５か年計画に関しては、この財政措置が使途を特定しない一

般地方財源としての措置であること、校舎等の耐震補強に予算

を重点配分しつつ、今後も学習に必要な予算確保に努力するこ

となどを答えました。教育長報告は以上です。 
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池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

川田所長 

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。学校教育課から報告いたします。１２月７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２名、小学校１年生３名、４年生１名、

６年生１名、中学校１年生２名、２年生１名の合計１０名でした。

結果につきましては、通常学級で指導する者２名、特別支援学級

で指導する者８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５０３会議室から４０１会議室に変更し

て開催しました。委員１０名中、９名が出席し、「学校給食調理

場の統合」について、協議いたしました。学校給食運営委員会と

しては、各調理場の施設・設備の老朽化、児童・生徒の減少等を

考慮すると、調理場の統合は必要であるということでまとまりま

した。なお、教育委員の方々には、定例教育委員会議のあと、お

手元にお配りいたしました資料をもとに、「学校給食調理場の統

合」について、ご説明いたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。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。１２月５日、金

谷小学校にて千葉県環境大使のアルピニスト野口健さんを迎え

て、県環境生活部主催による「ようこそ千葉県環境大使」事業

が行われました。当日は、野口健さんと金谷小学校の児童、地

域のボランティアの方々が一緒に鋸山登山道の美化活動を行っ

たり、金谷小児童の学習発表「金谷石博士になろう」や野口健

さんの講演「富士山から世界を変える」が行われました。１２

月１２日、４０１会議室にて富津市学校行事調整委員会を開催

しました。各団体の責任者に平成２５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。 
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池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

小柴課長 

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あげます。１１月３

０日に平成２４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。次に、１２月７日に今回で最終回となり

ます、第４回市民文化教養講座の移動学習を開催しました。埼

玉県さいたま市の鉄道博物館と今年復元工事が終わった東京駅

駅舎の視察研修を行いました。参加者は２３人でした。次に１

２月１９日に第２回社会教育委員会議が市役所５０２会議室で

開催し、第１３回富津市生涯学習推進大会の開催要項が決定さ

れた報告と、その他５件の報告後「いじめ問題について」の研

修を行いました。また、富津市生涯学習推進大会のポスターが

出来ましたので、お手元に配布させていただきましたので、よ

ろしくお願い致します。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。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。１２月２日に

金谷小学校体育館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５９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、ルール説明後スロ

ーイング・キャッチングの実技指導を行った後、試合を行いま

した。次に１２月９日に第２９回千葉県スポーツ推進委員研究

大会が東金文化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。午後には東金市立東中学校吹奏楽部に

よる歓迎の集いの後、基調講演は、中村勝広氏による「私の野

球から｣と言う演題で中村氏の経験談等を講演していただきま

した。 次に１２月１２日にちばアクアラインマラソン第６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
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池田委員長 

進藤館長 

池田委員長 

髙橋館長 

た。運営委員会では、実施概要の内容として、日時、会場、気

象状況その他に、沿道応援者数約３１万人、救急車出動回数３

６回、ランナー出走者数１３，９４６人、完走者数１０，２９

６人完走率７３．８％の報告がありました。その次に競技運営

計画の反省と課題として、ランナー募集スケジュール、体育関

係者説明会、コース、当日運営についての検証報告がありまし

た。また、次回開催につきましては、来年度にかけて検証結果

を丁寧に精査したうえで、判断するとのことでございます。以

上でございます。 

はい。ありがとうございます。続いて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。１１月３０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

議を開催いたしまして、市民文化祭２０１２の結果・収支決算・

アンケート結果について報告いたしました。また、事業収支決

算が承認され、収入額は市からの市民文化祭事業確定交付金で

１，０７１，０７９円・支出額は１，０７１，０７９円となり

まして、当初補助金交付額１，０７８，０００円でしたので残

額６，９２１円を市へ返納いたしました。１２月２０日、中央

公民館多目的室におきまして、第３回公民館運営審議会を開催

いたしました。会議の内容ですが、議題の平成２５年富津市成

人式の実施につきましては、平成２５年１月１３日（日）に開

催することとなりました。委員の皆様のご参加をお願いいたし

ます。また、富津市民文化祭２０１２の結果・収支決算・アン

ケート結果について報告いたしました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。最後に富津公民館お願いします。

はい。富津公民館より報告いたします。平成２５年富津市成人

式について、開催要項がまとまりましたので、ご報告いたしま

す。日時は、平成２５年１月１３日（日）午後２時から、会場

は、富津公民館ホールであります。当日は、受付が午後１時１

５分から、式典が午後２時から３時までの約１時間を予定し、
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池田委員長 

川田所長 

式典終了後に記念写真撮影を行います。今回の新成人該当者は、

市内外あわせて約５００名で、うち市内在住者は４５２名（１

０月末）であります。式典の概要でございますが、「司会進行」

は、大貫地区の石井
い し い

千尋
ち ひ ろ

さんと多賀
た が

友紀子
ゆ き こ

さんにお願いしまし

た。「開式のことば」を平野副市長が行い、続いて「国歌斉唱」

は、指揮を富津地区の澤田安
さ わ だ あ

理
り

佐
さ

さんに、ピアノ伴奏を同じく

富津地区の馬場
ば ば

未来
み ら い

さんにお願いしました。「主催者代表あいさ

つ」は、佐久間市長が行います。「来賓祝辞」は、浜田衆議院議

員、吉本県議会議員、平野市議会議長の３氏からいただく予定

です。「来賓祝辞」が終了し、来賓及び主催者が降壇した後に、

「成人としての意見」発表に移ります。発表者は、例年どおり

各地区の出身者の中から、富津地区が齊藤
さいとう

雅
まさ

裕
ひろ

君、大貫地区が

保坂
ほ さ か

恒
こう

輔
すけ

君、佐貫地区が福原
ふくはら

啓
けい

輔
すけ

君、天羽地区が島津
し ま づ

裕司
ゆ う じ

君、

峰上地区が小林
こばやし

雅
まさ

紀
き

君の、５名の新成人が行います。「新成人に

贈ることば」は、市内の中学生を代表して、富津中の本村
もとむら

太一
た い ち

君

に行ってもらいます。最後に、「閉式のことば」を渡辺教育長が

行い、午後３時頃に式典が終了する予定です。そして、その１

０分後ぐらいに記念写真撮影を行い、すべて終了となります。

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。私から質問させていただきます。教育長

報告での岩本議員の一般質問で、校務用パソコンの配置状況と、

情報管理について、その中の情報管理についてですが、学校の

先生方も大変忙しく自宅に持ち返るケースが多々あると思いま

すが、以前富津市ではありませんが、ＵＳＢメモリの持ち出し

や紛失など個人情報の漏えいをしたりという事案があったと記

憶しております。現在具体的に情報管理の個人情報の漏えいに

対して、対策をとっているのかお伺いします。 

はい。基本的に情報の持ち出しをしないことで確認しておりま

す。ただ、どうしてもということがあると思いますので、各学
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池田委員長 

小坂委員 

岩名課長 

小坂委員 

池田委員長 

川名次長 

校には、パスワードを設定してあるＵＳＢを配布してございま

す。そのＵＳＢについても校長先生の許可を得てから持ち出す

ことにしてあります。学校にある金庫を使用して鍵のかかる場

所にしまうようにして、貸出簿へきちんと記載するように義務

付けをしております。富津市の場合はセキュリティの管理はし

っかりしております。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。他に質問がございますか。 

はい。岩本議員さんの質問にありました、新学校図書館図書整

備５か年計画についてですが、学校の図書台帳のデータ化とい

うことを聞いたのですが、予算確保の説明をもう少し詳しく説

明をお願いします。 

はい。学校図書のデータ化についてお答えします。学校図書の

データ化につきましては、平成２３年にバーコード化されてお

ります。それを読みとるシステムがまだ遅れておりますが、来

年度予算確保に向けて努力しております。以上でございます。 

はい。分かりました。 

はい。他に質問がございますか。無いようですので次に付議議

案に移ります。議案第１号富津市立小学校及び中学校管理規則

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号についてご説明いたします。 平成２４年度か

ら、県費負担教職員の職に新たに主査職が導入されました。本規

則は、県費負担教職員の職に「主査」を追加するために、規則の

一部を改正しようとするものであります。６ページの富津市立小

学校及び中学校管理規則新旧対照表をご覧ください。左の欄の一

番下の行です。現行の第４条第１号県費負担教職員の表中、事務

職員の項中の下線部分の「事務長」を、左の欄、改正案、事務長、

主査に改めます。次に７ページの一番下の行です。別記 第１１

号様式については、５ページをご覧ください。別記第１１号様式

中の事務長と副主査の間に、主査を挿入します。附則といたしま

して、この規則は、公布の日から施行する。以上でございます。
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池田委員長 

川名次長 

ご審議のほど、よろしくお願い申しあげます。 

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。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号についてご説明いたします。私立幼稚園就園奨

励費補助金は、市民税の所得割課税額に応じて算定された金額と

なります。本規則は、就園奨励費補助金の算定にあたり、市民税

の所得割課税額から住宅借入金等特別税額を控除する前の所得

割課税額とするために、規則の一部を改正しようとするもので

す。１０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。 左側の欄、現行の第２条第１号の

表の下にある（注）の第１項 一番の下の行です。この現行の第

１項を、右側の欄の改正案では第２項とし、「この号及び次号に

おいて」を加えます。そして、あらためて第１項として、改正案

の表のとおり加えます。次に、１１ページをご覧ください。 左

の欄、最も上の行の、現行の第２項を、右の欄、改正案で第３項

とし、「この号及び次号において」を加え、さらに、現行４行目

の「上記」を改正案で「各号の表」に改めます。そして、現行の

第３項、第４項を、第４項、第５項に改めます。次に１２ページ

をご覧ください。現行の第２条第２号の表の「注」の第１項、第

２項、左の欄の表の下、下線が引いてある第１項と第２項を削り

ます。そして、第３項を第１項と改めます。１３ぺージをお願い

します。左の欄、下の方、現行の第４項を、第２項に改めます。

つづいて、第５項の「第３項各号」を「第１項各号」に改め、同

項を第３項とします。付則として、この規則は、公布の日から施

行し、改正後の富津市私立幼稚園奨励費補助金交付規則の規定

は、平成２４年の予算に係る補助金から適用する。以上でござい
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池田委員長 

岩名課長 

ます。ご審議のほど、よろしくお願い申しあげます。 

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号平成２４年度富津市教育委員

会被表彰者の決定についてお願いします。 

はい。議案第３号平成２４年度富津市教育委員会被表彰者の決

定について説明いたします。富津市教育委員会は、富津市教育

委員会表彰規程第５条の規定により別表のとおり被表彰者を決

定する。資料１５ページをご覧ください。この表彰は、富津市

教育委員会表彰規程第１条に基づき、富津市における教育、ス

ポーツ、学術又は文化の振興に関し特に功績の顕著であった者

（もの）を表彰しようとするものであります。表彰対象者は、

規程第２条に該当する個人及び第３条に該当する団体であり、

その詳細は、表彰内規で定めています。今回の候補者は、資料

にありますように、体育功労表彰 個人１６名、団体１団体、

文化功労表彰 個人３名でございます。はじめに、体育功労表

彰 個人（第２条第２号）はスポーツの各種大会等において県

大会規模では１位、関東大会規模では３位以上、又はそれに相

当する優秀な成績であった者で青堀小学校５年髙橋飛羽
と わ

さん

「第３８回千葉県空手道選手権大会、小学５年生男子組手の部

「優勝」富津小学校６年鈴木七月
な つ

生
き

さん「３８回千葉県空手道

選手権大会 小学６年生女子形の部優勝」大貫中学校１年今野

羅偉
ら い

輝
き

さん「第３８回千葉県空手道選手権大会、中学１年生男

子組手の部優勝」他青堀小学校４年松澤まといさん「第３８回

千葉県なぎなた大会 試合 小学生の部五級以下優勝」飯野小

学校６年沼野未玖さん「第３８回千葉県なぎなた大会 演技 

小・中学生 中級の部 優勝」飯野小学校６年 祝 迫
いわいざこ

寧々
ね ね

さん「第

３８回千葉県なぎなた大会 演技 小・中学生 中級の部 優

勝」木更津総合高等学校１年鳥潟
とりがた

みちるさん「第６５回千葉県
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高等学校総合体育大会柔道大会 女子団体戦 優勝」吉野小学

校６年奥野 英
あずさ

さん「第６０回地区連盟対抗剣道優勝大会 小

学生の部 団体戦 優勝」佐貫中学校２年新納
に い の

 侃
なおと

さん「第６

０回地区連盟対抗剣道優勝大会 中学生の部 団体戦 優勝」

拓殖大学紅陵高等学校３年鈴木麻衣子さん「第６５回千葉県高

等学校総合体育大会剣道大会 女子団体の部 優勝」大貫中学

校２年藤平 尚
しょう

真
ま

さん「平成２４年度千葉県中学校新人体育大会

共通走高跳 優勝」湊小学校５年佐藤宣之
のぶゆき

さん「第１５回関東

小学生相撲優勝大会 個人戦小学生の部 ３位」拓殖大学紅陵

高等学校２年井手雅
まさ

貴
き

さん「第６５回千葉県高等学校総合体育

大会ソフトテニス大会 男子団体の部 優勝」木更津総合高等

学校２年青木謙
けん

汰
た

さん「第９４回全国高等学校野球選手権千葉

大会 優勝」木更津総合高等学校３年平野智
とも

久
ひさ

さん「第９４回

全国高等学校野球選手権千葉大会 優勝」木更津総合高等学校

３年杉崎弘起
ひ ろ き

さん「第９４回全国高等学校野球選手権千葉大会

優勝 以上の１６名で、表彰規程第２条第２号に該当します。

次に、体育功労表彰 団体は、青堀サッカークラブ（選手６年

生１４名）「第３１回千葉県スポーツ少年団サッカー交流大会 

優勝」の１団体で表彰規程第３条第３号に該当します。次に、

文化功労表彰 個人は、青堀小学校３年松本 龍
りゅう

芽
が

さん「第２１

回全国小学生作文コンクール『わたしたちのまちのおまわりさ

ん』社会安全研究財団賞」大貫中学校１年渡辺百
もも

香
か

さん「平成

２４年度中学生税についての作文 東京国税局長賞」大貫中学

校２年山口純平さん「第９回千葉県中学生創造ものづくり教育

フェア 木工の技チャンピオン部門 最優秀賞」以上３名で、

表彰規程第２条第２号に該当します。以上、体育功労表彰 個

人１６名、団体１団体、文化功労表彰 個人３名でございます。

ご審議よろしくお願いします。なお、表彰につきましては、第

１３回富津市生涯学習推進大会が２月３日に予定されておりま

すので、昨年同様大会の前に行う予定です。以上でございます。
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池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

小柴課長 

はい。ありがとうございます。議案第３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。次に報告事項に移ります。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、総括で説明させていただきます。 

歳出について説明させていただきます。１７ページをお開きく

ださい。１０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費の２，

３００千円の補正増は小学校１１校の緊急修繕料です。３項中

学校費、１項学校管理費の２，０００千円の補正増は、５中学

校の緊急修繕料です。５項保健体育費、２目給食管理費の１，

５００千円の補正増は、１１節需用費の２共同調理場と３単独

調理場の緊急修繕料１，５００千円です。歳出予算合計額（節

分）、補正前の額１，３８７，４２７千円、補正額５，８００千

円の補正増、計１，３９３，２２７千円です。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。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１１月１６日

から１１月２０日までの後援申請受付分につきましては、石の

まちシンポジウム実行委員会代表鈴木裕士他１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。続いて報告第３号平成２４年度

富津市一般会計予算教育費歳入歳出１２月補正追加予算につい

てお願いします。 

はい。報告第３号平成２４年度富津市一般会計予算教育費歳入

歳出１２月補正追加予算について説明させていただきます。今

日お渡ししました資料をご覧ください。体育振興課の歳出につ
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池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

いて説明させていただきます。１０款教育費、５項保健体育費、

４目市体育施設費、１５節工事請負費１６，０００千円は、総

合社会体育館天井安全ネット設置工事です。要求の要因につき

ましては、１１月４日にメインアリーナの中央部周辺の化粧材

の一部が落下したことにより、予防のためネット設置工事を行

うものでございます。歳出予算合計額（節分）、補正前の額１６，

３９３千円、補正額１６，０００千円の補正増、計３２，３９

３千円。以上で説明を終わります。 

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。無いようですので次にその他に入ります。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１月３１日（木）

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。 


