
平成２４年２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２月１６日（木）

１０時００分から１０時４０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 富津市学校給食調理場の設置等に関する条例の

      一部を改正する条例の制定について

議案第２号 富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に

      関する条例の一部を改正する条例の制定につい

      て

議案第３号 富津市立小学校及び中学校通学区域に関する規

      則の一部を改正する規則の制定について

議案第４号 平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入歳

      出３月補正予算について

議案第５号 平成２３年度末退職教職員に対する富津市教育

      委員会感謝状の贈呈について

○報告事項

報告第１号 後援申請について

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、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、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
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容）
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平成２４年２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 

坂井委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

おはようございます。先の生涯学習推進大会の小和田哲男氏の

講演を聞かせていただきまして、何気なく中学生位の生徒さん

が一生懸命メモを取りながら聞いておりまして、更にホール等

を見回して見ますと、資料に書き込みをしながら聞いている方

がおりました。私も興味深く聞かせていただきました。ホール

も満員というまではいかないと思いますが観覧者がそれなりに

おりました。それでは、只今から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坂井委員さんにお願い

します。 

はい。 

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項目目の公民館サーク

ル弥生の会発表会は市文化協会主催で開かれました。客席一杯

の方々が歌や踊りを楽しんでおられました。２項目目の教育長

会議では新年度の役割分担の協議等を行いました。３項目目は

君津地方４市の文化協会から４０名ほどの方が集まった研修会

です。生涯学習課の小澤係長の講演に続いて、現在発掘調査中

の西谷古墳を含む市内史跡等の見学が行われました。４項目目

の市表彰式において教育委員会関係で受賞されたのは、教育功

労で学校歯科医おふたりと生涯学習推進協議会委員おひとり、

体育功労で小学生・中学生・高校生・成人計１０人と１団体、

文化功労で高校生６人、善行表彰で２団体の皆様でした。下に

３月定例市議会の会期を記載しましたが、今回の議場コンサー

トは吉野小学校６年生による朗読・群読や合唱などです。３月

１日の本会議前９時から９時２５分ころまでです。ご都合がつ

けばご鑑賞ください。また、記載してありませんが、１月３０

日に県農林水産部水産課の仲介で県漁業士会内湾支部の方から

給食用焼海苔を、そして、２月１３日には富津シティーロータ



2 

宮田委員長 

川名課長 

宮田委員長 

リークラブさん等から学校教育振興のためにとのことで現金

を、それぞれいただきましたので、報告させていただきます。 

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。２月１４日木更津・君津合同庁舎にて千葉県教育庁南房

総教育事務所長二次面接を行いました。一次面接で各学校長か

らの要望に対し２３年度末人事異動について、教育事務所担当

から説明がありました。２月１５日１８時３０分よりいち川旅

館１階会議室に於いて富津市長主催により、医師会、歯科医師

会、薬剤師会の通称三師会と市役所関係部局とで会議が開催さ

れました。消防本部、健康福祉部、経済環境部、教育部の担当

する業務のより良い在り方について、ご指導いただきました。

記載しておりませんが、１月２５日（水）に、環小学校の児童、

３年１名、４年６名、６年１名の合計で８名が感染性胃腸炎と

診断されました。教育委員会では、直ちに調理場にも連絡し、

食中毒に対する一層の注意喚起を図りました。環小学校では、

学校医・保健所の指導をうけ、４年生は１月２８日まで学級閉

鎖となりました。感染した児童も回復し、大事には至りません

でした。その後、感染する児童も少なく、様子を注視していた

ところでありますが、昨日、２名が感染性胃腸炎に感染したと

の報告が入ってまいりました。今後も動向に注意をはらってま

いります。なお、他の学校では集団での感染の報告はありませ

ん。また、インフルエンザにつきましては、２月１日から２月

１５日までの述べ患者数は、小学校は４６７人、中学校は１９

９人となっております。この間の、学級閉鎖は小学校が１校、

学年閉鎖は小学校が１校、中学校は２校となりました。なお、

２月１４日からは学年・学級閉鎖の報告はありません。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 

小柴課長 

はい。教育センターの各課報告をいたします。１月３１日、４

０１会議室にて第２回小中連携教育推進委員会を開催しまし

た。平成１５年度より９年間の事業計画で、全中学校区を研究

指定して推進してまいりました。「富津市小中連携教育」も平成

２３年度で９年を終え、そのまとめと今後について、また今年

度の成果について話し合いました。２月１日、４０１会議室に

て第３回富津市学校関係行事調整委員会を開催しました。平成

２４年度の行事調整を行いました。また、５０２会議室にて第

２回コンピュータ主任会議を開催しました。各校コンピュータ

主任から今年度の問題点や来年度の取り組みについて話し合い

ました。２月３日、４０１会議室にて第２回長欠・不登校対策

会議を開催しました。子どもと親のサポートセンター研究指導

主事の小柴孝子先生に「長欠・不登校児童生徒の解消に向けて

～保護者等の支援の在り方について～」というテーマでお話を

いただきました。２月７日、４０１会議室にて第３回特別支援

教育推進チ－ム会議を開催しました。平成２３年度のまとめと

来年度に向けての話し合いを行いました。２月１０日、４０１

会議室にて地区指導行政連絡協議会が行われました。千葉県教

育庁南房総教育事務所指導室長をはじめ７名の指導主事を招

き、指導行政について情報交換を行いました。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。生涯学習課の各課報告を申しあげます。１月２７日に、

君津教育会館で、第２回南房総教育事務所管内各市町生涯学習

担当課長・室長会議が開催され、平成２３年度における県関係

事業並びに各市町の生涯学習及び社会教育の推進への主な取り

組みについて、発表・意見交換を行いました。次に、２月５日

教育委員会表彰後、第１２回富津市生涯学習推進大会が富津公

民館で開催され、県立君津商業高等学校吹奏楽部の素晴らしい

オープニング演奏で始まり、式典終了後、戦国時代史研究の第
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宮田委員長 

山中次長 

宮田委員長 

川名課長 

一人者の静岡大學名誉教授「小和田哲男氏」を講師にお招きし、

「戦国三姉妹と信長・秀吉・家康」と題した講演に参加者５３

４名は、熱心に聞き入っておりました。また、委員皆様のご参

加をいただき感謝申し上げます。以上で生涯学習課の各課報告

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あげます。１月２８日に

スポーツ少年団指導者・母集団研修会を市民会館ホールにて実

施し参加者は、事務局を含め１８名でした。講義は、国際武道

大学体育学科中島一郎教授による「楽しい交流プログラムの実

践」テーマ、楽しい交流プログラムで居心地よい少年団づくり

をと言うことでお話がありました。次に１月３１日に千葉県民

マラソン大会運営委員会会議が５０３会議室にて実施されまし

た。今回の大会からハーフマラソンの部に関門規制を設けるこ

とが決定しました。関門規制は１５㎞地点に設け関門時間は１

時間５０分となりました。これは、交通規制が午前９時から正

午までとなっている関係から交通規制時間を守り今後の大会を

継続していくために行います。なお、今回の参加者は千葉県民

マラソン大会過去最高となる５，１００人を超える方が参加し

ております。大会当日の天候が快晴となり富士山が望めること

を期待します。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付議議案に入り

ます。議案第１号富津市学校給食調理場の設置等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてお願いします。 

はい。議案第１号「富津市学校給食調理場の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。

３ページをご覧ください。議案第１号は、学校給食調理場の設

置等に関する規定を整備するために、条例の一部を改正するも

のであります。具体的にご説明申しあげますので、４ページを
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宮田委員長 

榛沢館長 

ご覧ください。第１条では、給食調理場の設置根拠を明確にす

るために、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学校給

食法の規定により設置すること、第４条では、調理場の事業内

容を富津市教育委員会規則で定めること、また、第１０条でも、

一層の明確化を図っております。附則といたしまして、この条

例は、平成２４年４月１日から施行する。なお、新旧対照表に

つきましては、５ページに記載いたしました。以上でございま

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。議案第２号富津市公民館及び市民会館の設置及

び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてお

願いします。 

はい。議案第２号富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いた

します。提案理由につきましては、「地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律（平成２３年法律第１０５号）」第１７条により、社会教育

法が改正され、公民館運営審議会委員の委嘱基準が市町村の条

例規定事項となることに伴い、その基準を定めるため、条例の

一部を改正しようとするものであります。社会教育法第３０条

第１項で規定されていました公民館運営審議会委員の委嘱基準

が削除され、第２項で委員の委嘱基準を市町村の条例で定める。

この場合、文部科学省令で定める基準を参酌するものとすると

改正されました。文部科学省令で、改正前の社会教育法で規定

されていた審議会委員の委嘱基準と同じ内容の参酌基準が公布

されましたので、８ページの新旧対照表により説明させていた

だきます。表左側が現行条例で右側が改正案、アンダーライン 

部分が改正しようと第１６条「第３項」及ぶ「第４項」を、そ
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宮田委員長 

川名課長 

れぞれ１項繰り下げ「第４項」及び「第５項」といたしまして、

第２項の次に第３項として、「委員は、学校教育及び社会教育の

関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験

のある者の中から、教育委員会が委嘱する。」と新たに第３項を

追加しようとするものです。また、第４項中改正案では第５項

になりますが、社会教育法第３０条第１項が改正され、委員の

委嘱基準を条例で定めることから「法第３０条第１項」を「第

３項」に改めるものです。附則ですが、施行日を平成２４年４

月１日からとしております。ご審議のほどよろしくお願いしま

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号富津市立小学校及び中学校

通学区域に関する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３号「富津市立小学校及び中学校通学区域に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について」ご説明いたしま

す。９ページをご覧ください。議案第３号は、住民基本台帳法

の一部を改正する法律の施行及び青木地区区画整理事業の換地

処分に伴い、関係例規を整備するため、規則の一部を改正する

ものです。具体的にご説明申しあげますので、１０ページをご

覧ください。住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外

国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることとなりまし

たので、第３条中の「外国人登録原票に記録」を削除といたし

ます。また、土地区画整理事業の換地処分に伴い、番地が確定

したこと等により、第３条中、別表富津中の通学区域の欄中の

「青木」を「大堀一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、青木、青

木一丁目、二丁目、三丁目、四丁目」に改めることといたしま

す。附則といたしまして、この規則中第３条の改正規定は、平
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宮田委員長 

山中次長 

成２４年７月９日から、別表の改正規定は、平成２４年３月１

７日から施行する。なお、新旧対照表につきましては、１１ペ

ージから１２ページに記載いたしました。以上でございます。

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。続いて議案第４号平成２３年度富津市一般会計

予算教育費歳入歳出３月補正予算についてお願いします。 

はい。議案第４号平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入

歳出３月補正予算について総括にて説明させていただきます。

はじめに歳入の主なものですが１４ページをお開きください。

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目教育費国庫補助金、

１節、幼稚園費補助金９１７千円の補正減、私立幼稚園就園奨

励費補助金で私立幼稚園に通園する保護者負担額の確定にとも

なうものです。２節小学校費補助金１７９，０９５千円、３節、

中学校費補助金３１，１００千円の補正増は、ともに学校施設

環境改善交付金です。１５款県支出金、２項県補助金、８目教

育費県補助金、２節社会教育費補助金３，７０８千円の補正減

は、県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金（図書蔵書管

理事業）で図書蔵書管理事業実施に伴う減額です。次に、２０

款諸収入、５項雑入、５目雑入、１節給食事業収入２，０６８

千円の減は、現年度分の給食事業収入です。２節雑入５，２０

０千円は、民間開発発掘調査事業の開発者負担金です。次に、

２１款市債、１項市債、６目教育債、５２６，２００千円の補

正増につきましては、小学校債や中学校債の学校教育施設整備

事業債などです。歳入予算要求合計額（節分）、補正額７２４，

７０７千円です。次に歳出の主なものですが１５ページをお開

きください。１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

１９節負担金補助及び交付金４，９８９千円の補正減、私立幼
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宮田委員長 

稲葉委員 

稚園就園奨励費補助金で保護者負担額の確定にともなう減額で

あります。２項小学校費、１目学校管理費、１３節委託料６，

４０１千円の補正増は、アスベスト除去設計業務や校舎等耐震

補強設計業務執行に伴う補正減と耐震補強工事監理業務委託及

び学校施設改修工事監理業務委託に伴う補正増です。実施校は

記載のとおりです。１５節工事請負費６５６，２８７千円の補

正増につきましては、学校施設改修工事及び耐震補強工事実施

に伴うものです。実施校は記載のとおりです。３項中学校費、

１目学校管理費、１３節委託料２，０４５千円補正増は、校舎

等耐震補強設計業務執行に伴う補正減と耐震補強工事監理業務

委託に伴う補正増。１５節工事請負費９６，０００千円の補正

増につきましては、天羽東中学校耐震補強工事実施に伴うもの

です。１６ページをお開きください。４項社会教育費、１目社

会教育総務費、１３節委託料３，７０８千円の補正減は、図書

蔵書管理事業実施に伴うものです。６目文化財保護費５，３０

１千円の減額ですが、民間開発発掘調査事業の関係です。１月

から３月までの間に開発者から依頼のあった場合、執行可能な

調査費としたことによります。７目埋立記念館費、２５節積立

金１０，０００千円の補正増、埋立記念館管理運営基金積立金

です。これは平成１４年に埋立記念館の管理運営基金から１５

０，０００千円繰り替え運用という形で一般会計のほうに貸付

けております。この分を１０，０００千円返していただくとい

うことで積立てるものです。５項保健体育費、２目給食管理費

２，７５３千円の補正減と３目給食費２，０６７千円の補正減

は共同調理場調理等業務委託執行に伴うものです。歳出予算要

求合計額（節分）、補正額７５４，３９６千円です。以上で説明

を終わります。

はい。ありがとうございます。議案第４号について質問がござ

いますか。 

はい。給食費の未納というのは、だいぶ改善の方向に向かって
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川名課長 

宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

磯貝課長 

いるのでしょうか。また、現在の未納額はどの位でしょうか、

お伺いします。 

はい。毎年１００万円程度の未納があります。収納率は９９．

５％程度の収納率があります。また、未納者に対しましては子

ども手当から納入していただくことにより、収納率が若干改善

していくと思います。詳細な金額につきましては、後程資料を

お届けいたします。 

はい。ありがとうございます。私からお伺いをさせていただき

ます。庶務課の補正予算要求について、アスベストの徐去工事

に関して、この工事中に子どもたちの健康に影響があるのかお

伺いしたいと思います。 

はい。アスベストの徐去工事につきましては、実際に徐去する

のは、夏休みを計画しております。ビニールで完全に密封して

外に飛散しないような工事を行いますので、近隣の方にも迷惑

がかからないようにいたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。議案第４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４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４号は、承

認されました。次に議案第５号平成２３年度末退職教職員に対

する富津市教育委員会感謝状の贈呈についてお願いします。 

はい。平成２３年度末退職教職員に対する富津市教育委員会感

謝状の贈呈について。富津市教育委員会は、富津市教育委員会

が行う「退職教職員感謝状贈呈式」に関する内規に基づき、被

贈呈者は平成２３年度退職される別紙の者とする。内容につい

てご説明いたします。市教育委員会では、「退職教職員感謝状贈

呈」に関する内規に基づき、感謝状を毎年贈呈しております。

内規に基づく教職員とは、校長、教頭、教諭、学校事務職員、

学校栄養士職員で、「被贈呈者は、退職時に本市の教育機関に勤

務しており、教職員の職に１５年以上あった者」です。２４ペ

ージをお開きください。こちらに平成２３年度末富津市退職教
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宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

磯貝課長 

宮田委員長 

職員感謝状贈呈者名簿がございます。今年度は、１０名が対象

となります。勤務年数は、短い方で２９年９月、長い方で３９

年でございます。以上で説明を終わります。ご審議よろしくお

願いします。

はい。ありがとうございます。議案第５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５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５号は、承

認されました。次に報告事項に入ります。報告第１号後援申請

についてお願いします。 

はい。報告第１号後援申請について。平成２３年１２月２８日

から平成２４年１月２７日までの後援申請受付分につきまして

は、富津美術会三田和広氏他３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。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、３月２９日

（木）午後２時より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。 


