
平成２４年４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４月２６日（木）

１０時００分から１０時３０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 富津市文化財審議会委員の委嘱について

議案第２号 義務教育諸学校（市立小学校及び中学校）の教科

      用図書の取扱い方針を定めることについて

○報告事項

報告第１号 平成２４年度富津市内中学校修学旅行の計画に

      ついて

報告第２号 富津市社会教育指導員の任命について

報告第３号 富津市家庭教育指導員の任命について

報告第４号 富津市スポーツレクリエーション推進員の委嘱

      について

報告第５号 後援申請について

５ 出席者名

宮田委員長、池田委員長職務代理者、小坂委員、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、

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、村石中央公民館主幹兼事業係長、髙橋富津公

民館館長、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  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４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 

小坂委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

おはようございます。メンバーが一部変わりましたが、皆さん

今年度もよろしくお願いします。それでは、教育委員会定例会

議を始めます。私は先週天羽中学校の検診に行って参りました。

平成２０年度から伺っておりますが、その中でも一番と言って

いいかもしれませんが、非常に落ち着いた検診で、待っている

間も私語は聞えてまいりませんし、検診も大変スムーズで、気

持ち良い検診になりました。一時落ち着かない時もありました

が、この状態で検診を受けて頂ければ良いと思いました。私か

らは以上です。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。３月から４月にかけて、委員の皆様には卒業式・入学式

をはじめ様々な行事にご出席いただきありがとうございまし

た。いくつか事故等の報告も届いてはいますが、各学校も教育

委員会事務局も、概ねよいスタートを切れたものと考えていま

す。では資料１ページの記載にそって報告します。３項目に記

載した適応指導教室、愛称「さわやか教室」は中央公民館内に

あります。不登校傾向の児童生徒に対して学校と連携しながら、

２人の指導員が交代で支援を行っています。昨年度は在籍６人

中２人が学校に完全復帰しました。また、中学３年生だった３

人は全員高校進学を果たしました。６人の延べ通級日数は３２

５日でした。６人の外に、東日本大震災で避難してきた児童が、

市内の学校に入学するまで仮に通級していた時期などもありま

した。相談員の任期は１年で、１人が新任です。４項目目の社

会教育指導員・家庭教育指導員については後ほど報告がありま

すが、同じく任期は１年です。全員が新任です。適応指導教室

相談員も社会教育指導員・家庭教育指導員も、それぞれの担当
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宮田委員長 

川名次長 

としては増員したいところですがそれができず、引き受けてく

ださった方の善意に支えられるような状態が続いています。６

項目目の都市教育長協議会は県内３６市の教育長で組織されて

おり、国・県に対して共通の要望をするなどの活動を行ってい

ます。今年度の会長は昨年度・一昨年度に続いていすみ市の教

育長です。８項目目に関連して、少し教育事務所の歴史などに

ついてお話します。平成１５年度まで、千葉県教育庁には政令

指定都市の千葉市を除いた地域に１１の地方出張所がありまし

た。本市は木更津市・君津市・袖ケ浦市とともに君津地方出張

所の管内でした。平成１６年度に地方出張所が５つの教育事務

所に再編されると、近隣４市は市原市・館山市・鴨川市・南房

総市・鋸南町と同じ南房総教育事務所管内となりました。事務

所の所在地は出張所時代と同じ木更津の合同庁舎内ですが、管

轄する地域が広くなった分、学校が県教委のサービスを受ける

機会も減り、それだけ市町の責任や役割が大きくなったと言え

ます。ただ、教職員の給与を負担し任免権を有するのが県教委

であることは変わっていませんので、お互いに連携を損ねぬよ

う努めています。他の記載事項についてはご覧ください。今年

度第１回目の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。学校

教育課お願いします。 

はい。学校教育課より報告します。４月２日、学校給食従事者

研修会を５０２・５０３会議室で開催しました。辞令交付後、

学校給食の調理・配膳等業務作業基準について、大貫共同調理

場の坂井幸栄栄養教諭を講師として約１時間の研修を実施しま

した。 ４月４日、学校保健担当者会議を５０２会議室で開催し

ました。来賓に医師会から田中先生、歯科医師会から椎津先生

をお招きし、各小中学校の養護教諭と、健康診断、予防接種、

災害共済の給付事務等の説明を行いました。４月６日、市内全

小・中学校で平成２４年度の始業式が行われ、９日には小学校、
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宮田委員長 

川田所長 

１０日には中学校の入学式が行われ、小学校３０９名、中学校

３８９名が入学しました。４月１３日、４０１会議室にて、第

１回目の市内校長会議を開催しました。 はじめに、教育長から

平成２４年度の学校教育指針、「富津を愛し、富津の未来を託

せる児童・生徒の育成」について、続いて各課より平成２４年

度教育予算、教育センター主催研修事業、平成２３年度末教職

員人事異動概要・服務の厳正ほかについて説明いたしました。

以上でございます。

はい。ありがとうございます。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。４月３日、４０

１会議室にて「新規採用教職員研修会」を開催しました。本年

度の初任者は、小学校教諭４名・中学校教諭２名の６名でござ

います。教育長・学校教育課長・教育センター所長による、初

任者への期待や心構え・服務規律についての研修会を実施しま

した。４月４日、中央公民館にて「外国語活動・英語科主任会

議」を開催しました。小・中学校の外国語活動担当者や英語科

主任が参加し、外国語活動推進のための確認やＡＬＴの委託業

務の留意点について話し合いや説明をしました。４月１７日、

４０１会議室にて「生徒指導担当者会議」を開催しました。小・

中学校の生徒指導主任・主事が参加しました。当日は、国立大

学法人千葉大学ジェネラルサポーター星幸広先生を講師にお招

きして講演をしていただきました。生徒指導と危機管理につい

て研修しました。４月２０日、５０２会議室にて「コンピュー

タ主任会議」を開催しました。小・中学校コンピュータ主任が

参加しました。「富津市立小・中学校情報機器等の運用について」

を中心に周知を図りました。４月２４日、５０２会議室にて「第

１回学力向上推進委員会議」を開催しました。平成２４年度の

学力向上推進事業について検討いたしました。また、小学校外

国語活動・中学校英語科の学習カリキュラム研究・作成、小学
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宮田委員長 

藤江参事 

宮田委員長 

小柴課長 

校体育・中学校保健体育科の学習カリキュラム研究・作成、基

礎学力の定着を図るための方策検討等の部会に分かれ、今後の

研究の方向性や取り組み日程などを検討しました。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。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。４月８日

に富津市青少年相談員連絡協議会総会が中央公民館において開

催され、平成２３年度事業報告及び決算報告について、また、

平成２４年度事業計画（案）及び予算（案）について審議され

承認されました。次に、４月１３日の区長回覧にて、各世帯に

生涯学習情報提供誌を各世帯に配布し、市民の皆様に生涯学習

への関心と、参加を促進しております。全部で 17,500 部作成し、

市内全世帯、公民館、保育所等に配布いたしました。４月１３

日に平成２４年度第１回管内各市町教育委員会生涯学習課長・

室長会議が開催され、平成２４年度の県令達事業と関連事業に

ついての説明と、南房総地域管内市町の生涯学習関係事業につ

いて発表と質疑が行われました。次に、本日午後になりますが、

平成２４年度君津地方社会教育委員連絡協議会正副会長・参与

会議が君津市生涯学習交流センターで開催されます。内容は平

成２４年度の総会の持ち方や平成２３年度の事業及び決算報告

について、また、平成２４年度の事業計画（案）及び予算（案）

についての協議をいたします。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。４月４日にス

ポーツレクリエーション推進員委嘱状交付式並びに総会が５０

２会議室で実施され３８名の方に委嘱状を交付した後、総会が

開催され役員を選出しました。会長には宮内和男氏、副会長に

は成戸武氏、高梨啓子氏が選出された後、平成２３年度事業報

告と、また平成２４年度事業計画、他３議件の審議が行われま
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宮田委員長 

進藤館長 

した。次に４月８日に総合社会体育館において、平成２４年度

スポーツ教室の開講式を行いました。今後１年間、毎週土曜日

午後７時からバドミントン、ソフトバレー、インディアカの３

種目を実施します。教室には、子供から高齢者まで幅広い方が

参加しています。次に４月１０日に中央公民館多目的室にて、

スポーツ推進委員会議が開催され平成２３年度事業報告及び決

算報告の後、平成２４年度の事業計画や予算について、またＦ

ＴＳ杯争奪スポーツ大会についての審議が行われました。次に

４月２０日に第１回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会が君

津市役所で開催され、平成２３年度事業報告及び決算報告後、

役員改選があり、会長には、君津市の稲田久武氏が副会長には、

富津市の田中明夫氏、木更津市の大野英二氏が選出されました。

その後、平成２４年度事業計画並びに予算他３議件の審議が行

われました。次に４月２４日に日本スポーツ少年団及び千葉県

スポーツ少年団表彰伝達式が５０２会議室で実施され、日本ス

ポーツ少年団表彰には、吉本充氏、千葉県スポーツ少年団表彰、

個人では４名、渡邉まさ子氏、新海龍雄氏、新森久美氏、菊池

秀弥氏、団体では３団体、飯野少年野球クラブ、武道会連合龍

神館、富津小フットボールクラブが表彰されました。その後ス

ポーツ少年団代表指導者会議が行われ、平成２３年度事業報告

及び収支決算報告と、また平成２４年度事業計画、収支予算に

ついて、他３議件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す。最後に中央公民館お願いします。

はい。中央公民館の関係について報告申しあげます。４月２４

日に中央公民館多目的室において、富津市民文化祭２０１２第

２回準備委員会を開催しました。会議の内容ですが、市民文化

祭２０１２の日程・会場及び今後の会議等の日程について検討

いたしました。配布いたしました資料・日程表をご欄いただき

たいと思います。本年度の市民文化祭は、１１月１日（木曜日）

から４日（日曜日）までの４日間となる予定です。総合社会体
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宮田委員長 

池田委員 

川田所長 

池田委員 

宮田委員長 

育館では、１日（木曜日）から３日（土曜日）までの３日間、

絵画・書道・編み物等の作品展示、富津公民館・中央公民館・

市民会館では、２日（金曜日）から４日（日曜日）までの３日

間サークル関係の作品展示・催し物・芸能祭を開催いたします。

なお、小中学校音楽の集いは２日（金曜日）、子ども祭りは４日

（日曜日）それぞれ富津公民館を会場に行われます。今後、出

展者・参加者・テーマ・ポスター等を広報ふっつ等で募集いた

しまして、実行委員会で検討しております。教育委員の皆様に

は、大変お忙しいでしょうがこの期間ご参観をお願いいたしま

す。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。教育長報告及び各課報告の中で

質問がございますか。 

はい。只今の各課報告には直接関係いたしませんが、お伺いさ

せて頂きます。今年度から中学校で武道が必修化になっており

ますが、市内各中学校ではどの武道の選択が行われているのか、

また、その授業を遂行するに当たっての安全対策についてお伺

いします。 

はい。この武道ですが柔道につきましては、全ての中学校で実

施されております。それ以外は、選択で剣道を選択している学

校もありますが、柔道と剣道の両方を選択している学校もあり

ます。安全指導につきましては、本市は指導者講習会を２年前

から実施しておりまして、新たに他市から本市に入ってこられ

ました体育指導者の方で研修を受けていない方は、研修会に出

席し、研修を受けて頂いております。教育委員会で作成しまし

た安全指導のマニュアルと管理職の先生が授業を見て、どうい

う配慮事項をしているか分かる、手元資料を作成いたしました。

武道場への掲示物を作成しまして配布しております。以上でご

ざいます。 

はい。 

はい。他に質問がございますか。無いようですので付議議案に
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藤江参事 

宮田委員長 

川名次長 

入ります。議案第１号富津市文化財審議会委員の委嘱について

お願いします。 

はい。３ページをご覧ください。議案第１号富津市文化財審議

会委員の委嘱について説明いたします。富津市文化財審議会委

員は、富津市文化財の保護に関する条例（昭和４６年富津市条

例第６０号）第２５条の規定に基づいて委嘱しております。任

期は２年間であり、昨年度末をもって任期満了となったことか

ら、新たに文化財審議会委員として１０名を委嘱しようとする

ものであります。なお１０名の委員は、昨年度までと変更はあ

りません。今回委嘱する文化財審議会委員の任期は、平成２６

年３月３１日までとなります。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。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号義務教育諸学校（市立小学校

及び中学校）の教科用図書の取扱い方針を定めることについて

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。４ページをご

覧ください。本議案は、平成２５年度使用に係る教科用図書に

ついて、四市教育委員会が同一の教科用図書の採択するための

規約を制定しようとするものです。教科用図書の採択にあたり、

千葉県教育委員会は１５の採択地区を設定しており、本市は君津地

方の４市での採択地区となっております。 また、「教科用図書の

採択は、前年の８月３１日までに行われなければならない。」

と規定されております。それでは、５ページをご覧ください。

本規約は１５条で構成され、２３年度の規約と同様の内容とな

っております。第３条で委員を２０名とし、第５条では協議会

の具体的な事務を、（１）で小・中学校で使用する教科用図書 

（２）で小中学校の特別支援教育用の教科用図書の採択に関す

ることとしております。第８条では、教科用図書を研究調査す
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宮田委員長 

髙梨主幹 

宮田委員長 

藤江参事 

宮田委員長 

藤江参事 

る部会に関し、第１０条には本協議会の事務局を君津市教育委

員会に置くことを、それぞれ定めております。附則としまして、

本規約は平成２４年５月１日から施行し、平成２５年３月３１

日限りで、その効力を失うものとする。なお、今年度採択する

のは、小中学校の特別支援教育用の教科用図書であることを、

申し添えます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

はい。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。次に報告事

項に入ります。報告第１号平成２４年度富津市内中学校修学旅

行の計画についてお願いします。 

はい。報告第１号は、１学期に市内５中学校で実施される修学

旅行の予定です。８ページをご覧ください。全中学校が５月に

関西方面への修学旅行を予定しています。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号富津市社会教育指導員

の任命についてお願いします。 

はい。９ページをご覧ください。報告第２号、富津市社会教育

指導員の任命について申しあげます。社会教育指導員の石井朝

子氏及び石井光一氏の任期が、平成２４年３月３１日をもって

満了となりましたので、後任として三富和彦氏及び岩波正弥氏

を平成２４年４月１日付けで委嘱したものであります。なお、

任期は平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの１

年間となります。以上でございます。

はい。ありがとうございます。続いて報告第３号富津市家庭教

育指導員の任命についてお願いします。 

はい。１０ページをご覧ください。報告第３号、富津市家庭教

育指導員の任命について申しあげます。家庭教育指導員であり

ます磯貝順子氏の任期が、平成２４年３月３１日をもって任期

満了となりましたので、後任として仲野いく子氏を、平成２４
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宮田委員長 

小柴課長 

宮田委員長 

岩名課長 

宮田委員長 

岩名課長 

宮田委員長 

年４月１日付けで委嘱したものであります。なお、任期は平成

２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの１年間となり

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号富津市スポーツ

レクリエーション推進員の委嘱についてお願いします。 

はい。報告第４号富津市スポーツレクリエーション推進員の委

嘱について説明させていただきます。富津市スポーツレクリエ

ーション推進員が平成２４年３月３１日付けをもって任期満了

に伴い、１２ページの表のとおり、成戸武氏から茂木恵利子氏

まで３８名の方々を委嘱したものであります。他、記載のとお

りです。このうち、石井康弘氏、小幡みや子氏は今回新たにス

ポーツレクリエーション推進員をお願いしたものであります。

この他の３６名の方々は、前期から引き続き委嘱したものであ

り、任期は平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで

の２年間となっております。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。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３月２７日か

ら４月１１日までの後援申請受付分につきましては、明るい社

会づくりかずさ委員会代表花崎みさを氏他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。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、５月３１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。 
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