
平成２４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２４年７月２６日（木）

１３時３０分から１４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 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価について

○報告事項

報告第１号 平成２５年度使用教科用図書の採択について

報告第２号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第３号 後援申請について

５ 出席者名

池田委員長、小坂委員長職務代理者、宮田委員、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、

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

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１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）
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平成２４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 

池田委員長 

榎本委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

こんにちは。今月２日に行われました教育委員会臨時会議にお

きまして、委員長を務めさせて頂くことになりました。私自身

は教育委員を就任させて頂いて今月で２期目に入ります。年月

だけは重ねてまいりましたが、何分不勉強な為、多々いたらな

い事があろうかと思いますが、折しも大津市で起きた悲しくい

たましいいじめの問題を契機に、教育委員会の在り方、存在意

義が改めて問われてくるかと思います。我々教育委員として何

が出来るのか、何をすべきかしっかり見据えて、精一杯職務に

あたってまいりたいと思いますので何卒皆様のご指導、ご協力

をよろしくお願い申し上げます。それでは只今より７月の教育

委員会定例会議を始めます。はじめに委員長報告ですが今月１

２日に富津市青少年問題協議会が行われ出席をいたしました。

教育センターの細谷指導主事より市内児童・生徒の長欠不登校

の実態と対策、並びに夏季休業中の生徒指導について、詳細な

ご説明を頂きました。また、富津警察の生活安全課長より少年

非行の概要について説明があり、更に６団体の取り組みの報告

がございました。私は一昨年に続きまして２度目の出席になり

ますが、教育センターの報告を含めて、青少年の健全育成の為

の各団体の取り組みについて、初めて知る事が多く、非常に意

義のある会議であったと思います。それだけに年１回の顔合わ

せだけではなく、青少年を取りまく環境や問題点それに対する

各団体の取り組み状況を一元化して、各団体間で情報を経常的

に供用出来る仕組みづくりがあれば、有効ではないかと思いま

した。以上委員長報告をいたします。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。 

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。記載事項のうち、３項目
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池田委員長 

川名次長 

目の都市教育長協議会では、２５年度予算編成に向けた県への

要望事項等について検討しました。５項目目の避難訓練は、市

長を本部長とする富津市夏期観光安全対策本部が主催したもの

です。藤平部長と参加しました。午前１０時の地震発生、引き

続く大津波警報発表と沿岸部への避難勧告発令を想定して、海

水浴場から１．５ｋｍ少々の道を、ライフセーバーの誘導に従

って富津小学校まで避難しました。小学校では、グラウンドに

いたサッカーチームの子どもたちも参加してくれました。６項

目目の大会は富津市青少年相談員連絡協議会主催のものです。

３地区持ち回りで行われており、今年度は富津地区の相談員が

中心となって子どもたちのボウリング大会を企画してくれまし

た。当初の予定を超えた参加がありました。７項目と９項目目

は市長の代理で出席したものです。竹岡の津浜海水浴場には恥

ずかしながら初めて伺いましたが、プライベートビーチ気分も

味わえる美しい海岸で驚きました。市内には、私の知らない名

所がまだたくさんあるのだろうと、改めて思わされました。８

項目目は、当地方にある県立８高校の校長と４市教育長の懇談

会です。天羽高校・君津商業高校を含めた各高校の現状や今後

等について有意義な情報交換が行えました。夏休みに入って６

日目。中学校支部総体も終わりました。子どもたちが日ごろで

きない経験をたくさんして、一回り大きくなって２学期を迎え

てくれることを期待して教育長報告を終わります。 

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。学校教育課から報告いたします。６月の２５日、２６日

の両日に渡り千葉県教育庁南房総教育事務所長が佐貫小、佐貫

中、そして、富津中学校を訪問しました。どの学校も校庭や土

手回りの環境整備も整い、校舎内の清掃も行き届き、掲示物は

教育活動がよく反映されておりました。児童・生徒の挨拶・笑

顔もこぼれ、先生方の指導の元、授業に活き活きと取り組んで
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おりました。６月２７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３日第２回富津市校

長会議を、４０１会議室で開催しました。通学路の安全確保の

徹底、防災計画（暫定版）について、更に夏季研修事業、学力

向上推進事業や夏季休業中における教職員の服務・施設等の管

理、不祥事根絶、並びに児童・生徒への事前指導等について依

頼しました。７月３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２５年度に小・中学校の特別支援教

育で使用する教科書が選定されました。詳細につきましては、

後ほど報告第１号でご報告いたします。７月４日第２回学校保

健担当者会議を５０２会議室で開催しました。当日は、水町裕

義先生から『学校における歯及び口腔の健康管理について』と

題してご講演を頂きました。その後、教職員定期健康診断、就

学時健康診断、１学期の健康診断の反省を行いました。７月６

日第１回富津市就学指導委員会を第２委員会室で開催しまし

た。今回は、君津中央病院の小林先生以下１１名の委員の出席

を頂き、会議に先立ちまして、佐貫小学校長の沢辺委員が会長

に、飯野小学校長の池田委員が副会長に選出されました。会議

では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、小学校１年生１名、６年生６名の合計７名でした。協議の

結果、特別支援学級への就学を勧める児童６名、調査継続が１

名の判定でした。今後は、学校・保護者に通知し、適正な就学

指導が諮られるよう努めてまいります。７月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日

間の夏季休業に入りました。７月２４日第１回学校給食運営委

員会を３０３会議室で開催いたしました。会議に先立ちまして、

平野順子委員が会長に、岡根茂委員が副会長に選出されました。

会議内容は、まず、給食費の滞納状況について報告し、議案に
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池田委員長 

川田所長 

ついては、今後の学校給食調理場の在り方についてでございま

した。以上でございますが、７月２３日から７月２４日にかけ

まして大貫中学校の校舎のガラスが１２枚割られる事件が発生

いたしました。７時前に、学校長から連絡がありまして、課長

と主幹が直接学校を訪問し、校長と教頭と共に現状の把握と今

後の対応について協議し、市内の１７小中学校の戸じまりの徹

底、施錠の確認、校舎周辺の石や危険物の撤去、そして夜間に、

体育館を使用しております社会教育団体への見回りのお願い、

更に大佐和地区の大貫中学校、大貫小学校、吉野小学校につい

ては、特別警戒として夜間職員室の蛍光灯の点灯、それから大

貫中学校につきましては、１０時以降２人の先生で一組になり

まして、校舎の巡回、大貫小学校につきましては、夜間の蛍光

灯の点灯を、吉野小学校も同じです。そして天羽中学校にも、

職員の見回りと夜間の点灯をお願いしてあります。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２２日、４

０１会議室にて第１回管理運営研修を行いました。渡辺隆二教

育長を講師に「富津市の教育課題」について講話をして頂きま

した。６月２７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。６月２９日、天羽

東中学校にて「南房総教育事務所指導室計画訪問」が行われま

した。指導主事の方からは、生徒がとても落ち着いて学習に取

り組み、学習意欲も高いとの評価を頂きました。今後は、新学

習指導要領の主旨をふまえた授業改善に全職員で取り組んでも

らいたいとの激励のことばも頂きました。７月１４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それぞれ

の会場で、熱いドラマがくり広げられました。結果は、富津中

学校のソフトボール部優勝、男・女柔道部優勝。佐貫中学校の
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池田委員長 

藤江参事 

男子剣道部優勝など、９団体、個人１６名が県大会への出場権

を獲得する活躍でした。詳しくは、お手元の大会結果をご覧く

ださい。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。生涯学習課から報告申し上げます。６月２６日に袖ケ浦

市民会館において、平成２４年度君津地方社会教育委員連絡協

議会正副会長・参与会議が開催され、７月１４日開催の第４７

回君津地方社会教育推進大会について協議が行われました。７

月１２日に平成２４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、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頂き、今後は更なる情報の

共有や関係機関相互の連絡調整を行いました。次に、７月１４

日に第４７回君津地方社会教育推進大会が袖ケ浦市民会館ホー

ルにおいて開催され、富津市から個人の部で社会教育委員の高

橋栄二氏、団体の部で富津公民館サークルのロゼラニフラサー

クルが社会教育功労に対し表彰状を授与されました。記念講演

では、千葉大学教育学部教授明石要一氏を講師に招き、「地域の

教育力」と題した講演を行いました。次に、７月２４日に平成

２４年度第１回富津市生涯学習推進協議会が５０２会議室で開

催され、第１３回富津市生涯学習推進大会開催について協議を

行いました。次に、７月２５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２３年度被害防止管理事業調査及

び決算の報告ののち、千葉県自然保護課より第３次特定鳥獣保

護管理計画（ニホンザル）についての説明を受けました。今後

は、更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。以上でございます。 
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池田委員長 

小柴課長 

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上げます。７月１日、富

津公園におきまして君津地区スポーツ推進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３

２８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、女性ス

ポーツ推進委員による準備体操を行った後、渡辺教育長の合図

で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、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８日に富津市総合社会体育館・新富運

動広場を会場に、ＦＴＳ杯争奪スポーツ大会が実施されました。

種目は、富津市総合社会体育館メインアリーナにおきましてソ

フトバレーボール、インディアカの２種目が実施されました。

また、グラウンドゴルフ大会につきましては、新富運動広場で

実施され、参加者は、ソフトバレーボール、インディアカの２

種目で６８名、グラウンドゴルフは７３名の参加がありました。

この大会は１０月１４日に君津市民体育館及び君津グラウン

ド・ゴルフ場で実施予定の君津地区スポレク祭の予選を兼ねて

います。次に７月１２日に５０２会議室におきまして、ふれあ

い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２４年

１０月８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。今回も、フェスタ終了後、平成２５年３月

まで毎月１回会議を開催し平成２５年度以降のフェスタについ

て協議していきます。次に各課報告に記載されておりませんが、
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池田委員長 

進藤館長 

池田委員長 

岩名課長 

本日７月２６日に５０２会議室におきましてふれあいスポーツ

フェスタ実行委員会第３回会議を開催し、実施種目・会場・申

込方法等の検討を行う予定でございます。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。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。２ページをご覧くださ

い。７月６日、中央公民館多目的室におきまして、渡辺教育長

出席の基、第１回富津市公民館運営審議会を開催いたしました。

開会前に市議会議員３名の辞職に伴い、５月３１日開催の定例

会において承認されました新たな委員の方々に委嘱状を交付い

たしました。会議の内容ですが、欠員となっておりました君津

地方公民館運営審議会委員連絡協議会の理事に石井光一委員が

選出されました。また、本年度の各公民館・市民会館主催事業

の教室・講座について審議して頂きました。以上で、報告を終

わります。 

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。無いようですので次に付議議案に入りま

す。議案第１号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価についてお願いします。 

はい。議案第１号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点 

検及び評価についてご説明いたします。地方教育行政の組織及 

び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 27 条第 1 項 

の規定により、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検 

及び評価を教育に関する学識経験者の知見を付して別添のとお 

り提出します。提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関 

する法律の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理 

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す 

る報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しようとす 

るものでございます。教育委員の皆様には、５月の定例会後に 

原案をお渡しし、すでにご覧頂いておりますが、お願いをして 

おりました学識経験者の平野正明氏、平野順子氏、お二人の意 
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見も頂きまして、本日、全ての内容が整ったものとしてお示し 

いたします。報告書の内容は、最初に「点検・評価制度の概要 

について」次に、「教育委員会の活動状況」として、定例会や臨

時会で議決された事項、研修会等の状況、学校訪問等の実施状 

況について掲載しました。そして、平成２３年度に実施した教 

育委員会事務の点検・評価に学識経験者による意見を付記して、

報告書をまとめました。本日、定例会議でご審議頂き可決され 

た後、９月定例市議会の会期中に全議員に配布する予定であり 

ます。また、市民への公表につきましては、ホームページで公 

開する予定をしております。以上、よろしくご審議願います。 

はい。ありがとうございます。この教育委員会の点検・評価の

報告書につきましては、目を通して頂いていると思いますが、

意見や質問がありましたら伺いたいと思います。無いようです

ので私から点検・評価について思うことを、少し話をさせて頂

きたいと思います。教育委員会の点検・評価は今回で４年目に

なる訳ですが、ここで一番感じることは、点検・評価の報告書

を作成することじたいが目的化されていないかどうかというこ

とです。そこが私は気になる訳です。勿論報告書をまとめ公表

することによって、市民への説明責任を果たしている目的は、

達成できる訳ですが、私はこの点検・評価の重要な点は、一年

間の活動を振り返って課題を抽出して、その対応策を講じるこ

とによってより効果的な教育行政を推進することだと思いま

す。そこがこの点検・評価の重要な目的だと思います。教育委

員会の事業というのは、一部の単年度事業を除いてはほとんど

が継続事業だと思います。それゆえにこの点検・評価も単年度

完結型であってはいけないと思います。いいかえればしっかり

とＰＤＣＡサイクルを遂行して年度から年度への継続性が無い

といけないと思います。改めて過去の点検・評価の報告書を振

り返って読み返して見ました。課題と対応策をしっかりとらえ

て、その結果うまく行ったのかどうか。また行かなかったとし
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たら何が問題で、その問題点を改善する為に何をしたらよいの

か、この報告書から読み取れる事業も増えて来ています。ただ

残念ですが、多少まだ前年踏襲型であると私は思います。たと

えば前年度で課題と対応策を挙げておりながら、次年度でそれ

が取り組みに反映されていない。更に前年度の課題と対応策が

そのまま今年度に載って来ている。これはどうかと思います。

やはり外部評価者の意見も含めて点検・評価の作業を行うこと

にあたって、課題と対応策をしっかり踏まえて、教育行政事業

の完成度を高めて行き、点検・評価の位置付けをもう一度しっ

かりとらえた方が良いと思います。勿論皆様は通常の業務の中

では、そうした確認や改善を心がけていると思いますが、前年

の報告書と今年の報告書を比較してみると、どうでしょうか。

何もやっていないのではないかと思われる可能性があると思わ

れます。私が申し上げたいのは、この点検・評価の報告書を作

ることを目的化しないで、報告書を作りあげる中で、教育委員

会の事業を更に効果的に遂行することを考えて頂ければと思い

ます。それでは、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。次に報告事項に入ります。報告第１号平成２５年度使用教

科用図書の採択については、（会議の公開）教育委員会会議規則

第１３条会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件

その他について、委員長又は委員の発議により、出席委員の３

分の２以上多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

とあります。この件につきましては、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１号は、秘密会とさせて頂きます。続いて

報告第２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。５ページをご覧ください。報告第２号についてご説明し

ます。富津市青少年問題協議会委員の委嘱について申し上げま
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岩名課長 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

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２４年７月２日付けで、富津市教育委員長の交代があり、新

たに池田亨氏が就任されました。よって、池田亨氏を富津市青

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。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。報告第３号後援申請について、資料７ページから８ペー

ジをご覧ください。平成２４年６月１５日から６月２１日まで

の後援申請受付分につきましては、ベイシティーバレエアカデ

ミー大岩香緒留氏他１１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、８月２３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

頂きます。 


