
平成２４年８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
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平成２４年８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 こんにちは。今年の夏は、オリンピックでの日本選手の活躍に

たくさんの感動をもらいました。とくに、今回のオリンピック

では、日本のチームプレー、チームワークの良さがメダル獲得

につながった団体戦や団体競技が多くあり、印象に残りました。

そこで、チームプレーということに関して少し考えてみます。

オリンピック種目ではありませんが、ラクビーのチームプレー

精神を表す有名な言葉に、「Ｏｎｅ ｆｏｒ Ａｌｌ,Ａｌｌ ｆｏ

ｒ Ｏｎｅ」という言葉があります。これはもともとフランスの

小説『三銃士』の中で出てきた言葉だそうです。「一人は皆の為

に、皆は一人の為に」と解釈されていますが、ラグビーの往年

の名プレーヤーである平尾誠二さんは、後半のＯｎｅは一人で

はなく、ひとつの目的つまり勝利と訳されるべきと言っておら

れます。いずれにしても、チームプレーの大切さを表現する美

しい言葉です。ところで、どんなに優秀な選手でも一人で出来

ることには限界があります。しかし、チームになれば相乗効果

により１＋１が３にも５にもなり得ます。それがチームプレー

の醍醐味であり素晴らしいところです。ただし、相乗効果をも

たらすためには前提条件があります。それは、チームの一人ひ

とりが自分の役割を理解し、適切な状況判断が下せること、つ

まり、一人ひとりがきちんと勝利に向って自分の足で立ってい

ること、他のメンバーに甘えたり、寄りかかったりしない自立

した大人の集団であることが、互いをフォローし合う互助の精

神を生み出し、チームに相乗効果をもたらすのだと思います。

どんなに技術が優れていても烏合の衆ではチームの相乗効果は

期待できません。このことは、スポーツだけではなく、仕事に

も当てはまります。組織というチームで事業を遂行するにあた

り、目標の達成に向けての全体の枠組みを把握したうえで、自

分のすべきこと、自分の役割をしっかりと認識し、自立した行
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宮田委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

池田委員長 

川名次長 

動の取れる個人の集団が組織というチームを強くするのだと思

います。「一人は皆の為に、皆は一人の為に」というチームスピ

リットを大切に仕事に取り組みたいものです。それでは、只今

から８月の教育委員会定例会議を始めます。委員長報告は、本

日はありません。本日の会議録署名委員の指名ですが宮田委員

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ページをお開きください。１項目目の富津花火大

会には、本市と姉妹都市の山梨県甲州市スポーツ少年団の子ど

もたちも参加し、海辺の花火の美しさと迫力に感動してくれた

ようでした。関連した報告が、後ほど体育振興課からもあると

思います。２項目目はご覧ください。３項目目の市 P 連主催の

バレーボール大会には今年も関豊小を除く１６のチームが参加

しました。結果は上位の顔ぶれが昨年と同じで、青堀小が３連

覇、湊小が準優勝、富津中と大貫中が３位でした。この４チー

ムが９月１６日に君津市で開かれる４市の大会に出場します。

昨年中止された県大会も今年は行われるようです。４項目目は、

昭和２０年代から始まって６２回目となる君津地方教職員の自

主的な研究集会の全体会です。今は君津地方教育研究会と千葉

県教職員組合君津支部が共催して開催しています。昨年のメイ

ン会場は富津市でしたが、今年は君津市の八重原小・中、外箕

輪小の３校が会場で、９月２１・２２日の２日間、教科別等の

分科会が開かれます。充実した実践交流の場となることを期待

しています。欄外に記載した９月定例市議会の概要については

次回定例会で報告させていただきます。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。学校教育課から報告いたします。７月３０日、１０時か

ら４０１会議室において、教育委員会と市校長会とで教育懇談



3 

池田委員長 

川田所長 

会が開催されました。内容は、人事異動、教育施策、施設・設

備等、教育振興等について、話し合いが持たれました。８月３

日、１５時から４０１会議室において、教育長と語る会が開催

されました。語る会には、富津市教職員組合から組合長以下２

０名、教育委員会からは教育長以下１０名が出席しました。教

職員組合から、１．教育予算、学校の施設・設備に関すること。

２．勤務条件・教育活動に関すること。３．教育センター主催

研修会や各種訪問に関すること等について要望がありました。

８月８日、１４時から市長応接室におき、市長と市校長会とで

教育懇談会が開かれました。本懇談会は、施設・設備や教育振

興面での課題等、市内小・中学校の現状と課題を理解して頂く、

と言うねらいで開催され、過日行われた教育委員会と市校長会

との懇談会時の内容を、校長会代表が市長に説明いたしました。

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。７月３１日、４

０１会議室にて第２回管理運営研修会を、市内教頭・教務主任

の出席のもと開催しました。講師に千葉県教育庁教育振興部教

職員課管理主事の山下秋一郎先生をお招きして「千葉県の教育

課題」や「教職員の不祥事根絶」についてお話をいただきまし

た。富津市夏季研修として、８月１日・６日にＩＣＴ教育研修

講座、７月３１日・８月１日・３日・６日・８日・９日に教職

員夏季研修講座を開催しました。教職員夏季研修講座では、市

原市立白金小学校長土田雄一校長先生を講師に招き、理論研修

から「ひらがなトランプ」を利用した演習など、発達段階に応

じた人間関係作りの手法を研修しました。帝京平成大学大学院

准教授鈴木明美先生を講師に招き、グループエンカウンターを

用い、心を開かせてゆく手法を研修しました。千葉大学教授上

杉賢士先生を講師に招き、道徳教育のあり方と授業づくりにつ
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池田委員長 

小柴課長 

いて研修しました。ゆうわ心の相談室所長上田和子先生を講師

に招き、教育相談事例を基に小・中学校の先生が連携して問題

の解決に向け方法等について研修しました。スーパーＡＬＴカ

ート・モリッツ氏を講師に招き、外国語活動や英語の授業に役

立つ簡単なゲームや資料提示の方法等について研修しました。

ちば子どもサポート研究室長水鳥川洋子先生を講師に招き、子

どもの心の発達支援と特別支援教育について研修しました。畑

沢中学校校長菅野清次先生を講師に招き、思考力と表現力を育

てる算数・数学科の取り組みについて研修しました。どの研修

も今日的な課題に即したもので、受講した先生方の研修意欲も

高く充実した研修となりました。また、富津市の誇るべき文化

遺産や名所を回る「ふっつ再発見」研修講座（市内巡見）を８

月１０日、実施いたしました。富津市在住のベテランの先生方

からも、「富津市にこんなに文化遺産や名所があったことを富津

市に住みながら知らなかった。」と大変好評でした。８月２２日

には富津中学校武道場・富津小学校体育館にて体力向上研修講

座として、柔道と体操の指導力向上のための研修を行いました。

全て希望制の研修でしたが、今年度の夏季研修講座には延べ３

２３名の受講者があり、本市の教職員の研修意欲の向上を実感

しました。また、８月９日に、富津市教職員全体研修会を富津

公民館で実施いたしました。渡辺教育長のお話・学力向上推進

事業の説明のあと、千葉大学教授伊坂淳一先生の「学力向上と

授業改善」について、講演をいただきました。教育センターの

報告は以上です。 

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上げます。７月２８日、

７月２９日、甲州市・富津市スポーツ少年団交流事業を富津中

学校体育館他で実施しました。今回、甲州市スポーツ少年団は、

高野本部長以下、剣道・バレーボール等のスポーツ少年団３２

名が参加しました。７月２８日、富津中学校多目的室において、
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池田委員長 

川名次長 

渡辺教育長の出席をいただき歓迎会を行い、その後、体育館に

おいて、甲州市・富津市のスポーツ少年団による剣道やバレー

ボールで交流を行った後、全員でニュースポーツ・ユニカール

のスポーツ交流を実施しました。また、今年度は花火大会と同

日だったため、夕食後、全員で花火見学も行いました。７月２

９日は、子どもたちにジャンボプールで水泳を楽しんでもらい

ました。来年度は、富津市のスポーツ少年団の子どもたちが甲

州市に行くことになります。次に８月２０日、５０２会議室に

おきまして、スポーツフェスタ実行委員会第４回会議を開催し

実施種目等の検討を行いました。なお、今回は開会式におきま

して天羽中学校、天羽高校吹奏学部による生演奏で入場行進が

行われます。次に各課報告に記載されておりませんが、本日１

１時３０分から３０１会議室におきまして、千葉県スポーツ少

年団サッカー交流大会で青堀サッカークラブが優勝し、その報

告会が市長、副市長、教育長、部長出席のもと、クラブの代表、

監督・子ども１８名と保護者が出席し実施しました。以上でご

ざいます。 

はい。ありがとうございます。最後に中央公民館お願いします。

はい。中央公民館よりご報告いたします。７月３１日、中央公

民館ホールにおいて、富津市民文化祭２０１２実行委員会を開

催いたしました。この実行委員会において、委員長に宮内和男

氏、副委員長に高橋良充氏が選任されました。市民文化祭の概

要ですが、開催期間は、１１月１日（木）から１１月４日（日）

までの４日間で、開催内容ですが、小中学校音楽の集いにつき

ましては、１１月２日（金）に富津公民館で、総合社会体育館

の展示は１１月１日（木）から３日（土）まで、富津公民館・

中央公民館、市民会館の展示・催し物・芸能祭等につきまして

は、１１月２日（金）から４日（日）までと決定いたしました。

現在、市民文化祭の開催に向け、各担当において準備を進めて

いるところでありますので、教育委員の皆様にも市民文化祭へ
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池田委員長 

川田所長 

池田委員長 

川名次長 

のご支援、ご協力をお願い申し上げます。次に、８月１７日、

中央公民館多目的室において、本年度第２回富津市公民館運営

審議会を開催いたしました。会議の内容につきましては、来年

１月１３日（日）に予定しております、平成２５年富津市成人

式の実施について検討いただき了承されました。また、富津市

民文化祭２０１２の概要を報告いたしました。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。私からお伺いしますが教育センターでの

夏季研修の様々なメニューについては、大変充実した講座が展

開されたようですが、この研修の受講率は、例年に比べて如何

でしょうか。 

はい。人数的には昨年度より下回っておりますが、講座自体の

数を減らしました。要望の高い講座にしぼって開講したので、

受講率は１１４％の参加率で、人数としては昨年度より延べ２

１名減りましたが、受講率は高くなっております。 

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号平成２４年度富津市一般会計予算教

育費歳入歳出９月補正予算についてお願いします。 

はい。議案第１号について、総括で説明させていただきます。

初めに歳入から説明しますので、４ページをお開きください。

１５款県支出金、２項県補助金、８目教育費県補助金、２節教

育総務費補助金の２，４０７千円の補正は、県緊急雇用創出事

業臨時特例基金事業補助金を受け入れようとするものです。次

に、２１款市債、１項市債、７目教育債、２節中学校債の１３，

５００千円の補正増は、学校教育施設整備事業債です。自転車

置場改築に充当するための起債です。歳入予算要求合計額の補

正額は、１５，９０７千円です。次に歳出について説明させて

いただきます。５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、１３節委託料の２，４０７千円
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池田委員長 

小坂委員 

川名次長 

池田委員長 

川田所長 

池田委員長 

の補正は、県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業のＳＥ配置事

業委託料です。次に、３項中学校費、１目学校管理費、１２節

役務費（手数料）の２９千円の補正増は、建築確認申請手数料

であり、同じく１５節工事請負費の１８，０００千円の補正は、

過日の台風で倒壊した大貫中学校自転車置場を改築しようとす

るものです。そして、４項社会教育費、３目公民館費、１１節

需用費（修繕料）の４，３４６千円は、中央公民館の地下重油

タンク漏洩防止対策、ホール自動火災報知設備他の修繕費です。

同じく、１９節負担金補助及び交付金の２２千円の補正増は、

各種講習の受講料です。歳出予算要求合計額の補正額は、２４，

８０４千円の補正増です。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１号について質問がござ

いますか。 

はい。ＳＥ（システムエンジニア）の配置事業につきまして、

平成２４年度９月補正予算について要求を行ったことで、これ

は学校現場の声からもとても役に立っていることなので、大変

良かったと思いますが、学習の効率化とか学校・校務の効率化

ということを考えるとぜひとも必要なことではないかと思うの

で、この事業を継続していく方向に持っていけたらと思います。

はい。ありがとうございます。 

はい。ＳＥ（システムエンジニア）について、具体的に学校で

どのような支援をしているのか、今の質問に関連して質問させ

ていただきます。 

はい。一つは子どもたちの学習支援ということで、コンピュー

タを活用した授業に使用しておりまして、コンピュータ操作に

つまずいている子どもたちへの支援をしております。また、校

務の整理も行って行きます。また、先生方が作成した資料の整

理を校内のパソコンで行っております。業務としては、以上の

ことが業務内容でございます。 

はい。只今のことに関連して、ＩＣＴ教育の中で、たとえば電
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川田所長 

池田委員長 

川田所長 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

子黒板などが授業展開の中で、どのように使われているのか如

何でしょうか。 

はい。電子黒板については、利用率はかなり高いものがあると

小学校・中学校とも確認しております。コンピュータ室の稼働

率は、小学校についての利用率は増加しておりますが、中学校

の場合は、学習形態が多様な形態になった関係で、電子黒板の

ように大型スクリーンを教室でみんなで見ながら学習する方が

効果的な場合もあり、コンピュータ室の利用率は、ほぼ横ばい

傾向です。ＩＣＴ機器も先生方は、積極的に活用していると思

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。私か

ら質問させていただきます。今日学校のホームページをチェッ

クしてまいりまして、夏休みに入ってだいぶリニューアルされ

て来ているようでございます。ただ学校によってまだ格差が随

分あるなということが率直の感想でございます。ＳＥ配置事業

が今年度も予算がついたなら、ＳＥ（システムエンジニア）が

ホームページの作業をするのか如何でしょうか。 

はい。ホームページの作業もいたします。私ども教育センター

の職員でホームページをチェックして、教育センターの職員も

学校におもむいて支援することも考えて検討しております。 

はい。ありがとうございます。他に質問がございますか。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。

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２４年５月３０日か

ら８月１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会長勝畑竹俊氏他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
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岩名課長 

池田委員長 

小坂委員 

岩名課長 

小坂委員 

池田委員長 

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、９月２７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。他にございますか。 

はい。通学路の安全についてですが、夏休み中にパトロール安

全点検を４日間してくださって、街の皆さんが良く見てくださ

っており、安全点検だけでは無く、道路にかかっている木だと

かを作業で取りはらっていただいていることがありまして、暑

い中大変だと思いました。また、各学校で夏休み中に草刈り奉

仕作業があったと思いますが、その刈り取った草の処理につい

てですが、今までですと業者に頼んで取りに来てくれていたと

思いますが、放射能の関係により各学校で処理をしていること

を聞き、もう少しで夏休みが終わって子どもたちが学校に戻っ

て来ますので、その草の処理についてカバーをかけるとか、立

ち入り禁止の看板を立てるとか、何らかの手だてを考えていた

だければと思いますが如何でしょうか。 

はい。すでにニュース等でご存じだと思いますが、焼却すると

放射性物質量が増加してしまうので、ＫＣＳ（かずさクリーン

システム）には事業者が出す草を持ち込むことは出来ません。

刈り取ったものについては、しばらくの間学校の敷地内で管理

していただいて、今後補正予算で要求しまして、違ったかたち

で処理をする施設を考えております。以上です。 

はい。分かりました。 

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。 


