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      月補正予算について

○報告事項

報告第１号 後援申請について

５ 出席者名

小坂委員長、宮田委員長職務代理者、榎本委員、池田委員、渡

辺教育長、古宮教育部長、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、能城庶務課長、丸山庶務課主幹、

髙梨学校教育課主幹、菊地教育センター所長代理、平野生涯学
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平成２５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 

小坂委員長 

池田委員 

小坂委員長 

皆さんこんにちは。今年の夏は、猛暑続きでとにかく暑かったです。日

本は、温暖湿潤気候と子供の頃学習したと思いますが、いよいよ日本も

亜熱帯地域か・・・と言われるのかも知れません。皆さんの健康管理は、

如何でしたでしょうか。さて、２０２０年夏季オリンピックの開催地は、

９月７日にブエノスアイレスで開かれる国際オリンピック委員会（ＩＯ

Ｃ）総会で決まることになっています。東京・イスタンブール・マドリ

ードによる招致レースは、今のところ横一直線との見方が強いようです

が、７年後の２０２０年、５６年ぶりとなる聖火が東京にやって来る可

能性は・・・どうなのでしょうか？前回、１９６４年（Ｓ３９年）の東

京オリンピックは、戦後１９年、“焼け跡に夢を”ということで、アジ

ア初の“平和の祭典”でした。当時、招致に多大なる尽力に努めた３人

の男がいたそうです。田畑政治（水泳日本代表の総監督）、フレッド・

イサム・和田（アメリカ在住．日系人）、平沢和重（ＮＨＫ解説委員）

です。この３人は、オリンピック招致について、戦争から立ち直るチャ

ンス、貧しい日本に復活のチャンスを！東京オリンピックは今までいが

み合っていた人たち、世界中の人々が顔をつきあわせ、心の距離を縮め

る為にあるとした平和の祭典でした。当時、私は、高校１年生でした。

９月７日の歴史的決定を待ちながら、“より良い世界の実現に貢献する”

というオリンピックの趣旨、本来の姿はどうあるべきなのか考える必要

があると思います。東京は、オリンピック開催で何を目指すのか、その

後にどのような遺産を残そうとしているのかが大事ではないでしょう

か。招致活動をＩＯＣへの訴えかけばかりでなく、東京で「今、なぜ開

くのか」を徹底的に論議して、国内のみんなの理解を得ていく必要を感

じます。それでは、平成２５年８月富津市教育委員会定例会議を始めま

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

が池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。 
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渡辺教育長 

小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

菊地所長代理 

はい。資料１ページをお開きください。２項目目にある交流事業そのも

のについては体育振興課からも報告があると思いますが、出発式には、

３つのスポーツ少年団の子どもたちと、引率してくれる指導者、保護者、

市教委職員のほか、見送りの保護者なども多数出席してくれました。３

項目目のＰＴＡバレーボール大会では、青堀小が４連覇、大貫中が準優

勝、環小と富津中が３位でした。この４チームは９月１６日に袖ヶ浦市

の臨海スポーツセンターで開催される４市の大会に出場します。４項目

目は、６３回目となった君津地方教職員の自主的な研究集会の全体会で

す。この後９月２７・２８日には教科別や問題別の分科会が木更津市内

の各会場で行われます。今年も、子どもたちの健やかな成長につながる

充実した実践交流の場にしてもらいたいと願っています。教育長報告は

以上です。 

はい。ありがとうございました。次に各課報告をお願いします。始めに

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の教育懇談会が開催されま

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。この会を受けまして、３行目の

８月７日１４時から市長応接室におき、「市長と市校長会との教育懇

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・中学校の現状を理解していただくという趣旨で校

長会代表の説明がありました。８月２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２１名、教育委員会からは教育長以下９

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。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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、４０１会議
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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南房総教育事務所次長の羽山稔彦先生を

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。８月７日には、３０１会議室にて、小中学校体育

連盟主催の千葉県中学校総合体育大会にて優秀な成績を収め、関東大

会，全国大会に駒を進めた個人及び団体に対する市長への報告・激励会

が行われました。参加者につきましては、別紙をご参照ください。続き

まして、８月５日から１０日と１２日、２３日に夏季研修講座を開催し

ました。また、８月７日、８日の両日にＰＣ研修講座を実施しました。

教職員夏季研修講座では、富津市を再発見する講座として、公民館や市

民会館等、社会教育と連携する講座や富津市に残る戦跡に触れながらの

平和教育に関する講座を実施しました。また、教科等に関する講座とし

ては、袖ケ浦市総合教育センター指導主事による理科、前畑沢中学校校

長の菅野清次先生による算数･数学、市原市立白金小学校校長土田雄一

先生による道徳の各講座を実施しました。各講座とも、指導者としての

課題に応える内容であり、理科では、一工夫することにより実験する楽

しさを実感できることを、算数･数学では、知的興味を刺激しながら、

思考する大切さを学ぶこととなりました。また、道徳では、ある場面に

おける画像資料を活用しながら、いろいろな立場から、道徳的な実践に

ついて考えさせる方法を学びました。８月９日には、新しくできた消防

防災センターにおいて、富津市の防災の現状の講話、施設見学、煙体験

や消火器の使い方等を通して、災害に備える意識を高めました。８月１

２日には、教育相談の第一人者、上田和子先生を講師とし、課題を抱え

ている児童･生徒の事例をもとに、その対処方法をグループで討議する

教育相談研修と千葉大学ジェネラルサポーター星幸広先生による、困っ

た保護者への対応等、学校を取り巻く危機への対処方法を学ぶ研修を行

いました。両研修とも、学校の抱える課題への具体的なアドバイスがい

ただけ、大いに参考となるものでした。また、８月１０日には、健康福

祉部社会福祉課との合同開催で、特別支援教育関連の研修を行い、発達

障がいに関する基礎知識や具体的な支援方法について学びました。午前
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小坂委員長 

小柴課長 

午後，両方に参加した先生方も多く、学校からの事例に対して、講師の

日戸由刈先生からアドバイスもいただけたので、これからの対応の参考

にしていかれた先生もおりました。８月２３日には、ふれあい公園臨海

陸上競技場にて体力向上の研修として、陸上競技の指導方法を、実際に

身体を動かしながら学びました。ＰＣ研修講座では、表計算ソフトのエ

クセルの活用、ビデオや写真の編集、多機能ソフトのジャストスマイル

の活用、ホームページの作成方法等、すぐに学校現場で役立てられる内

容を多くの先生方が学んでいかれました。全て希望制の研修でしたが、

延べ３２０名を超える受講者があり、本市の教職員の研修意欲の高さ

が、今年度も継続していることを実感しました。最後に、８月２０日に、

富津市教職員全体研修会を富津公民館で開催しました。渡辺教育長の

話、富津市の児童・生徒の学力･体力の現状の説明のあと、東海大学体

育学部教授小澤治夫先生による「子ども期における体力と学力の関連」

について、多様な資料を踏まえてご講演いただき、日常の生活習慣の形

成の大切さを力強くお話ししていただきました。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した。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報告いたします。８月３日、４日に甲

州市・富津市スポーツ少年団交流事業が団員、指導者等を含め５０名が

参加し、友好都市の山梨県甲州市で行われました。１日目には、塩山ふ

れあい館で甲州市スポーツ少年団高野本部長、保坂甲州市教育長の出席

された歓迎会の後、塩山体育館、塩山総合グラウンドでの種目別スポー

ツ交流、また、全体交流では、バレーボールを実施し交流を深めました。

２日目は、宿泊した大善寺での座禅、大日影トンネル散策、ぶどう狩り

を行った後、信玄館での送る会では、田辺甲州市長から歓送のことばを

いただき、平成２６年度には甲州市のスポーツ少年団の子どもたちが訪

れるのでよろしくとのことでした。次に８月６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、今

年度実施する種目等の検討を行いました。なお、今回の開会式の入場行

進は、大貫中学校、君津商業高校吹奏楽部の演奏で行う予定です。以上
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小坂委員長 

鈴木館長 

小坂委員長 

須山館長 

でございます。 

はい。ありがとうございました。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。７月３０日、中央公民館ホール

において、富津市民文化祭２０１３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

が選出されました。市民文化祭の概要ですが、開催期間は、１１月１日

(金曜日)から１１月４日(月曜日)までの４日間で、開催内容は、小中学

校音楽の集いを１１月１日に富津公民館で行い、総合社会体育館の展示

は、１１月１日から４日まで、富津公民館・中央公民館・市民会館の展

示・催し物・芸能祭につきましては、１１月２日から４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まして、部門ごとに準備を

進めているところでございます。教育委員の皆様にも市民文化祭へのご

協力をお願い申し上げます。次に、８月２２日に中央公民館多目的室に

おいて、本年度第２回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１２日に予定しております平成２６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２０１３の概要及び富津市民文化事業「ふっつ学びの門」として

１１月１９日富津公民館において実施するタオ・エンターテイメントに

よる公演名「火の鳥－祝祭－」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。最後に市民会館お願いします。 

はい。市民会館からは、平成２５年度第３回富津市民文化事業「ふっつ

学びの門」実行委員会についてご報告いたします。会議は、７月２５日

(木曜日)午前１０時から市民会館多目的ホールにおいて開催されまし

た。実施事業につきましては、株式会社タオ・エンターテイメントが公

演するＤＲＵＭ ＴＡＯ ２０周年記念舞台作品「火の鳥－祝祭－」で

決定し、広報ふっつ８月号及び市ホームページに掲載のほか、関係機関

や市内の商店等へチラシ・ポスターの掲示を依頼し市民への周知をいた

しております。今回の公演では、今までの和太鼓の概念を覆し、極限ま

で肉体を鍛え上げたアーティスト達が和太鼓だけでなく、三味線、琴、
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小坂委員長 

川名次長 

笛など日本の伝統的な楽器を用いながら繰り広げる独創的舞台ステー

ジにあって、驚異のドラム・アート・パフォーマンスを十分に堪能いた

だければと思っております。なお、皆様のお手元に配布させていただき

ましたチラシをご欄ください。このチラシは、区長回覧を通じて各戸配

布しているものです。開催期日は、１１月１９日(火曜日)富津公民館を

会場として、午後６時に開場、６時３０分より開演いたします。約２時

間の公演を予定しております。チケットにつきましては、８月２０日(火

曜日)から教育部生涯学習課・富津公民館・中央公民館・市民会館の４

箇所の各窓口で一斉に販売を開始しております。全席指定となっており

ます。また、裏面には各窓口で取り扱うチケットを区分け表示した座席

平面図を記載しております。なお、昨日までのチケット販売状況ですが

３４６枚で４０％となっております。ぜひ教育委員の皆様にも当日ご観

覧いただけますようお願いいたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。教育長報告及び各課報告の中で質問あ

るいは確認したいことがございますか。無いようですので、次に付議議

案に入ります。議案第１号平成２５年度富津市一般会計予算教育費歳出

９月補正予算について説明願います。 

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。歳入はあ

りませんので、歳出について説明させていただきます。４ページをお開

きください。上段の１０款 教育費、２項 小学校費、１目 学校管理費

の１，０９４千円の補正は、飯野、湊、金谷の３小学校の敷地内の道路

等を、重機を借り上げ補修しようとするものです。次に、中段になりま

す。３項 中学校費、１目 学校管理費、１２節 役務費の８千円と１３

節 委託料の３４６千円の補正は、天中学校用地取得にかかる手数料と

分筆登記委託料であります。そして、１４節 使用料及び賃借料３６２

千円と１６節 原材料費４８５千円の補正は、富津中学校並びに佐貫中

学校の敷地内の道路等を重機を借り上げ補修しようとするものです。

その下の１７節 公有財産購入費の２，４２３千円の補正は、天羽中学

校のグラウンド雨水排水管が私有地に布設されているためにその用地

を取得し、排水管等の整備をしようとするものです。４項 社会教育費、
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小坂委員長 

池田委員 

小柴課長 

池田委員 

小坂委員長 

能城課長 

３目 公民館費の６８千円の補正は、峰上地区公民館の消火器、誘導灯

の交換をしようとするものです。４目 市民会館費の２，２７８千円の

補正は、市民会館の吸収冷温水機真空部品交換等にかかる費用でありま

す。次に、下段になります。５項 保健体育費の２２０千円の補正は、

千葉県民マラソンのハーフ１０ｋｍコースを日本陸上競技連盟公認競

争路として認定し、県民マラソンの参加者増を図ろうとするものであり

ます。歳出予算要求合計額の補正額は７，２８４千円の補正増です。以

上で説明を終わります。よろしくご審議ほどお願い申し上げます。 

はい。ありがとうございました。議案第１号について質問がございます

か。 

はい。保健体育費の県民マラソンの競技についてですが、日本陸上競技

連盟公認競争路に認定されるということのメリットは、どういうことで

しょうか。 

はい。今のご質問ですが、公認競争路に認定されるということになると、

記録が載ったり、箔が付くということがあり、今までは参考記録という

ことでしたが、平成１９年度から本市で千葉県民マラソンを開催してき

まして、ハーフマラソンと１０ｋｍが今回公認となることが大きな目的

だと思いますので、公認申請の手続きをする為、公認検定に係る公認手

数料として２２０千円補正予算要求をいたしました。以上でございま

す。 

はい。分かりました。 

子どもたちの健全な育成を実現するために、教育環境の充実、予算拡充

が大切だと思います。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説明願います。 

はい。それでは７ページ、報告第１号後援申請につきましてご報告させ

ていただきます。平成２５年７月５日から８月７日までの後援申請受付

分につきましては、８ページから９ページに記載のとおりかずさジュ二

アオーケスラ団長徳尾和彦氏他９件を承認しましたのでご報告致しま
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す。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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、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、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、９月

２６日（木曜日）午後１時３０分から今回と同様にこちらの市役所４階、

４０１会議室にて開催を予定しております。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した。本日の会議日程は、終了させていただ

きます。  


