
平成２５年９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２５年９月２６日（木）

１３時３０分から１４時００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 富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の

    一部を改正する規則の制定について

○報告事項

報告第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

報告第２号 平成２５年度富津市内小学校修学旅行の計画に

      ついて

報告第３号 平成２６年富津市成人式の期日について

報告第４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

習課主幹、小柴体育振興課長、鈴木中央公民館館長、村石富津

公民館館長、須山市民会館館長、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 項第 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２５年９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 

榎本委員 

小坂委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。委員長報告を兼ねてご挨拶を申し上げます。台風２

０号は関東地方から離れて今日から気温が、大幅に下がり、秋が深まっ

てくるようです。昨日、千葉県市町村教育委員会連絡協議会、平成２５

年度第１回教育委員研修会があり、教育委員の皆さんと能城庶務課長と

で参加してきました。全体会では、｢絆づくりと活力あるコミュニティ

イの形成｣というテーマでパネルディスカッションがありました。地域

の中に学校が核として存在し、地域文化の中心となる。子どもたちが夢

や生きる力を持って成長していくには、地域の絆づくりを大切にし、学

校を核としての地域コミュニティづくりが大切であるということでし

た。子どもたちが、生きる夢、大人になったらどうしたいという希望を

持って成長しているか。そして大人は、そのために必要な環境を整えて

いるか。教育委員として、行政として、どのように関わりをもつか等が

大事ではないかということを考えさせられました。これらを常に念頭に

置き、我々教育委員、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。分科

会は｢小学校の外国語活動について｣に参加しました。市原市、成田市、

酒々井町の実践発表がありました。成田市教育委員会より２名の流暢な

英語の挨拶から始まり、活発な意見交換がありました。耳で聞いて眼で

確かめて理解していく基盤＝コミュニケーション能力の素地を養うと

いうこと、発達段階や必要に応じたプロセスが大事で、英語嫌いにさせ

てはいけないというまとめでした。委員長報告は以上です。それでは、

平成２５年９月富津市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。このあとの各課報告にあるものを

除いた主な行事は記載の１項目だけですのでご覧いただいて、議会の報

告をさせていただきます。まず議案の天羽中学校グラウンドの雨水排水

管が敷設されている土地取得に関する経費を含む一般会計補正予算は
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小坂委員長 

能城課長 

全員賛成で可決されました。これについては後で報告があります。次に、

記載してありませんが議場コンサートについて少し触れさせていただ

きます。平成２２年３月議会の天羽高校、６月議会の君津商業高校から

始まり、その後市内小・中学校が引き継いでほぼ定例議会ごとに行われ

ているコンサートも早いもので第１３回となりました。今回は金谷小学

校全校児童による合唱と合奏でした。９月５日、２学期始業式のわずか

３日後で条件はよくなかったと思いますが、それを感じさせないすばら

しい発表でした。一般質問では２人の議員から教育関係の質問を受けま

した。それへの部長と私の答弁要旨です。まず、石井議員の公共施設の

現状についての質問には、社会教育施設のうち中央公民館は耐震基準を

クリアし、他の２館は耐震基準適合の施設であること、ただし３館とも

学校同様に老朽化が進行中なので計画的な改修に取り組みたい旨答え

ました。松原議員の就学援助制度に関する質問には、就学援助制度の利

用者数や利用率、制度の周知方法等について、他市との比較を含めて答

えるとともに、現在生活保護基準の１．２倍である支給基準を１．５倍

に引き上げるのは難しい状況であること、国の基準の半額になっている

学用品費等の一部の費目の支給額を引き上げることについては今後検

討すること、今後も「教育かわら版」などを使って周知に努めること等

について答えました。給食米に関する質問には、本市では公益財団法人

千葉県学校給食会と契約して富津市産コシヒカリ一等米が子どもたち

に提供されていること、その購入・納入の経路や契約金額、それらにつ

いてＪＡきみつから直接購入している君津市との比較などについて答

えました。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

庶務課お願いします。 

はい。それでは庶務課から報告いたします。先ほど委員長報告にもござ

いましたが、昨日９月２５日に平成２５年度千葉県市町村教育委員会連

絡協議会第１回教育委員研修会が千葉県総合教育センターで開催され、

３名の教育委員が出席されました。研修の内容は、午前中に「絆づくり

と活力あるコミュニティの形成～社会が人を育み、人が社会をつくる好
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小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

菊地所長代理 

循環～」についてをテーマにパネルディスカッションが行われ、座長に

金本千葉県教育委員長、パネラーに香取市の宮崎教育長、松戸市の伊藤

教育長、栄町の葉山教育長の３名がなり、最初に座長からの趣旨説明が

行われ、その後、各パネラーから各市の取り組み状況や活動状況が報告

されました。そして意見交換や質疑応答の後、座長より地域の核となっ

ている学校は、子供の成長の場であり、また大人も成長していく場であ

る。子供に自立や希望を持たせるためには、学校から地域に対して発信

していく必要がある。学校は地域の中にあるべきであり、今後どのよう

に関わっていくか、出席した各教育委員に問われ終了となりました。午

後からは３分科会に分かれ、第１分科会では「小学校の外国語活動につ

いて」、第２分科会では「実践、実習、現場体験に重点をおいたキャリ

ア教育の推進について」、第３分科会では「いじめや不登校に対する取

り組みや対応について」をテーマにした行政説明・実践発表の研修を受

けられました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて学校教育課お願いします。 

はい。学校教育課から報告します。８月３０日第２回就学指導委員会を

４０１会議室で開催いたしました。対象者は未就学児４名、小学校１年

生３名、６年生５名の合計１２名でした。協議の結果、特別支援学校へ

の就学を進める幼児１名、特別支援学級への就学を勧める幼児２名、児

童６名、通常学級で留意観察し、指導を続ける幼児１名、児童２名の判

定でした。今後は、学校と連携し、適正な就学指導をすすめてまいりま

す。９月２日市内全小中学校で始業式が開催され、児童・生徒は元気に

登校し、２学期がスタートいたしました。なお、記載してはおりません

が、９月に４小学校と５中学校の運動会・体育祭が開催され、児童・生

徒は元気に演技を披露し、無事終了いたしました。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。教育センターの報告をいたします。９月２１日に君津地方中学校

新人陸上競技記録会がふれあい公園臨海陸上競技場にて開催されまし

た。残暑の残る中にもかかわらず、各選手は自己新記録を目指して懸命

に競技に取り組んでいました。富津市の中学生は、男子が種目１３種目
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小坂委員長 

小柴課長 

小坂委員長 

鈴木館長 

中３種目に優勝し、特に、２年生男子１００ｍでは、県の標準記録を突

破しました。女子は、１１種目中５種目に優勝し、１年生女子１００ｍ

で県の標準記録突破を果たしました。各課報告には記載がありません

が、９月１８日に君津教育会館において君津地方中学校英語コンテスト

が行われました。君津・富津地区の暗唱の部では、富津市の２年生、３

年生が１位の成績を収めました。総合の部では、富津中学校が「準優

勝」・天羽中学校が「第３位」の成績となりました。なお、総合の部は、

１年から３年までの暗唱の部と、スピーチの部の各入賞者の合計点で順

位が競われたものです。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申し上げます。９月１日に第３２回Ｆ

ＴＳ杯争奪少年野球大会が渡辺教育長出席のもと開催され、７チームの

参加があり実施されました。大会の結果は、優勝・青堀少年野球クラブ、

準優勝・飯野少年野球クラブでした。次に９月２日に木更津市民総合福

祉会館におきまして、ちばアクアラインマラソン２０１４第１回競技運

営委員会会議が開催されました。競技運営委員会では、競技運営に関す

ることやコースの選定に関することが主に協議されました。会議では、

委員長・副委員長の選任があり、委員長には千葉陸上競技協会総務委員

長の市東和代氏、副委員長には木更津市陸上競技協会理事長の吉元 厚

氏がそれぞれ選任されました。その後、専門委員会規程等の報告事項終

了後、アクアラインマラソンのコース予定箇所をバスにて視察した後、

問題点の協議を行いました。また、２０１４年の開催には、ハーフマラ

ソンが追加になります。次に９月２４日に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回会議を開催しテント等の配置及び

来月８日に実行委員・競技役員全体説明会における説明内容の確認を行

いました。なお、雨天の場合には中止となります。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。９月２０日、中央公民館多目的

室において、富津市民文化祭２０１３実行委員会役員会を開催いたしま

して、市民文化祭の各館等の開催行事の内容が決定いたしました。お手
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小坂委員長 

川名次長 

元にチラシを配布してございますが、主な行事といたしましては、総合

社会体育館では、１１月１日から４日まで絵画・書道・写真・生け花・

編み物・個人作品等の展示を行い、富津公民館では、１１月１日に「小

中学校音楽の集い」、２日に芸能祭、３日に「子ども祭り」、また、埋立

記念館で１１月３日に茶席が設けられます。中央公民館では、１１月２

日に地元出身の女流プロ棋士鈴木環那
か ん な

さんを迎えての「将棋大会」、３

日は芸能祭や津軽三味線の阿部金三郎・銀三郎、民謡歌手の根本麻耶さ

んを迎えてのヤング民謡ショー、４日は俳句大会、市民会館では、１１

月２日に社交ダンスや囲碁大会、３日に高校生の音楽とダンスの祭典、

４日に芸能祭が行われます。今回の文化祭ポスターは、２０４点の応募

がありまして選考の結果、天羽中学校２年生森田和花菜さんの作品が最

優秀として採用決定されました。優秀作品として、小学校低学年の部は、

富津小学校３年生野口倖
こう

生
き

さん、小学校高学年の部は、金谷小学校５年

生の濱嵜華乃
か の

さん、中学校の部は、佐貫中学校１年生半澤侑
ゆう

果
か

さんと天

羽東中学校２年生成田宜
のり

弘
ひろ

さんの作品が選ばれました。応募いただきま

したポスターにつきましては、総合社会体育館で１１月１日から展示い

たします。また、メインテーマは３８９件の応募の中から天羽中学校３

年生の金木夏美さんの作品で「夢・感動・笑顔いっぱい 輝け 僕らの

文化祭」と決定いたしました。市民への広報及びＰＲは、広報ふっつ１

０月号に掲載・ポスターの掲示・区長回覧によるチラシの各戸配布のほ

か、開催日の当日に防災行政無線による文化祭開催のお知らせを放送し

ます。教育委員の皆様にも、市民文化祭を是非ご鑑賞いただきたくお願

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号富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則

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１号をご説明いたします。その前に大変申し訳ありません

が、訂正がございます。第３号様式（第４条）幼稚園就園奨励費補助金

交付決定通知書の下の欄でございますが、市民税の所得割課税額が
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小坂委員長 

池田委員 

川名次長 

池田委員 

川名次長 

池田委員 

小坂委員長 

77,100 円を超え 77,100 円以下の世帯と記載しておりますが、申し訳あ

りませんが、77,100 円を超え 211,200 円以下の世帯に訂正をお願いし

ます。３ページをご覧ください。議案第１号は、国庫補助限度額及び所

得割課税額の改定により、私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部

を改正しようとするものです。具体的にご説明いたしますので、５ぺー

ジの富津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則 新旧対照表をご覧く

ださい。左側の現行欄の第２条第１号の表中アンダーラインのある補助

金の額を、右側の改正案の同じくアンダーラインのある金額に改めま

す。次に７ページをご覧ください。左側の現行欄の第２条第２号の表中

アンダーラインのある補助金の額を、右側の改正案の同じくアンダーラ

インのある金額に改め、さらに「上記以外の世帯」の欄を表のように加

えます。次に、８ページの別記にアンダーラインのある第２号、第３号、

第５号様式を、先ほどの改正に伴いまして、９、１０、１１ページの各々

の｢上記以外の世帯」の欄を付け加えます。なお、附則といたしまして、

改正後の交付規則は、平成２５年度の予算に係る補助金から適用しま

す。以上でございます。ご審議、よろしく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号について何か質問がござい

ますか。 

はい。参考までに教えていただきたいのですが、富津市内の私立幼稚園

に就園している園児が君津市に居住されていて、富津市内の私立幼稚園

に就園している園児がかなりいると思われますが、そういう場合他市に

居住している園児に対しての、この補助金の交付は富津市になるのか、

他市たとえば君津市になるのか伺います。 

はい。居住地に対する補助金でございますので、富津市に居住していて

他市の私立幼稚園に通っている方に補助金を出しております。 

はい。君津市に居住していて、富津市の私立幼稚園に就園している園児

の場合は、君津市が補助金を出すことになりますか。 

はい。そのとおりです。 

はい。分かりました。 

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



7 

川名次長 

小坂委員長 

髙梨主幹 

小坂委員長 

村石館長 

小坂委員長 

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。報告第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、富津市議会において議決されましたので、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。１３ページをお開きください。１０款 教育費、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３

４６千円、１７節 公有財産購入費の２,４２３千円の補正は、中学校施

設整備事業にかかる学校用地取得関係費で、これは、天羽中学校のグラ

ウンドの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あります。歳出予算合計の補正

額は２，７７７千円の補正増です。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号について何か質問がござい

ますか。無いようですので続いて報告第２号平成２５年度富津市内小学

校修学旅行の計画についてお願いします。 

はい。報告第２号について説明いたします。報告第２号は、２学期に市

内１２小学校で実施される修学旅行の予定です。１５ページをご覧くだ

さい。全小学校が神奈川県箱根方面への修学旅行を予定しています。な

お、環小学校と関豊小学校は合同で実施する予定です。以上です。 

はい。ありがとうございました。報告第２号について何か質問がござい

ますか。無いようですので続いて報告第３号平成２６年富津市成人式の

期日についてお願いします。 

はい。１６ページをお開きください。報告第３号について説明いたしま

す。平成２６年富津市成人式について関係部局で協議した結果、平成２

６年１月１２日（日曜日）に実施することに決定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した。報告第３号について何か質問がござい

ますか。無いようですので昨年度の反省を踏まえ、思い出深い成人式に

なるよう、計画進行・推進をお願いいたします。最後に報告第４号後援
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申請についてお願いします。 

はい。それでは１７ページ、報告第４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８月８日から９月５日までの後援申請受

付分につきましては、１８ページに記載のとおり（公社）日本３Ｂ体操

協会千葉県支部 支部長中村暢子
のぶこ

氏他５件を承認しましたのでご報告

致します。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。報告第４号について何か質問がござい

ますか。無いようですので次にその他に入ります。何かございますか。

はい。先月の教育長報告の中で、８月４日のＰＴＡバレーボール大会の

結果を受け四市の大会に出場する旨のお話がありましたので結果をご

報告いたします。大会につきましては、９月１６日に袖ケ浦市臨海スポ

ーツセンターで開催され、各市から４チームが出場しトーナメント方式

で行われ、青堀小学校がベスト８、環小学校、富津中学校、大貫中学校

は惜しくも１回戦敗退となりました。なお、優勝は昭和中学校、準優勝

は蔵波中学校の袖ケ浦勢でした。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。他に何か質問がございますか。 

はい。今月に入って袖ケ浦市で児童がトラックに跳ねられて亡くなり、

悲しい事故がございました。直近では京都の八幡市で集団登校している

児童の所に無謀な運転をした車が突っ込んで、悲惨な事故がございまし

た。子どもたちが避けられない状況があると思いますが、子どもたちに

正しい交通安全やマナーを覚えさせることが必要ではないかと思いま

すので、今現在富津市内では、児童・生徒に交通安全指導・教育につい

てどのように行われているのか教えていただきたいと思います。 

はい。４月に新入生を迎えまして、各学校では、富津警察署と交通安全

指導員の皆さんに、横断歩道の渡り方等を指導していただいておりま

す。１学期に本市で富津小と富津中の２件の登下校の交通事故がござい

まして、春の交通安全、秋の交通安全の際に教育部の職員と先生方と一

緒に朝の交通安全立ち番をしております。 

はい。分かりました。 

はい。ありがとうございました。避けようにも避けられない事故もある



9 

能城課長 

小坂委員長 

と思いますが、そういう事が無いようにお願いします。それでは庶務課

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、１０

月３１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。本日の会議日程は、終了させていただ

きます。 


