
平成２４年１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１月２６日（木）

１３時３０分から１５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 平成２４年度富津市一般会計予算教育費歳入歳

出予算について

議案第２号 平成２３年度富津市教育委員会被表彰者（追加）

      の決定について

○報告事項

報告第１号 富津市特別支援教育指導員設置要綱の制定につ

      いて

報告第２号 平成２４年富津市成人式結果報告について

報告第３号 後援申請について

５ 出席者名

宮田委員長、坂井委員長職務代理者、稲葉委員、池田委員、渡

辺教育長、藤平教育部長、山中教育部次長兼体育振興課長、磯

貝庶務課長、川名学校教育課長、今井学校教育課主幹、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、小柴生涯学習課長、進藤生涯学習課主幹兼社会教

育係長、榛沢中央公民館館長、村石中央公民館主幹兼事業係長、

髙橋富津公民館館長、中村市民会館館長、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  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１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 

池田委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

宮田委員長 

磯貝課長 

こんにちは。それでは、教育委員会定例会議を始めます。委員

長報告は特にありません。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。 

はい。各課報告にもありますが、年末年始には、例年同様たく

さんの行事がありました。委員の皆様にもご協力いただき、あ

りがとうございました。資料１ページ記載事項のうち、１項目

目の発表会は、司会を学んでいるサークル「クレマチス」の発

表会です。歌や踊りなどを学ぶ多くのサークルや団体と協力し

て楽しいステージを作っておられました。２項目は、市文化協

会が毎年行っている行事です。今年はわこう保育園園長の鈴木

氏が講演されました。他の項目についてはご覧ください。なお、

ここには記載してありませんが、１月２日から２２日まで、金

谷美術館を中心とした金谷地域のいろいろな施設を会場とし

て、東日本大震災復興支援を意図した世界の子どもたちの絵の

展覧会「海を越え支えあう子どもたち展」が開催されました。

このイベントは、申請に基づいて教育委員会として後援させて

いただきました。その旨４０ページに記載してあります。市内

の全小学校からも８００点を超える作品が寄せられていまし

た。また、１月７日から９日まで、同じく金谷で行われた県の

観光キャンペーンでは、９日の「チーバくんのお誕生日会」に、

金谷小の児童が参加してムード盛り上げに一役買いました。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。庶務

課お願いします。 

はい。庶務課から報告いたします。１月２３日に平成２３年度

千葉県市町村教育委員会連絡協議会第２回教育委員研修会が浦
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宮田委員長 

川名課長 

安市文化会館で開催され、教育長・教育委員さんが出席されま

した。研修の内容は、現在車椅子バスケットボール選手であり、

また千葉県教育委員会教育委員の京谷和幸氏より「夢を実現す

るために」の講演がありました。次に、２月５日に、平成２３

年度富津市教育委員会表彰式が富津公民館で予定されていま

す。これは、昨年同様生涯学習推進大会の前に行いまして、よ

り多くの方々に見ていただこうということで計画したところで

ございます。表彰につきましては、体育功労表彰個人１５名、

団体で５団体、文化功労表彰個人で１名、合計で１６名５団体

の方が表彰の予定になっております。以上でございます。

はい。ありがとうございます。続いて学校教育課お願いします。

はい。１月１０日、１１日教育長室に於いて、市内１７小・中

学校長と、目標申告評価並びに人事異動にかかる教育長面接を

実施しました。これは、各学校の、教育の成果と課題等の報告、

人事異動の要望について面接を開催したものであります。１月

１３日、天羽東中学校会議室において、「富津市小・中学校再配

置構想」の説明会を開催いたしました。当日はＰＴＡ役員の方々

９名と校長・教頭が出席し、３０分程度の話し合いを持ちまし

た。通学距離や本数の少ない路線バスの問題等、通学の安全・

安心確保に関すること等の質問・意見がありました。また、２

３日には、関豊小学校校長室において、校長、教頭が同席し、

ＰＴＡ役員顧問５人から意見を聴取いたしました。・地域から学

校が無くなると、更に過疎化が進む。・環小学校とは、対等な立

場での統合が基本でしょう。・教育委員会は統合ありきでは無

い。と説明するが、本音はどうなんですか。・統合の話では無く、

地域活性化の協力をしてくれないものか。平成○年度統合です

よ、市で決定してくれた方が良かったのではないか。・統合につ

いてそのような考えが全く無いとは言うことではない、今後の

児童数の推移も気になるところです。等々のご意見を頂載いた

しました。今後は、再配置構想の一層の周知を進め、保護者や
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宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

小柴課長 

区長さん方からの意見聴取を図り、慎重に進めていきたいと思

います。１月２０日君津合同庁舎に於いて、本市小・中学校長

と千葉県教育庁南房総教育事務所長との一次面接が開催されま

した。市内小・中学校長は、この面接で２３年度末人事異動に

ついて、教育事務所長に説明・要望をしたところであります。

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。１月１１日、４

０１会議室にて第２回富津市学校行事調整委員会を開催しまし

た。各団体から出された平成２４年度学校関係行事の日程の調

整を行いました。１月１８日、４０１会議室にて富津市校長会

長である天羽中学校長市川一成先生を講師にお招きして、第３

回管理運営研修会を開催しました。校長をしている天羽中学校

の実践や富津市の抱える教育課題を中心に、具体的で示唆に富

むお話しをいただきました。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。生涯学習課の各課報告を申しあげます。１月１５日、天

羽地区青少年相談員連絡協議会主催による「第３４回天羽地区

新年子ども大会」が環小学校グラウンドで渡辺教育長・中後衆

議院議員・吉本県議ご臨席のもと開催され、ドッジボール大会

を行いました。当日は、子ども２８２人、来賓・各小学校の先

生・保護者・役員の約３１５人、合計約６００人の参加があり

ました。大会の結果は、低学年の部、湊小学校のオロナミンＣ

チーム、高学年の部、竹岡小学校の竹岡連合軍が優勝いたしま

した。次に、１月２１日、大佐和地区青少年相談員連絡協議会

及び富津市子ども会育成連絡協議会大佐和支部の共催による

「第４０回大佐和地区新春子ども大会」が吉野小学校体育館で

佐久間市長ご臨席のもと開催され、「かるた大会」を行いました。
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宮田委員長 

山中次長 

当日は、子ども１１２人、来賓・各小学校の先生・保護者・役

員の約１００人、合計約２１０人の参加がありました。大会は、

団体戦・個人戦が各ブロック別に実施されました。次に、１月

２２日、富津地区青少年相談員連絡協議会主催による「第４６

回富津地区子ども大会」が総合社会体育館で佐久間市長ご臨席

のもと開催され、ドッヂボール・抽選会・チャレンジゲームを

行いました。当日は、子ども２９１人、来賓・各小学校の先生・

保護者・役員等の約２３１人の合計約５２０人が参加しました。

ドッヂボール大会の結果は、低学年の部、富津小学校の２年 A、

中学年の部、飯野小学校のチーム・にぼしぐんだん、高学年男

子の部飯野小学校の謎のチーム、高学年女子の部、青堀小学校

の最強№１チームが優勝致しました。次に、１０月２７日開催

の定例会議の各課報告でも報告させていただきましたが、２月

５日、日曜日、第１２回富津市生涯学習大会を富津公民館にて

開催いたします。当日は、庶務課で報告のありました教育委員

会表彰を１２時４５分から行った後、１３時２０分から大会を

開会いたします。オープニングは、県立君津商業高等学校吹奏

楽部の皆さんに吹奏楽の演奏をお願いしてございます。また、

講演は、戦国時代史研究の第一人者の静岡大學名誉教授小和田

哲男氏を講師にお招きし、「戦国三姉妹と信長・秀吉・家康」と

題した演題で行います。詳細につきましては、配付いたしまし

たパンフレットをご覧いただきたいと思います。ご多忙のこと

とは存じますが、委員皆様のご参加をお願いいたします。以上

で、生涯学習課の各課報告を終わります。 

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。１月１日に第

４１回元旦歩こう大会が市内３か所にて行われ参加者は、３６

８人で昨年より４０人減少となりました。参加者は約５㎞のコ

ースを歩いた後、スポーツ推進委員によるトン汁や甘酒が振る

舞われました。同じく１月１日に富津市元旦マラソン大会が市
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宮田委員長 

髙橋館長 

宮田委員長 

稲葉委員 

川田所長 

民ふれあい公園陸上競技場を主会場として１９９人の参加者が

あり開催されました。天候にも恵まれ５つの大会新記録が出ま

したが、特に一般男子３０代の部に出場した鈴木裕行選手の１

４分３５秒は、素晴らしいタイムです。次に１月８日に第２４

回新春グラウンドゴルフ大会が佐貫運動広場にて開催され１０

６名の参加がありました。参加者の多くは、６５歳以上の高齢

者の方で最高年齢者は８７歳の男性でした。その男性に話を伺

ったところ日頃から健康に留意され毎朝、犬を連れて１時間程

度の散歩を行うことや１週間に３・４回グラウンドゴルフの練

習をしているとのことでした。また同日、第４１回新春バドミ

ントン大会が富津市総合社会体育館にて実施され小学生・中学

生など２３６人の参加者があり熱戦が繰り広げられました。次

に１月１４日に富津ライオンズクラブ主催による新春武道大会

が富津中学校体育館で行われました。大会の目的は、武道の持

つ特性により富津市青少年の体力・精神力・気力の向上を図り

合わせて近隣の志を同じくする青少年の交流を促進することに

より郷土の未来を担う青少年の健全なる育成を目的に実施して

います。実施種目は剣道、柔道、空手道、薙刀の４種目が行わ

れ熱戦が繰り広げられました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。最後に富津公民館お願いします。

はい。富津公民館から報告します。１月８日（日）に、富津公

民館ホールにおいて、平成２４年富津市成人式が行われました。

当日の出席状況等につきましては、この後の報告事項において

ご報告いたします。以上です。 

はい。ありがとうございます。教育長報告並びに各課報告の中

で質問がございますか。 

はい。教育センターの各課報告の中で、１月１８日富津市管理

運営研修会について具体的な内容説明をお願いします。 

はい。研修会の講師をされていた市川校長先生の話の中心は、

学力向上を図ることに、それぞれの学校が一生懸命取り組んで
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稲葉委員 

川田所長 

宮田委員長 

池田委員 

川名課長 

宮田委員長 

藤平部長 

宮田委員長 

いると思いますが、なかなか思うように行かないという状況を

天羽中学校の実践をとらえながら話をしてくださいました。 

はい。それに対しての傾向と対策をお伺いします。 

はい。教育センターで学力向上推進事業として人を配置したり、

先生方の研修を行ったりし、平成２４年度から力を入れて推進

して行くという計画を立てております。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。学校教育課の各課報告の中で、再配置構想の説明があり

ましたが、これからの方向性だとか地域の人たちの声を聞くと

いうことも大事だと思いますが、なかなか進んで行かないと思

いますので、市の行政指導のバランスが必要だと思います。そ

こで今後の方向性や、ある程度教育委員会としてこうしたいと

言う意見があるのかお伺いします。 

はい。池田委員さんのお話通りでございます。学校教育課とし

ては、ある程度聴取を済ました時点、２年程度が目安となろう

かと今は思っていますが、地域や保護者が学校を将来どのよう

な方向に導いて行きたいのか意見をまとめ、教育部に報告後、

教育委員会として取りまとめ、市長部局に報告していきたいと

考えます。 

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、次に付議議案に入ります。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予算についてお願いし

ます。 

はい。議案第１号平成２４年度富津市一般会計予算教育費歳入

歳出予算について。なお、詳細につきましては、各担当課長よ

り説明をいたさせますが、平成２４年度教育費当初予算要求で

新規のもの、前年度と比較しまして大きく変化があったものに

ついて説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

はい。ありがとうございます。庶務課お願いします。 
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磯貝課長 はい。庶務課の予算要求についてご説明いたします。７ページ

をお開きください。歳入でございますが、１４款、２項、４目、

教育費国庫補助金、２節小学校費補助金の１２２，２０１千円

につきましては、学校施設環境改善交付金として、青堀小学校

屋内運動場・飯野小学校屋内運動場・大貫小学校屋内運動場・

佐貫小学校特別教室棟、屋内運動場・湊小学校特別教室棟の耐

震補強工事等にかかる交付金及び、理科教育振興費補助金とし

て、１２小学校の理科備品整備にかかる補助金でございます。

次に、３節中学校費補助金の１４，３７０千円の要求につきま

しては、学校施設環境改善交付金として、天羽東中学校屋内運

動場耐震補強工事にかかる交付金でございます。次に、２１款、

１項、６目、教育債１節小学校債１２０，０００千円及び２節

中学校債１７，３００千円につきましては、小中学校６校７棟

の耐震補強工事等及び小中学校４校４棟の耐震補強設計にかか

る小・中学校債でございます。以上、歳入予算要求合計額は、

２７５，５１９千円で前年度当初予算と比較して、１９５，０

４８千円の増額となります。増額の主な原因は、平成２３年度

当初予算では耐震補強工事にかかる予算の一部を平成２２年度

１２月補正予算に前倒しをしたことにより、前年度の当初予算

が減額となったためでございます。歳入につきましては、以上

でございます。次に、歳出についてご説明いたします。９ペー

ジをお開きください。１０款、２項小学校費、１目学校管理費

の小学校施設整備事業１５節工事請負費の６６８，８４９千円

は、５校６棟の耐震補強工事と小学校施設・設備改修工事でご

ざいます。続きまして、１０ページの中学校施設整備事業１５

節工事請負費の１２３，８０１千円につきましては、１校１棟

の耐震補強工事と中学校施設・設備改修工事でございます。続

きまして、３目の大貫中学校武道場整備事業の１３節 委託料

の７，２８７千円は、大貫中学校武道場新築工事基本設計業務

委託料でございます。以上、歳出予算要求合計額は、１，０６
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宮田委員長 

川名課長 

５，２８３千円で、前年度当初予算額と比較して、７８３，０

２３千円の増額となります。増額の主な原因は、歳入同様平成

２３年度当初予算では耐震補強工事にかかる予算の一部を平成

２２年度１２月補正予算に前倒ししたことにより、前年度の当

初予算が減額となったためでございます。以上で庶務課の説明

を終わります。 

はい。ありがとうございます。続いて学校教育課お願いします。

はい。学校教育課の予算要求について説明いたします。まず、

歳入について説明いたしますので、１１ページをご覧ください。

当初予算要求額は、２１４,０５４千円で前年度当初予算額と比

較し、５,７８４千円の減額となっています。内訳につきまして

は、主なものをご説明いたします。１４款国庫支出金中の２項

４目１節の幼稚園費補助金７,２５０千円は、私立幼稚園に通園

する保護者負担の軽減を図ることを目的として支出した額に対

し、３分の１以内を国庫補助金として受け入れるものでありま

す。次に、２０款諸収入中の５項５目１節の給食事業収入１９

７,９０１千円は、現年度並びに過年度分の給食費収入です。歳

入につきましては、以上でございます。次に歳出についてご説

明いたします。１２ページからとなります。当初予算要求額は

４９８,３９４千円で、前年度当初予算額と比較して、６，３８

３千円の増額となっています。内訳につきましては、主なもの

をご説明いたしますので、１２ページをご覧ください。１０款

教育費、１項教育総務費、２目事務局費中の（事務局関係費２）

の１８節備品購入費１９，８８７千円は、中学校の教科書改訂

に伴う教科書の購入費用であります。同じく１２ページの下か

ら１１行目、負担金補助及び交付金３７,３０３千円の要求につ

きましては、私立幼稚園就園奨励費補助金であります。次に１

３ページをご覧ください。上から１１行目、扶助費８,１１７千

円と、下から１２行目、扶助費８,４９４千円の要求につきまし

ては、要保護・準要保護の児童・生徒の就学援助費であります。
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宮田委員長 

清水主幹 

１４ページをご覧ください。上から３行目の委託料６７,３９５

千円の要求につきましては、大貫・天羽共同調理場の調理業務

委託料、給食運搬委託料、設備保守点検等の委託費であります。

中段の（給食施設整備事業）の工事請負費１０,５５７千円の要

求につきましては、大貫・天羽共同調理場、青堀小学校調理場

の改修等の工事費であります。以上で、学校教育課の説明を終

わります。 

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。教育センターの当初予算要求の内、まず、歳入の予算要

求につきましては、１５ページをご欄いただければと思います。

歳出の予算要求について、主なものを説明いたします。１６ペ

ージをご欄ください。歳出当初予算要求額７７，５６３千円は、

前年度当初予算比較で５，５９３千円の増額要求です。主立っ

たものについて説明いたします。まず、１０款教育費、１項教

育総務費、（自立支援事業）８節報償費２，９８０千円、①自立

支援指導員４名を小・中学校に派遣することにより、不登校児

童生徒やイジメ・児童虐待で深刻な問題行動を起こす、又は引

き起こすことが懸念される児童生徒に対して、未然防止や早期

発見・早期対応に向けた支援を行うこと。②自立支援指導員に

よる不登校児童生徒宅への訪問により相談・学習支援を行うこ

と。次に、１０款教育費、１項教育総務費、（適応指導教室事業）

８節報償費１，５８７千円は、適応指導教室を中央公民館内に

設置し、２名の適応指導相談員を置き、不登校児童生徒に人間

関係づくりの構築のための支援や学習支援を行うものです。次

に、１０款教育費、１項教育総務費、（学力向上推進事業）１節

報酬７,１６１千円は、教員資格を有する指導補助教員４名を各

中学校に配置し、小人数指導の推進を図り、学力の定着が遅れ

気味の児童生徒に対して学習支援・生徒指導を行うものです。

１７ページをご欄ください。１０款教育費、２項小学校費、（英
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宮田委員長 

小柴課長 

語指導員設置事業）１節報酬３，３１３千円は、英語指導資格

を有する英語指導員３名を全小学校に週に１日から２日配置

し、全小学校の５、６年生外国語活動の学習支援を行うもので

す。次に、１０款教育費、３項中学校費、（外国人英語指導者招

致事業）１３節委託料１２,９６０千円は、業務委託により、全

小中学校にＡＬＴ３名を配置し、ネイティブスピーカーとして

活用やコミュ二ケーション能力の向上を図るものです。教育セ

ンターの説明は、以上です。 

はい。ありがとうございます。次に生涯学習課お願いします。 

はい。それでは生涯学習課の関係についてご説明申しあげます。

はじめに歳入から説明いたします。お手元の資料の１８ページ

をご覧ください。表の一番下、歳入予算要求合計額であります

が１２，８７７千円、隣の前年度当初予算額６７，５６６千円

と比較すると、５４，６８９千円の減となっております。減額

の主な要因は、県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金の

文化財施設環境整備事業と図書館蔵書管理事業が終了したもの

でございます。主な要求内容につきましては、まず、表の上段、

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目教育費国庫補助金、

４節社会教育費補助金の要求額が８，１２０千円でございます。

説明欄に記載してありますように、発掘調査補助及び史跡等購

入補助であります。これにつきましては、遺跡のエリア内に個

人住宅等建てようとする時の確認調査及び国指定の内裏塚古墳

墳丘部と周溝部の土地を購入するものであります。個人住宅等

確認調査は、国が２分の１、県が８分の１、市が８分の３の補

助となります。土地の購入につきましては国が８割補助、県は

ゼロであります。次に、１５款県支出金、２項県補助金、８目

教育費補助金、２節社会教育費補助金要求額６８５千円でござ

いますが、説明欄に記載の通り「青少年相談員活動費補助金」

と「市内遺跡発掘調査事業補助金」であります。次に、２０款

諸収入、５項雑入、５目雑入、２節雑入４，０６０千円は民間
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開発発掘調査事業委託費であります。続きまして歳出の予算要

求に移ります。２１ページをご覧ください。表の一番下でござ

いますが、歳出予算要求合計額６２，５６４千円、前年度当初

予算額が９９，０９９千円、比較で３６，５３５千円の減額要

求でございます。減額の主な要因は、緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業が終了したものに伴うものでございます。１９ペー

ジをお開きください。款項目節欄にカッコ書きで事業名が載っ

ておりますが、上から２番目の「社会教育総務費」として、１

８節備品購入費３８２千円はポータブルワイヤレスアンプを老

朽化に伴い、購入するものであります。次に、２０ページをお

開きください。一番上の「生涯学習バス設置事業」の１３節委

託料ですが２５年４月３０日まで長期継続し、生涯学習バス管

理運行業務委託料４，８４９千円を要求いたしました。次に、

同ページ下から２番目の「図書館関係費」がございます。この

中で、１３節委託料の８，６５０千円は、「図書管理システム購

入委託料及び図書館利用券作成委託料で要求」いたしました。

１８節の備品購入費ですが、要求額は３，０１５千円でこれは

図書購入費（１ ,６２４冊）分とＩＣタグ付バーコードラベル等

を、要求したものであります。続きまして、その下の「移動図

書館事業」の１３節委託料ですが、先程説明いたしました生涯

学習バスと同様に外部委託とするため、移動図書館車運行管理

委託料として１，２６０千円を要求するものです。次に、２１

ページをお開きください。上から２番目の「文化財保護関係費」

ですが、１３節の委託料９，１６１千円の主なものは、西谷古

墳石室移築復元事業と文化財周知看板設置委託料及び、昨年６

月１日にオープン致しました青堀駅東口史跡情報案内所清掃委

託等であります。１７節の公有財産購入費は、内裏塚古墳土地

購入費（７３３㎡）分であります。要求額は８，０６３千円で

あります。次に同ページ下から２番目の「高宕山のサル被害防

止事業」は、富津市と君津市教育委員会が事業主体となり委託
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宮田委員長 

山中次長 

しているもので、昨年と同額の２，４６０千円要求するもので

あります。以上で、生涯学習課の説明を終わります。

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。体育振興課について申しあげます。２２ページをお開き

ください。はじめに歳入ですが主なものは６目、教育使用料の

３，４９３千円などで歳入予算要求合計額は、３，７９２千円、

対前年比２８２千円の減額です。次に歳出についてですが２３

ページをお開きください。歳出で新規なものとして、４目、市

体育施設費、１３節、委託料の中で浅間山運動公園フットサル

場整備工事に伴う設計業務料として３０１千円、次に、１５節

工事請負費２１，３７７千円で新しいものとして５件程ありま

す。はじめに浅間山運動公園野球場バックスクリーン塗装工事

として８７５千円、野球場は、建設後２０年以上が経過しバッ

クスクリーンの色が薄くなったことから実施しようとするもの

です。次に、浅間山運動公園フットサル場整備工事として３，

６７５千円、現在、小中学校の屋内運動場でサーカーをしてい

る方々からフットサル場を建設してほしいとの要望書が昨年、

佐久間市長に提出されたことと小中学校の耐震補強工事実施に

伴い屋内運動場が整備されたことにより屋外スポーツを屋内で

実施した場合、基礎練習を中心に行っていただきたい旨を利用

者に話したことから代替え施設を整備しようとするものです。

次に、総合社会体育館雨漏り修繕工事として１３，９５５千円

これは、幼児室及び事務室脇のサブアリーナに向かう廊下の天

井部分の雨漏れカ所の修繕です。修理個所としては、２階ギャ

ラリーデッキの防水改修です。次に総合社会体育館ドア交換工

事として７３５千円、メインアリナーの放送室脇から外に出る

ところのドアが開かないことによる交換です。次に、総合社会

体育館照明コントロール盤交換工事として２，１３７千円、メ

インアリーナ・サブアリーナの水銀等をコートロールする盤が

機器異常などの点滅表示をするため新しくコントロール盤を交
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宮田委員長 

榛沢館長 

換します。総合社会体育館は平成３年に開設以来２０年以上経

過する中で施設全体が老朽化していることから今後、更に修繕

が必要となってきます。次に１８節、備品購入費２６０千円、

浅間山運動公園フットサル場整備工事に伴うフットサル用ゴー

ル１組分です。歳出予算要求合計額６３，１４０千円、対前年

度比１８，４４７千円の増額となります。以上で説明を終わり

ます。 

はい。ありがとうございます。続いて中央公民館お願いします。

はい。中央公民館の２４年度当初予算要求について説明いたし

ます。まず、歳入予算について説明いたします。歳入予算要求

合計額で１３，９１０千円、前年度比較で１３，１０９千円の

増額要求となりました。主なものは、２１款、１項、６目、３

節の社会教育債ですが、要求額１３，３００千円、前年比で１

２，８００千円の増額です。増額理由は、アスベスト除去工事

に伴う起債の増額によるものです。次に、歳出予算について説

明いたします。歳出予算要求合計額で、３２，９１８千円、前

年度比較で１４，７３７千円の増額要求となりました。主なも

のは、公民館管理運営費のうち１１節需用費ですが、要求額６，

５７８千円、前年比で５１４千円の増額です。内容につきまし

ては、燃料費・光熱水費・修繕料等です。（増額の主な理由は、

燃料単価の増と水銀灯修繕による修繕料の増額によるもので

す。）次に、１３節の委託料ですが、要求額５，６１７千円、前

年比で３３９千円の増額です。これは各種保守点検・管理業務

等の委託料です。増額の主な理由は、２年毎の調査で特殊建築

物定期調査報告業務が追加となることによるものです。次に、

１８節の備品購入費ですが、防火対象物点検で防炎備品に交換

するよう指導を受けたこと及び文化祭展示でパネルが不足する

ため、本年度、防炎パネル等を購入するため４４万円の増額に

なるものです。次に、施設整備事業費の１３節委託料ですが、

昨年度アスベスト除去工事設計業務を実施済みのため５７８千
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宮田委員長 

髙橋館長 

宮田委員長 

中村館長 

円の減額です。１５節工事請負費ですが、アスベスト除去工事

設計を基にアスベスト除去工事を実施するため１４，０２８千

円の増額となるものです。よろしくお願いします。

はい。ありがとうございます。続いて富津公民館お願いします。

はい。富津公民館の平成２４年度教育費当初予算要求について

説明いたします。２６ページをお開き下さい。歳入でございま

すが、予算要求合計額５，２５０千円、前年度当初比較で７３

１千円の減額でございます。主な理由としましては、埋立記念

館の修繕費用に係る基金からの繰入金の減でございます。次に、

２７ページをお開き下さい。歳出でございますが、予算要求合

計額２８，００１千円、前年度当初比較で１，１０１千円の増

額でございます。主な理由としましては、富津公民館管理運営

費のうち１１節需用費ですが、要求額９，４７０千円、前年度

比較で４４４千円の増額です。内容につきましては、燃料費及

び保守点検で指摘を受けた設備の修繕料であります。同じく管

理運営費の１３節 委託料ですが、要求額９，１６５千円、前年

度比較で１，５８７千円の増額です。内容につきましては、建

築基準法により２年ごとに報告が必要な特殊建築物定期報告業

務であります。なお、埋立記念館管理運営費の１節報酬、４節

共済費、９節旅費などの人件費関係が、要求額０円となってお

りますのは、埋立記念館管理業務補助について、これまで非常

勤職員２名の交代制で行ってまいりましたが、非常勤職員の更

新期限が今年度末で終了となるため、平成２４年度から管理業

務補助を富津市社会福祉協議会への委託で対応することとした

ことによるものであります。したがいまして、１３節委託料に

つきましては、要求額２，９８５千円、前年度比較で１，９３

８千円の増額となるものであります。以上で説明を終わります。

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。市民会館の当初予算要求についてご説明いたします。２

８ぺージをお開きください。はじめに歳入ですが、予算要求額
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合計１,１２９千円、前年度当初予算合計８９９千円、前年度当

初比較で２３０千円の増額であります。増額理由としまして、

１３款、１項、１目、１節の行政財産使用料で自動販売機が今

まで１台であったものを２台に増設したことによる増額と、昨

年の５月に天羽行政センター移転に伴う職員増による駐車料金

増額分であります。次ページをお開きください。次に歳出につ

いてご説明します。１０款教育費、４項社会教育費、４目市民

会館費（市民会館管理運営費）１１節需用費要求額８,６０７千

円に対し、前年度当初予算額８,１７２千円、前年度当初比較で

４３５千円の増額であります。主な増額要因としましては、昨

年５月に天羽行政センター及び建設部管理課補修係の市民会館

移転に伴い光熱水費等の増額によるものであります。次に、１

３節委託料要求額１１，３４４千円、前年度当初予算額９,７０

８千円、前年度当初比較で１,６３６千円の増額であります。こ

の増額理由としましては、平成２０年 4 月に建築基準法の改正

により、不特定多数の利用者が集まる建築物は２年毎に定期報

告が義務付けられたことにより、２４年度該当年に当たるため

予算要求したものであります。次に、１４節の使用料及び賃借

料ですが、要求額７,３１９千円に対し前年度当初予算額６,９

９６千円で３２３千円の増額であります。これは、３年毎の土

地評価の見直しによる増加分であります。次に、１５節工事請

負費の要求額８,６１３千円に対し、前年度当初予算額０千円、

前年度対比８,６１３千円の増であります。この増額理由としま

しては、２２年度の特殊建築物定期調査により指摘を受けまし

たことによる館外の周囲が地盤沈下しており土地と建物に段差

が生じていることから、外部床タイル破損等の補修工事を行お

うとするものであります。次に、下段の市民会館文化事業につ

きましては、隔年事業のため２４年度の事業実施はありません。

歳出予算要求合計額４１,０８７千円、前年度当初予算額３２,

１５８千円、前年度当初比較で８,９２９千円の増額でありま
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宮田委員長 

坂井委員 

進藤主幹 

坂井委員 

宮田委員長 

池田委員 

藤平部長 

す。以上で概要説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。前年度当初予算額と比較しまし

て、大きく変化があったものについて説明をいただきました。

議案第１号について質問やご意見がありましたらお願いしま

す。 

はい。生涯学習課の予算要求について質問いたします。２０ペ

ージの子どもセンター設置事業委託料についてもう少し詳しく

説明していただきたいと思います。 

はい。子どもセンター設置事業委託料についてですが、富津市

子どもセンター協議会と委託契約しています。協議会委員の構

成は、青少年相談員、ボーイスカウト、ガールスカウト、学識

経験者など９名の構成となっています。委託事業内容は、様々

な関係機関や地域関係者からの情報を収集し情報提供誌「ネッ

トワーク」を年３回発行し市内の幼稚園、保育所・小学校・中

学校などに配布いたしております。以上です。

はい。 

はい。他に質問がございますか。 

はい。総括的な質問ですが予算編成に当たっては、平成２４年

度の事業計画があって、その事業計画を推行するに当たって予

算が割り振られていると思いますが、逆に言えばこの予算要求

から来年度の教育方針や教育施策が読み取られなければいけな

いと思います。しかし、本年度の予算要求に関しましては、前

年とほぼ同じ要求で特徴的なものが無いような気がします。平

成２４年度当初予算要求につきましては、ここが今年度の特徴

的だとかというものが必要だと思います。事業計画というもの

があって、何を今年やりたいのかということで予算があると思

います。今年はこういうものが必要だという点があれば聞かせ

ていただきたいと思います。 

はい。私の方から総論的なお答えになって具体的な市の全体的

な事業としまして、一番基本になるものに、富津市５か年計画
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宮田委員長 

磯貝課長 

川名課長 

がございますが、今ここに計画書を持ってきておりませんが、

教育に係る理念や位置付けが基本計画の中で方向性が示されて

います。この基本計画の下に個別にいろいろな計画がぶらさが

っています。これには、生涯学習推進計画やスポーツ・レクリ

エーションの推進計画がございます。その基本計画を達成する

ために３か年計画の実施計画というものを立てまして、市の歳

入の状況を見きわめながら、具体的な事業展開を図っていくこ

とが今の富津市の施策選択のやりかたでございます。そういう

大きな理念や方向性が示されておりまして、けっして何の計画

も無いというわけではございません。極めて総論的な話で恐縮

ですが、方向性としては対応しております。あえていいますと

各課単位の個別の事業計画の内容をいいますと各担当課長がお

話しましたとおり、平成２４年度教育費当初予算要求で新規の

もの、前年度と比較しまして大きく変化があったものについて

説明いたしました。今池田委員さんが言われたとおり具体的な

イメージがわかないと思いますが、担当課長より基本計画を説

明させます。 

はい。 

はい。それでは庶務課の関係でございますが、平成２３年３月

に富津市第３次基本計画を策定しました。その中で学校施設耐

震化事業につきまして、平成２５年度末までに終了する計画に

なっております。具体的には、前期実施計画の中で、各学校の

実施計画があります。平成２４年度には、青堀小学校屋内運動

場耐震補強工事等６校７箇所の耐震補強工事を行います。また、

大貫中学校武道場整備事業のための基本設計を予定してござい

ます。庶務課につきましては、以上でございます。 

はい。学校教育課でございますが、ほとんどが経常経費でござ

いまして、新規事業につきましては、ございません。特別支援

教育指導員配置事業で、指導員を４名から５名へと増やす要望

はしております。池田委員さんのご指摘のとおり顔が見えない
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川田所長 

進藤主幹 

藤平部長 

と言われますが、安心して学校で学べるように側面から支援し

ていく形が多いと思います。以上でございます。 

はい。教育センターですが、学力向上推進事業に力を入れて行

きたいと言う方針でございまして、たとえば非常勤一般職とし

て雇用して学校に勤務していただき、子どもたちとふれあう時

間を長くし、人員も１人増やして要求しております。英語指導

員設置事業につきましても、同じような形で時間数を増やして

授業をカバー出来るように、今年度は推進して行こうと考えて

おります。以上でございます。 

はい。生涯学習課につきましては、生涯学習推進計画を策定し

てございますが、更なる実現に向けて努力する方針でございま

す。社会教育指導員につきましては、現在２名ですが１名増員

しまして、社会教育関係や各種団体への指導・助言を図って行

きたいと思います。家庭教育指導員は、現在１名ですが今まで

公民館で勤務していましたが、生涯学習課での勤務をお願いし

まして、家庭教育支援事業における指導・助言に推進していた

だくよう活動をお願いしております。それと図書関係でも平成

２３年度は、県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業により、図

書蔵書管理を実施しており、ＩＣタグ付バーコードラベル等の

図書管理を図りながら、図書館関係の事業を行っております。

文化財関係につきましても、青堀駅東口史跡情報案内所の促進

を図りながら、利用者の利点を考慮しながら、文化財看板の周

知を図るとともに、文化財関係の利用者に配慮して行きたいと

考えております。また、内裏塚古墳用地を取得しまして、文化

財の保護に努めてまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

はい。予算額という見方ですが、方向性などはなかなか読み取

れないと思いますが、私共教育部としましては、先程庶務課長

が申しあげましたとおり、学校施設耐震化事業の安全・安心の

確保という市長の方針でありまして、それを最大の課題にして
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池田委員 

稲葉委員 

おりますので、数字の上では、目立つと思いますが先程それぞ

れの課長さんが申しあげましたとおり、第３次基本計画のその

中に、「豊かな心を育む教育と文化の香るまち」という表題があ

りまして、その中で学校教育の充実や生涯学習の充実、スポー

ツ・レクリエーションの振興などの計画がございます。これに

つきましては、事業名を羅列するという形の構成ではなく、一

つ例をあげますと学習やスポーツなど活動している市民の割合

は、平成２１年度で４２．５％ですが、目標値の５年後は５０%

に引きあげたいと目標設定をしております。このような形で事

業計画がありまして、繰り返しになりますが、数値というもの

は、なかなか方向性は見づらいと思いますが、この計画書どお

りで対応しております。以上でございます。 

はい。大変失礼なことを言いまして申し訳ありませんでした。

私が聞きたかったことは、まえまえから教育委員会の議案審議

や予算審議のうらづけとなる事業について、情報が不足してい

るのではないかと思います。そういう場をしっかり把握してい

ないと予算の審議は出来ないと思いますので、失礼を承知でお

聞きした訳です。以上です。 

はい。私も去年池田委員長さんの時に、この会議で同じような

質問をしたと思いますが、その予算の特徴がなかなか見えない

と発言させていただきました。私は、８年間教育委員として２

期目になりますが、予算に対して特色が見えないといつも見て

いまして、今回もいつもと同じだなというふうに思って、あえ

て質問はしなかったんですが、本来は、池田委員さんの言うよ

うに特色を持って組まないと、いけないと思います。勿論経常

経費の予算があると思いますが、それ以外にやはり富津市の教

育予算をこういうふうにしたいと言うことでなければ、顔の見

えるような予算を組んでいかないと企画力が無く、中身があい

まいな気もしています。私も第３次基本計画の内容も把握して

おりますが、抽象的で具体性が無いと思います。従って教育委
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坂井委員 

藤平部長 

宮田委員長 

員会が、富津市の子どもたちや市民にも顔が見えないと思いま

す。そういう予算づくりを毎年期待していましたが、毎年同じ

感じでしたので、今回も内容はだいたい読み取れると思い質問

はしませんでしたが、予算に特色を持たせ企画力を付けていか

ないと前向きな予算は出来ないと思います。昨年は、教育セン

ターのＳＥの配置だとか人員の増加などを行うなど個々に工夫

が見られましたし、その他に活性化出来るような予算を組む必

要があると思っています。 

はい。市長さんが安心して子育て出来るようなまちというメイ

ンテーマをこのごろおっしゃっていますが、教育部の予算につ

いて、予算を増加してくれることなどの動きがあるのでしょう

かお伺いします。 

はい。予算の配分問題につきましては、第３次基本計画のコン

セプトとして安全・安心な教育環境づくりの合意は得られてお

りますが、教育部の個々の事業について優先的に予算配分され

るかというのは、なかなかむづかしいと思います。先程稲葉委

員さんが話されましたが、もう１０年ぐらい前に議会で第２次

基本計画で同様の問題が、一般質問で出された時期がありまし

た。そのような反省を踏まえまして、安心して子育てが出来る

まちというコンセプトを打ち出しました。一方で行政の立場と

いたしましては、道路の新設や福祉などの生活保護費等色々な

分野で市全体の課題は認識しております。教育分野を見ますと、

実施計画においては、安全・安心な学校施設耐震化事業、学力

向上推進事業、特別支援教育指導員配置事業などの事業展開を

図り少しづつ努力はしているつもりでございます。もう少し方

向性が見えるようにと言う話しですが、教育委員会の皆様の意

見を伺いながら、今後更に検討して行きたいと考えています。 

はい。ありがとうございます。他に質問がございますか。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。
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磯貝課長 

宮田委員長 

今井主幹 

宮田委員長 

続いて議案第２号平成２３年度富津市教育委員会被表彰者（追

加）の決定についてお願いします。 

はい。平成２３年度富津市教育委員会被表彰者（追加）の決定

について。富津市教育委員会は、富津市教育委員会表彰規程第

５条の規定により別紙のとおり被表彰者を決定する。教育委員

会表彰者の決定につきましては、１２月の教育委員会定例会議

ですでにご承認いただきましたが、その後に富津市スポーツ少

年団本部長より、推薦の漏れがあったことから、富津市教育委

員会表彰規程の規定により功績調書の提出があり、本年度の富

津市教育委員会被表彰者に追加しようとするものでございま

す。資料３１ページをご覧ください。今回の追加候補者は、資

料にございますように、第３１回千葉県スポーツ少年団剣道交

流大会団体戦で優勝しました佐貫清心会で、体育功労表彰団体

（第３条第３号）に該当するものです。ご審議よろしくお願い

します。以上でございます。

はい。ありがとうございます。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号富津市特

別支援教育指導員設置要綱の制定についてお願いします。 

はい。報告第１号についてご説明いたします。非常勤職員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例が１２月議

会にて制定されたことに伴い、学校生活や学習上の困難を持つ

児童生徒等に対し、学校生活上の介助や学習指導上の支援等を

行うために配置を行っている特別支援教育指導員について、平

成２４年１月１１日に富津市特別支援教育指導員設置要綱を３

３ページから３６ページのとおり定めましたのでご報告いたし

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号平成２４年富津市成人
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髙橋館長 

式結果報告についてお願いします。 

はい。富津公民館より、成人式の結果について報告申し上げま

す。はじめに、式典の概要をご説明いたします。３８ページを

ご覧ください。平成２４年富津市成人式は、１月８日（日）に

富津公民館ホールで行われました。午後１時４５分に受付を開

始し、式典は予定より少し遅れて午後２時０５分に開式いたし

ました。富津地区出身の門上剛士さんと池田明日香さんの司会

進行により、平野副市長の「開式のことば」に続き、天羽地区

出身の安田彩華さんの指揮と溝口いずみさんのピアノによる

「国歌斉唱」を行い、「主催者代表あいさつ」へと進みました。

佐久間市長の「主催者代表あいさつ」に続き、来賓の浜田、

中後両衆議院議員、吉本県議会議員及び福原市議会議長より、

それぞれご祝辞をいただきました。式典のメインとなる「成人

としての意見」発表は、新成人の代表５名が登壇し、富津地区

の平野貴之さんが「これからの自分」、大貫地区の永井孝侑さん

が「三つの決意」、佐貫地区の宇山健太さんが「新成人の力」、

天羽地区の鈴木亜由美さんが「人々との出会いを通じて」、峰上

地区の佐久間愛さんが「大切なもの」というサブタイトルで、

それぞれ発表していただきました。続いて、天羽東中学校生徒

会長の中村庄吾さんに「新成人に贈ることば」を述べていただ

き、渡辺教育長の「閉式のことば」により、式典は午後３時５

分過ぎに終了となりました。そして終了後に、全体での記念写

真を撮りました。当日の出席状況でございますが、本年の新成

人該当者数は５５０名で、その内、出席者は４４２名、欠席者

が１０８名で、出席率は８０．４％（市内住民登録者７９．２％）

でした。また、案内状をお送りした招待者につきましては、招

待者２１７名に対し、出席者は９４名、欠席者が１２３名で、

出席率は４３．３％でありました。なお、家族参観者数は約６

０名でありました。最後に、今回、試行的に行いました、式典

終了後の公民館外側テラスでの、サークルによる祝いの和太鼓
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演奏につきましては、写真撮影時間と重なったことから、途切

れ途切れの観客の中での演奏となったこと、新成人の関心が今

一つという状況であったことなどから、今後、更に検討を加え

る必要があると考えております。当日は、天候にも恵まれ、盛

況のうちに無事成人式を終えることができました。関係者の皆

様のご協力に心より感謝申し上げ、報告とさせていただきます。

はい。ありがとうございます。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。平成２３年１２月８日か

ら１２月２６日までの後援申請受付分につきましては、言語交

流研究所ヒッポファミリークラブ代表理事榊原陽氏他４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。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、２月１６日

（木）午前１０時より４０１会議室で行います。以上でござい

ます。 

はい。ありがとうございます。本日の会議は、終了させていた

だきます。 


