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３ 開催場所 富津市役所本庁舎４階４０１会議室
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正する規則の制定について
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正する規則の制定について

議案第７号 富津市学校給食費徴収規則の制定について

議案第８号 富津市教育課程編成の基準に関する規程の一部

      を改正する訓令の制定について

○報告事項

報告第１号 平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入歳

      出３月補正予算について

報告第２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

報告第３号 富津市教育委員会事務部局職員等の人事異動に

      ついて

報告第４号 富津市要保護及び準要保護児童生徒援助費並び

      に特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定につ

      いて

報告第５号 富津市教育振興事業補助金交付要綱の一部を改

      正する告示の制定について

報告第６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
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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
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平成２４年３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 

稲葉委員 

宮田委員長 

渡辺教育長 

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

稲葉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。１項目目の卒業生を祝い

励ます会と７項目の空手道大会および８項目目のボウリング大

会には、部長・次長等に出席してもらいました。４項目の祝賀

会は、昭和５８年から平成７年までの教育委員であり、その間、

教育委員長もおつとめいただいた飯田眞雄氏の、保護司として

の永年の功績に対する叙勲の祝賀会です。また、５項目目の体

育協会記念式典の後には、スポーツ少年団吉本団長をはじめと

する方々が国レベル・県レベルの表彰を受けたことに対する祝

賀会も行われ、出席させていただきました。行事関係の最後に

６項目目です。３月２３日から静岡県で行われたこの大会に関

東ブロック代表として出場した富津中学校野球部は、残念なが

ら、１回戦で中国ブロック代表、岡山県のオール井原ベースボ

ールクラブに敗れました。明日、市長への報告会がありますの

で、その席で県大会優勝による教育委員会表彰を行い健闘を讃

えたいと考えます。その他の項目についてはご覧ください。次

に議会関係です。例によって、本会議での藤平部長と私の答弁

の概要を報告します。賢政会代表の佐久間議員の①の質問には、

特に中学校で必修化される武道、とりわけ柔道について、体育

科教員中の有段者の数や重大事故を防ぐための手立てなどにつ

いて答えました。②の質問には、特に内裏塚古墳群と飯野陣屋

跡について、少し整備が進んで見学者が増えているものの、大

部分が民有地であり、地権者とも協議しながら適正な維持管理

に努めることが課題である旨答えました。また、救急救命講習
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を全中学生に受けさせる等の取り組みが考えられないかとの質

問もありましたが、これには、中学校で心肺蘇生法教育が保健

体育の授業に位置づけられていることや、今後もＡＥＤの機能

や設置場所等については発達段階に応じて指導したいことなど

を答えました。志新会代表の岩本議員の①の質問には、外国語

活動においても、学習指導要領の目標が富津市の目標でもある

こと、そして志新会が９月に行った大貫小への行政調査の報告

書でおほめいただいた点やご助言いただいた点を活かしなが

ら、２４年度からの学力向上推進委員会による外国語活動と英

語科の接続に関するカリキュラム研究に取り組むことなどを答

えました。②の質問には「古墳の里ふれあい館」の利用状況を

答えるとともに、飯野陣屋跡の今後については地元の協議会や

ＮＰＯの協力も得たいこと、そして将来に向けた計画の作成も

大事であること等について答えました。また、光通信導入の影

響に関する質問もあり、これには、小学校の教育用パソコンが

光通信に接続したことのメリットなどを答えました。次に個人

質問ですが、渡辺議員の①の質問については、２年間の新教育

課程への移行期間の中で、人の配置やＩＣＴ機器の配置、武道

場のない学校への配慮や研修など、準備してきたことについて

答えました。②の質問については、県の学校教育指導の指針を

踏まえながら校長会との協議を経て市の学校教育の指針を作

り、各学校ではそれらと自分の学校の教育目標との関連性を重

視していることなどを答えました。また、教職員の多忙化、学

校ホームページへの対応、教育委員の皆様からのご指導等の学

校へのフィードバックのあり方、現場の状況を知る仕組み、学

校評議員の活動状況など多岐に亘る質問も受けました。それぞ

れの現状について答えながら、今後も現場との意思疎通を大切

にして取り組む旨答えました。松原議員の①の質問には、生活

保護と準要保護の援助内容を同じにはできず、また、準要保護

制度利用者が増えている現状での改善も難しい旨答えました。
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宮田委員長 

磯貝課長 

②の質問には、路線バス通学している小・中学生のうち、発達

段階と家庭状況を考慮して、通学距離が２㎞以上の生活保護と

準要保護の小学生、および特別支援教育就学援助の小・中学生

に、通学費を援助したい旨答えました。なお、防災対策に関連

して、複数の議員から学校の余裕教室を防災備蓄倉庫に活用で

きないかとの趣旨の質問がありました。これには、総務部長が、

教室を本来の目的以外で使用することの問題などに配慮しなが

ら教育委員会と協議中であるとの趣旨の答弁をしています。質

疑の概要は以上ですが、この内容も含めた２４年度予算案は賛

成多数で可決されました。また、２３年度補正予算案と、給食

調理場、公民館・市民会館関係の議案、および稲葉委員・坂井

委員のご勇退に伴う教育委員選任の議案は全会一致で可決され

ました。４月には小坂洋子さんと榎本純子さんが新たに委員に

就任されます。稲葉委員・坂井委員の８年間のご指導に深く感

謝して教育長報告を終えます。ありがとうございました。

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。３月２２日に青堀小学校屋

内運動場耐震補強工事、佐貫小学校特別教室棟・屋内運動場耐

震補強工事、湊小学校特別教室棟耐震補強工事の入札が行われ

ました。青堀小学校屋内運動場耐震補強工事は、㈱小島建設が

139,125,000 円で落札しました。工事の概要は、耐震補強工事

として壁面ブレース補強・屋根面ブレース補強・基礎補強・バ

ットレス補強等です。老朽化改修工事として、屋根全面改修・

外壁改修・トイレ改修・照明器具交換等です。次に、佐貫小学

校特別教室棟・屋内運動場耐震補強工事は、㈱小島建設が

103,950,000 円で落札しました。特別教室棟の工事の概要は、

耐震補強工事として壁面ブレース補強・エキスパンジョイント

改修・コンクリートブロツク壁改修等です。老朽化改修工事と

して、防水改修・トイレ改修等です。また、併せてアスベスト
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宮田委員長 

川名課長 

除去工事を行います。屋内運動場の工事の概要は、耐震補強工

事として壁面ブレース補強・基礎補強等です。老朽化改修工事

として、屋根全面改修・外壁改修・トイレ改修・照明器具交換

等です。次に、湊小学校特別教室棟耐震補強工事は、伊東建設

興業㈱が 85,995,000 円で落札しました。工事の概要は、耐震補

強工事として鉄骨ブレース補強・耐震スリット・梁補強・外壁

ひび割れ改修・高架水槽を撤去し地上型受水槽の設置等です。

老朽化改修工事として、屋上全面改修・外壁全面改修等です。

また、併せてアスベスト除去工事を行います。工期は、青堀小

学校と佐貫小学校が平成２４年３月２９日から平成２４年１１

月３０日まで、湊小学校が平成２４年３月２９日から平成２４

年９月２８日までの予定です。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。２月２２日４０１会議室にて、第４回校長会議を開催しま

した。各課、教育センターから小中学校校舎耐震化状況、社会体

育施設に係る減免申請、学年末・学年始め休業中の含む及び施設

の管理、平成２４年度富津市学校教育の指針、生徒指導及び長欠

不登校対策等の説明及び依頼を致しました。３月８日新富津漁業

協同組合から市内全児童・生徒に海苔を寄附していただきまし

た。地元の海苔を、地元の小・中学生に味わってもらいたいとの

ことで、新富津漁業協同組合の小川組合長さんから贈呈していた

だきました。当日は、岩波校長、石井栄養士の引率で、青堀小学

校５年生の児童４名が代表して海苔を受け取り、本村美季さんが

お礼の言葉を述べました。頂載した海苔は、味付け海苔として加

工された７，５６０袋（５枚入り）で、３月、４月に配食し、４

月の献立表で紹介する予定です。３月１０日～１７日にかけて、

市内小中学校の卒業式が各小中学校で開催されました。中学校

は、進学が４０７名、就職２名、その他５名（在家庭、未定）で、

合計が４１４名の卒業となっております。小学校は、４０７名が

卒業し、その内の１９名が私立中学への進学となります。３月２
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宮田委員長 

川田所長 

宮田委員長 

小柴課長 

３日に市内各小・中学校で平成２３年度の修了式が行われまし

た。記載されておりませんが、天羽と大貫の両共同調理場の２月

中旬における、配食一時停止の件について、ご報告いたします。

当初、クイック検査で複数の調理員がノロウイルスに感染してい

るとの報告を受けましたが、高感度検査を実施したところ、天

羽・大貫共同調理場の３１名の全職員のうち感染者は１名と判明

しました。しかし、児童・生徒の安全・安心を最優先と考える教

育委員会としては、クイック検査で陽性と判明した時点で、両共

同調理場から学校への配食を一時停止し、特別給食の実施に踏み

切りました。と同時に、児童・生徒の健康観察を行いつつ、調理

場の消毒等を徹底に実施し、安全が確保された後に、配食を再開

しました。この結果、児童・生徒がノロウィルスに感染すること

もなく、今日に至っているところです。本件については、保護者

や市長、関係部局への周知を図り、保健所、教育事務所への報告

も速やかに行い、その指示や指導を頂きながら対応してまいりま

した。これからも、安全・安心な学校給食の推進に努めてまいり

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。２月２０日、５

０３会議室にて平成２４年度ＡＬＴプロポーザル業者選定を実

施しました。株式会社ハートコーポレーション・株式会社ウイ

ング・株式会社インタラック・株式会社ボーダーリンクの４社

による業者選定プレゼンテーションを行いました。結果、株式

会社インタラックが１１，５６０，５００円にて落札いたしま

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。３月１５日（木）

に、君津地区青少年相談員連絡協議会合同会議が君津合同庁舎

で開催され、平成２３年度事業報告（案）また平成２４年度事
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宮田委員長 

山中次長 

業計画（案）などについて審議されました。次に、３月２３日

（金）に、第２回天然記念物「高宕山のサル生息地」被害防止

管理委員会会議が、５０４会議室で開催され、平成２３年度事

業経過報告及び予算の執行状況について、また平成２４年度事

業計画（案）及び予算（案）について審議された後、県文化財

課及び県自然保護課より、今後の諸問題等について説明があり

ました。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。３月４日に富

津市で５回目の開催となります第３４回千葉県民マラソン大会

が総合社会体育館周辺にて実施されました。当日の、天候は曇

り空で、残念ながら富士山を望ことができませんでした。レー

スは、ハーフマラソンの部が９時３０分にスタートし以後１０

分刻みにレースが行われ１０時３０分スタートの１０㎞の部が

最後のスタートとなりました。参加申込者は、５，１６４人あ

りましたが、当日の完走者は４，３５６人でした。なお、招待

選手は三井海上女子陸上部の渋井陽子選手など９名の選手が参

加しました。膝をすりむくなどの小さな怪我はありましたが、

大きな事故もなく無事終了することができました。総合社会体

育館前では、地元物産品の販売や富津観光協会提供による生海

苔の入った味噌汁が無料提供され会場周辺は賑わっていまし

た。また、１０月２１日に開催予定のちばアクアラインマラソ

ン大会に千葉県民マラソン大会のハーフマラソンから４名の選

手が招待されます。この４名招待選手のうちから富津市在住の

選手を１名選出したいと考えています。次に３月２７日に千葉

県民マラソン大会運営委員会が５０２会議室にて開催されまし

た。委員から大会当日のいくつかの不備が指摘されました。一

例を挙げますと、トイレ数の不足、受付や記録証の問題等があ

りました。これらの問題点を整理し来年度実施予定の第３５回

千葉県民マラソン大会を今以上に充実させていきたいと考えて
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宮田委員長 

榛沢館長 

宮田委員長 

川名課長 

宮田委員長 

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月２９日、中央公民

館多目的室におきまして、富津市民文化祭２０１２第１回準備

委員会を開催いたしました。会議の内容ですが、市民文化祭２

０１１の課題及び対応と２０１２の日程及び今後の会議等の日

程について検討いたしました。本年度の市民文化祭は、１１月

１日から４日までの４日間となる予定です。また、小中学校音

楽の集いは１１月２日の予定です。３月１６日、中央公民館多

目的室におきまして、第４回富津市公民館運営審議会を開催い

たしました。会議の内容ですが、平成２４年度公民館・市民会

館の主催学級・講座の事業計画（案）を説明し、また、平成２

４年富津市成人式の結果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。教育長報告並びに各課報告の中

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号富津市学校医の委嘱についてお願いします。

はい。議案第１号について、ご説明いたします。３ページ及び

４ページをご覧ください。 議案第１号は、今年度末をもって学

校医の任期が満了となるため、富津市立小学校及び中学校管理

規則第５条の規定により、青堀小学校金井徳博氏から天羽東中

学校鈴木俊彦氏まで、のべ２２名（１４名）の方々に新規に学

校医を依嘱するものです。なお、任期は、平成２６年３月３１

日までの２年間です。以上でございます。ご審議のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

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。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。続いて議案第２号富津市学校歯科医の委嘱に

ついてお願いします。 
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川名課長 

宮田委員長 

川名課長 

宮田委員長 

川名課長 

はい。議案第２号について、ご説明いたします。５ページ及び

６ページをご覧ください。 議案第２号は、今年度末をもって学

校歯科医の任期が満了となるため、富津市立小学校及び中学校

管理規則第５条の規定により、青堀小学校大澤憲二氏から天羽

東中学校椎津裕貴氏までの、のべ２５名（１９名）の方々に新

規に学校歯科医を依嘱するものです。なお、任期は、平成２６

年３月３１日までの２年間です。以上でございます。ご審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

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。続いて議案第３号富津市学校薬剤師の委嘱に

ついてお願いします。 

はい。議案第３号についてご説明いたします。７ページ及び８

ページをご覧ください。 議案第３号は、今年度末をもって学校

薬剤師の任期が満了となるため、富津市立小学校及び中学校管

理規則第５条の規定により、青堀小学校島田保之氏から天羽東

中学校石原 茂までの、のべ１７名（１２名）の方々に新規に

学校薬剤師を依嘱するものです。なお、任期は、平成２６年３

月３１日までの２年間です。以上でございます。ご審議のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

はい。ありがとうございます。議案第３号について質問がござ

いますか。無いようですので議案３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３号は、承

認されました。続いて議案第４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４号について、ご説明いたします。９ページをご

覧ください。 議案第４号は、障害者等の地域生活を支援するた

めの関係法律の整備に関する法律及び、自主性及び自立性を高
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宮田委員長 

川名課長 

めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行にともない、規則の一部を改正するものです。 具体的

にご説明申し上げますので、１２ページの新旧対照法をご覧く

ださい。左の欄が現行で、右の欄が改正案となります。左の欄

中の第２条第１号の表の注第３項第３号中、子ども園を規定し

ている括弧内の文言のうちアンダーラインの「第６条第２項に

規定する認定子ども園｣が、先に述べました法律の施行に伴い、

「第３条第１項又は第３項の認定を受けた施設及び同条第５項

の規定による公示がされた施設」に改める、こととなります。

以下、同様の理由により、１２ページ中段の第５号、下段の第

６号、１４ページ中段の第５号及び第６号は、削除されたり、

改めます。附則といたしましてこの規則は、平成２４年４月１

日から施行する。以上でございます。ご審議のほど、よろしく

お願い申しあげます。 

はい。ありがとうございます。議案第４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４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４号は、

承認されました。続いて議案第５号富津市立小学校及び中学校

管理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５号についてご説明いたします。１５ページをご 

覧ください。 議案第５号は、学校教育法の一部を改正する法律

の施行に伴い、規則の一部を改正するものです。 具体的にご説

明申し上げますので、１８ページをご覧ください。教員として、

新たに副校長、主幹教諭、指導教諭が設けられたので、左の欄 

の第２条第１項教員の教頭が、右欄の副校長、教頭、主幹教諭、

指導教諭として改めます。同ページの下段の第４条第１項県費 

負担教職員の表に新たに設けられた職とその職務内容を加え、 

２０ページでは条ずれを改めます。附則といたしまして、この 

規則は、平成２４年４月１日から施行する。以上でございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。なお、現在、富 
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宮田委員長 

川名課長 

宮田委員長 

津市内小・中学校には、副校長・主幹教諭・指導教諭もおりま 

せんので、申し添えます。 

はい。ありがとうございます。議案第５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５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５号は、承

認されました。続いて議案第６号富津市学校給食調理場管理運

営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６号について、ご説明いたします。２１ページを

ご覧ください。 議案第６号は、富津市学校給食調理場の設置に

関する条例の一部を改正する条例及び富津市学校給食徴収規則

の制定に伴い、学校給食の実施及び給食費に関する規定の整理

を図るために、規則の一部を改正するものです。さらに、富津

市小学校及び中学校管理規則の休業日に関する規定の一部を附

則により改正しようとするものです。 概要をご説明申し上げま

すので、２４ページをご覧ください。現行では第３条で調理場

の所掌事務として４項目を挙げているが、改正案では第３条で

所掌事務を、第６条で学校給食の対象者を、第７条で給食の実

施日を、第８条では衛生管理について、それぞれ明確に規定し

ています。また、２５ページからは条ずれについて改めており

ます。そして、第１０条（給食費の額）から第１２条までを削

除します。附則といたしまして、富津市立小学校及び中学校管

理規則の休業日に「国民の祝日、日曜日及び土曜日」の２号を

加え、本規則と小・中学校管理規則の一部改正を、平成２４年

４月１日から施行する。以上でございます。ご審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

はい。ありがとうございます。議案第６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６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６号は、承

認されました。続いて議案第７号富津市学校給食費徴収規則の

制定についてお願いします。 
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川名課長 

宮田委員長 

川名課長 

宮田委員長 

はい。議案第７号について、ご説明いたします。２８ページを

ご覧ください。 議案第７号は、富津市債権管理条例の制定に伴

い、学校給食費の徴収等について統一した取り扱いが図れるよ

う、富津市学校給食費徴収規則を制定しようとするものです。

概要についてご説明申し上げますので、２９ページをご覧くだ

さい。 第１条で本規則の趣旨を、第２条で給食費の額を、第３

条で給食の申込みについて、３０ページでは、第５条で減額措

置、第６条は給食費の徴収方法、３１ページでは、第９条で未

納に関する措置等を明確に規定しております。 そして、３２ペ

ージが申込書、３３ページが決定通知書、３４ページが督促状

となります。附則といたしまして、この規則は、平成２４年４

月１日から施行する。以上でございます。ご審議のほど、よろ

しくお願い申し上げます。

はい。ありがとうございます。議案第７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７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７号は、承

認されました。続いて議案第８号富津市教育課程編成の基準に

関する規程の一部を改正する訓令の制定についてお願いしま

す。 

はい。議案第８号について、ご説明いたします。３５ページを

ご欄ください。議案第８号は、富津市小学校及び中学校管理規

則の一部を改正する規則の施行に伴い、教育課程編成の基準に

関する規定の一部を改正しようとするものです。具体的にご説

明申し上げますので、３７ページをご覧ください。議案第５号

で先ほどご説明しましたように、教員として、新たに副校長が

設けられましたので、改正案で教頭のみの表記を副校長と教頭

に改め、ひらがな表記を漢字表記として改めます。附則といた

しまして、この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。以

上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

はい。ありがとうございます。議案第８号について質問がござ
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山中次長 

いますか。無いようですので議案第８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８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２３

年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出３月補正予算について

お願いします。 

はい。報告第１号平成２３年度富津市一般会計予算教育費歳入

歳出３月補正予算について総括にて説明させていただきます。

補正理由ですが事業執行に伴う補正減と、国の第３次補正予算

に係る国庫補助金活用により平成２４年度実施予定の事業を前

倒して、青堀、飯野、大貫、佐貫小学校、天羽東中学校の各屋

内運動場及び佐貫、湊小学校の特別教室等の耐震補強工事に係

る経費を追加したことによる補正増です。別冊資料１をお開き

ください。はじめに歳入の主なものですが１ページをお開きく

ださい。１４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目教育費国庫

補助金、２節小学校費補助金１７９，０９５千円、３節中学校

費補助金３１，１００千円の補正増は、ともに学校施設環境改

善交付金です。１５款県支出金、２項県補助金、８目教育費県

補助金、２節社会教育費補助金３，７０８千円の補正減は、県

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金（図書蔵書管理事業）

で図書蔵書管理事業実施に伴う減額です。次に、２０款諸収入、

５項雑入、５目雑入、２節雑入５，３００千円の減は、民間開

発発掘調査事業委託金です。次に、２１款市債、１項市債、６

目教育債、５２７，６００千円の補正増につきましては、耐震

補強工事実施に伴う小学校債や中学校債の学校教育施設整備事

業債などです。歳入予算合計額（節分）補正前の額３６８，８

８２千円、補正額７２８，０７３千円、計１，０９６，９５５

千円です。次に歳出の主なものをですが２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、１９節

負担金補助及び交付金４，９８９千円の補正減、私立幼稚園就

園奨励費補助金で保護者負担額の確定にともなう減額でありま
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宮田委員長 

磯貝課長 

す。２項小学校費、１目学校管理費、１３節委託料６，４０１

千円の補正増は、アスベスト除去設計業務や校舎等耐震補強設

計業務執行に伴う補正減と耐震補強工事監理業務委託及び学校

施設改修工事監理業務委託に伴う補正増です。実施校は記載の

とおりです。１５節工事請負費６５６，２８７千円の補正増に

つきましては、学校施設改修工事及び耐震補強工事実施に伴う

ものです。実施校は記載のとおりです。３項中学校費、１目学

校管理費、１３節委託料２，０４５千円は、校舎等耐震補強設

計業務執行に伴う補正減と耐震補強工事監理業務委託に伴う補

正増。１５節工事請負費９６，０００千円の補正増につきまし

ては、天羽東中学校耐震補強工事実施に伴うものです。３ペー

ジをお開きください。４項社会教育費、１目社会教育総務費、

１３節委託料３，７０８千円の補正減は、図書蔵書管理事業実

施に伴うものです。６目文化財保護費５，３０１千円の減額で

すが、民間開発発掘調査事業執行に伴うものです。７目埋立記

念館費、２５節積立金１０，０００千円の補正増、埋立記念館

管理運営基金積立金です。５項保健体育費、２目給食管理費２，

０５０千円の補正減は、共同調理場調理等業務委託執行に伴う

ものです。歳出予算合計額（節分）１，４５８，０８７千円、

補正額７５６，５８７千円、計２，２１４，６７４千円です。

以上で説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。報告第１号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第２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。報告第２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ご説明いたします。平成２４年度の富津市

の予算編成にあたりましては、富津市第３次基本計画の前期実

施計画掲載事業、第三次行財政改革推進実施計画等を考慮した

中で、基本計画の推進テーマである安心して子育てできるまち

を目指すため、引き続き市民生活の安全･安心の向上を図る事業
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に重点を置いたところであります。こうした中で、予算規模と

いたしましては、一般会計は１６，８００，０００千円で、対

前年度比７．４パーセントの増となったほか、国民健康保険事

業特別会計で７，０８０，０００千円、後期高齢者医療特別会

計で４５１，９３９千円、介護保険事業特別会計で３，９１６，

６７４千円、水道事業会計で２，３８４，０３５千円、温泉供

給事業特別会計で２，３１１千円となり、全会計の総額は３０，

６３４，９５９千円で対前年度比６．９パーセントの増となっ

たところであります。教育部の平成２４年度の予算編成は、富

津市第３次基本計画の中にありますように、青少年がのびのび

育つまちづくりに重点を置いたところです。はじめに次代を担

う青少年の育成に当たっては、富津を愛し、富津の未来を託せ

る児童生徒の育成のため、各学校間や学校と地域との連携を推

進するとともに、指導補助教員・特別支援教育指導員の配置な

どを通して、知・徳・体の調和がとれた人づくりを目指すきめ

細やかな教育を一層推進します。また、外国語指導助手及び英

語指導員を引き続き配置することにより外国語活動、外国語教

育及び国際理解教育の充実を図ります。学校施設の整備につい

ては、児童･生徒の安全を確保するため、小学校２校、中学校２

校の技術室棟、屋内運動場などの耐震補強設計を実施します。

また、平成２３年度からの繰越により小学校５校６棟、中学校

１校１棟の特別教室棟、屋内運動場の耐震補強工事を実施しま

す。その結果、平成２４年度末には耐震化率９３.４％となる見

込みです。それでは歳入から新規なものについてご説明いたし

ます。別冊２をお願いします。１ページをお開きください。１

４款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、４

節社会教育費補助金８，１２０千円のうち、史跡等購入費補助

金６，７２０千円は、国指定の内裏塚古墳の土地（733 ㎡）を

購入しようとするものです。補助率は、国が８０％、県の補助

は、ありません。２ページをお願いします。歳入予算合計額２
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９４，６４８千円、対前年度対比８７，３７７千円の減です。

次に歳出の主なもの及び新規なものについて説明いたします。

３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１２３，４１５千円です。これは、特別支援教育

指導員報酬、備品購入費として、新学習指導要領実施に伴う中

学校教師用指導書の購入などです。２項小学校費、１目学校管

理費１８１，３９０千円のうち小学校施設整備事業として校舎

等耐震補強設計業務委託料１５，３２９千円。大貫小学校普通

教室棟（増築棟）、湊小学校屋内運動場の２校２棟の耐震補強設

計業務委託料です。工事請負費として、学校施設改修工事３２，

７３５千円。飯野小学校、佐貫小学校電気施設改修工事、天神

山小学校高架水槽交換工事、青堀小学校、飯野小学校小荷物専

用昇降機改修工事です。また、英語指導員設置事業として４，

１６８千円、平成２３年度完全実施となった新学習指導要領で

小学校５、６年生の外国語活動が導入されたことに伴い、英語

指導員３名を小学校に配置します。３項、中学校費、１目、学

校管理費１０３，２９３千円のうち中学校施設整備事業として

校舎等耐震補強設計業務委託料８，９２５千円。これは、佐貫

中学校技術室、天羽中学校技術室２校２棟の耐震補強設計業務

委託料及び富津中学校、大貫中学校屋内運動場バスケットボー

ルコートライン変更業務委託料です。公有財産購入費として９，

０９０千円。これは、現在、借地している佐貫中学校用地取得

費等です。２目、教育振興費３６，１８７千円のうち外国人英

語指導助手業務委託料として１２，６００千円。これは、外国

語指導助手を学校教育の英語教育及び英語活動の指導の場に配

置することにより授業の充実を図るため委託するもので３名の

ＡＬＴを予定しています。４項社会教育費、３目公民館費５７，

６４０千円のうち、中央公民館施設整備事業として１４，０２

８千円これは、中央公民館アスベスト除去工事です。６目文化

財保護費２０，３６７千円のうち公有財産購入費として８，０
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磯貝課長 

川名課長 

宮田委員長 

６３千円。国指定の内裏塚古墳の周溝部の土地（３筆 733 ㎡）

の購入費です。５項保健体育費、４目市体育施設費４８，３２

８千円のうち、総合社会体育館ギャラリーデッキ防水改修工事

として１３，５００千円です。歳出予算合計９９０，１１６千

円、対前年度対比７７，１５６千円の減額。以上で報告第２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

ご説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。報告第２号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第３号富津市教育委員

会事務部局職員等の人事異動についてお願いします。 

はい。報告第３号富津市教育委員会事務部局職員等の人事異動

について。富津市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２３条第１項第３号の規定により、事務部局職

員等の人事異動を別添（別冊３）のとおりとする。お手元配布

資料の別冊３の１ページと２ページは、職員配置表で３ページ

が人事異動内示書を抜粋したものでございます。今回の定期人

事異動による事務部局職員の対象者は、転出者８名・転入者１

０名・部内異動者４名、・昇任、昇格者３名の２５名です。事務

部局職員につきましては、以上でございます。 

はい。報告第３号について、ご報告します。別冊資料をご覧く

ださい。これは県費負担教職員の任免に関する内申についての

内容でございます。教育長の臨時代理によりまして、１ページ

から６ページのとおり千葉県教育委員会へ内申いたしました。

まず、１ページをご覧ください。学校の部としまして、１本市

からの転出では、①退職職員は１１名、②転任職員は３９名で

した。３ページをご覧ください。２市内学校への転入では①新

規採用職員６名、②転任職員は３５名でした。５ページをご覧

ください。３市内学校間の配置換えが、１８名でした。６ペー

ジは、教育委員会関係の異動でございます。 

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
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いますか。無いようですので続いて報告第４号富津市要保護及

び準要保護児童生徒援助費並びに特別支援教育就学奨励費支給

要綱の制定についてお願いします。 

はい。報告第４号について、ご報告いたします。４２ページを

ご覧ください。報告第４号は、要保護及び準要保護児童生徒援

助費並びに特別支援教育就学奨励費の支給に関して、必要な事

項を定めるものです。４３ページをご覧ください。 第１条とし

て目的を、第２条で用語の定義をし、第３条で支給対象経費及

び額について、第４条申請、第５条支給方法について、等々を

規定しております。４６ページをご覧ください。本支給要綱に

は通学費の補助が規定されております。 附則としてこの告示

は、平成２４年４月１日から施行する。以上でございます。

はい。ありがとうございます。報告第４号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第５号富津市教育振興

事業補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定についてお願

いします。 

はい。報告第５号、富津市教育振興事業補助金交付要綱の一

部を改正する告示の制定についてご説明いたします。報告理由

ですが、行政改革実施本部の補助金見直しに伴い全庁的に補助

金交付要綱の整備を図るため、要綱の一部を改正するものであ

ります。内容的には、未整備でありました補助金要綱の整備や

用語の整理などです。富津市教育振興事業補助金交付要綱の

新旧対照表については、別添のとおりでございます。

はい。ありがとうございます。報告第５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６号後援申請についてお願

いします。 

はい。報告第６号後援申請について。平成２４年３月６日から

８日までの後援申請受付分につきましては、公益財団法人金谷

美術館理事長鈴木裕士他３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。 
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はい。ありがとうございます。報告第６号について質問がござ

いますか。無いようですので庶務課お願いします。 

はい。それでは、平成２４年度の第１回教育委員会定例会議日

程でございますが、４月２６日（木）午前１０時から４０１会

議室で予定しております。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す。本日の会議は、終了させていた

だきます。 


