
平成２６年２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２６年２月２０日（木）

１３時３０分から１４時４５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２５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

議案第２号 平成２６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３号 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の制定について

議案第４号 富津市社会教育委員に関する条例の一部を改正

      する条例の制定について

議案第５号 平成２５年度末退職教職員に対する富津市教育

委員会感謝状の贈呈について

○付議議案

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１項第２号に該当

（理由）同条例第７条第２号に該当するため（議案第５号）

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２６年２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 

皆さんこんにちは。２月に入って、二度にわたって降った大雪。山梨県

全域ほぼ孤立状態とか、関東甲信に降ったこの記録的な大雪の影響は、

千葉県の農林水産業にも大きな被害を出しています。普段、雪が積もら

ない私の地域でも雪かきをするほどでした。皆さんの地域はいかがでし

たか ? さて、ソチオリンピックも７日開幕となり、私は毎晩、徹夜の

日々が続いています。今回のソチオリンピックでの日本選手の活躍は

「十代の若き天才グループ」と「不屈の挑戦・集大成グループ」との感

動的な闘いだったと思います。スノーボード男子ハーフパイプ 平野歩

夢選手（１５才）銀メダル・平岡 卓選手（１８才）銅メダル、フィギ

ュアスケート男子シングルショート羽生結弦選手（１９才）金メダル。

いずれも未来ある十代の若きメダリストです。スキージャンプ男子ラー

ジヒル葛西紀明選手（４１才）銀メダル。この葛西選手は、あきらめな

い苦難のジャンプ人生であり、「レジェンド」（伝説）の選手と表されて

います。個人で銀メダルを獲った時は見せなかった涙であったのに、日

本チーム４人団体で獲った銅メダルでは、涙を流して喜んでいました。

メダルを獲るまでには、仲間一人一人の怪我や難病など苦難の連続であ

ったということです。「この仲間に是非、獲らせてやりたかった！」と

涙している４１才の葛西選手の姿がありました。メダルを獲ったその瞬

間もさることながら、全種目、それぞれの日本選手たちのインタビュー

に答えるコメントに、私は大きな感動をもらいました。オリンピックに

向けて挑戦してきた苦しい年月があり、自分をコントロールし、オリン

ピックという世界の舞台で緊張に打ち勝つ強い心で挑む姿、闘い終えた

清々しい笑顔・・・五輪精神、名場面がたくさん見られたソチオリンピ

ックです。このオリンピックから感動をもらい、次のオリンピックをめ

ざす子ども達がたくさん出てくれることを期待したいと思います。それ

では、平成２６年２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、池田委員さんにお願いします。 

はい。 
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小坂委員長 

渡辺教育長 

小坂委員長 

川名次長 

委員長報告は特にございません。それでは、教育長報告をお願いします。

はい。１ページをご覧ください。１項目目はモラロジー研究所が毎年全

国規模で開催しているもので、そのうちの上総会場です。ここには４市

教育長が順番に出席しています。大雪の翌日でしたので出席者数に影響

が出たようですが、本市の学校職員も熱心に参加していました。２項目

目の市表彰式ですが、教育委員会関係では、教育功労で、社会教育委員

及びスポーツ・レクリエーション推進員としてご活躍いただいているお

二人が、体育功労では、空手と陸上競技で優秀な成績を収めた小・中学

生１０人が、また文化功労では、昨年度末に行われた全国中学生創造も

のづくり教育フェアで優秀な成績を収めた中・高校生２人が受賞しまし

た。なお、今年度も先頃全国大会が行われ、２年生だった昨年度の成績

で今回市の表彰を受けた中学生が、ついに全国１位にあたる賞を受けて

います。これについては２６年度の表彰対象に該当するものと思われま

す。３項目目は元大貫中学校長の松岡壽郎氏の叙勲祝賀会に招かれたも

のです。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。２月１３日、諏訪市教育委員会

の教育委員４名と教育長・指導主事３名、総勢７名が先進校視察として、

本市の天羽中学校を訪問しました。教育委員の皆様にも同行いただきあ

りがとうございました。当日は、天羽中学校教頭から小・中連携教育の

活動状況を、学校教育課高梨主幹から教育委員会の取り組みについて説

明いたしました。なお、当日は中学校の入学説明会で、湊・天神山・竹

岡・金谷小学校の児童でランダムに編成された学級で、小・中学校の教

師による２時間の授業を参観していただき、天羽中学校区の小中連携教

育について参観していただきました。同じく２月１３日１８：３０から

いち川旅館１階会議室に於いて富津市長主催により、医師会、歯科医師

会、薬剤師会の通称三師会と教育部をはじめ関係部局とで会議が開催さ

れました。当日は、三師会の皆様から、消防本部、健康福祉部、経済環

境部、教育部の担当する業務のより良い在り方について、ご指導をいた
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小坂委員長 

菊地所長代理 

だきました。２月１９日、新富津漁業協同組合から市内小・中学校の児

童・生徒に地元富津産の「味付け海苔」７，４００袋をご寄附いただき、

教育長室で贈呈式をとりおこないました。頂戴した「味付け海苔」は、

２食分に分け、早速、給食で提供させていただく予定であります。同じ

く２月１９日、第４回校長会議を開催しました。 

庶務課からは、学校予算、校舎耐震化状況等について。体育振興課から

は、社会体育施設の減免申請、学校体育施設の開放等について。学校教

育課からは、不祥事防止､学年末･学年はじめの休業中の服務及び施設等

の管理等について。教育センターからは、平成２６年度の学校教育の指

針、学力向上推進事業、指導補助教員並びに英語指導員の配置、外国語

指導助手の活用、そして、学年末・学年始め休業中の生徒指導及び長欠

不登校対策等について、それぞれ説明・依頼をしました。また、記載し

ておりませんが、２月１０日（月）給食従事関係者のノロウイルス検査

を実施、全員が陰性であるとの検査結果を受け、市内全小・中学校を通

して、各家庭に通知いたしました。本検査は、学校給食の一層の安全・

安心を図るために実施したもので、検査対象者は、共同・単独調理場の

従事者と小中学校の配膳員及び用務員の７６名。検査機関は、(株)江東

微生物研究所千葉支所で、ＥＩＡ方により実施。１検査あたり２，５０

０円の費用がかかりました。なお、給食関係従事者は、これとは別に、

月 2 回の保菌検査も行っております。また、インフルエンザにつきまし

ては、２月１日から２月１７日までの延べ患者数は、小学校は１１０人、

中学校は５３人となっております。この間の、学級閉鎖は小学校が４学

級（青堀・大貫・湊）、中学校は１学級（天羽）でした。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。２月４日、富津中学校にて第

３回富津市学校関係行事調整委員会を開催しました。平成２６年度の富

津市の学校関係行事の最終調整を行いました。同日、２月４日、５０３

会議室にて特別支援教育推進チーム会議を行いました。推進チームの今

年度の活動を振り返り、次年度にむけて、個別の教育支援計画の活用方
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小坂委員長 

藤江参事 

小坂委員長 

小柴課長 

法について話し合いを持ちました。２月７日、４０１会議室にて地区指

導行政連絡協議会を行いました。千葉県教育庁南房総教育事務所指導室

長をはじめ７名の指導主事を招き、指導行政について県行政と市行政の

情報交換を行いました。２月１３日、４０１会議室にて特別支援教育連

携協議会を開催しました。平成２５年度のまとめと来年度に向けての話

し合いを行いました。２月１４日、第３回富津市学力向上推進委員会議

を開催し、本年度のまとめをする予定でしたが、大雪の予報のため、安

全を考慮し、急遽会議は中止いたしました。今後教育センターにてまと

めを行い、各推進委員に諮って行く予定です。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した。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課の報告を申しあげます。２月２日、第１４回富津市生

涯学習推進大会が富津公民館で開催され、公民館・市民会館から３組の

サークルによるオープニングセレモニーで始まり、式典終了後、「中部

大学総合工学研究所 教授 武田邦彦氏」を講師にお招きし、「うまく

いかないことが楽しい」と題した講演を行いました。参加者は関係者を

含め５４１名でした。委員皆様のご参加をいただき感謝申しあげます。

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。２月２日にスポーツ少

年団指導者・母集団研修会を市民会館ホールにて実施し参加者は、事務

局を含め３８名でした。講義は、日本コアコンディショニング協会講師

秋葉有紀氏による「体幹トレーニングについて」のテーマで体幹トレー

ニングがなぜ必要になったのかを実技をまじえながら、説明がありまし

た。次に２月１０日に京成ホテルミラマーレにおきまして、ちばアクア

ラインマラソン実行委員会第３回総会が開催されました。総会では、経

過報告５件と議事として平成２６年度事業計画及び平成２６年度予算

についてのほか、募集要項についてマラソン定員１３，０００人、ハー

フマラソン定員４，０００人、国際枠１５０人について等、議事４号議

案は全て原案のとおり承認されました。次に２月１４日に千葉県民マラ
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小坂委員長 

川名次長 

ソン大会運営委員会会議が３０３会議室にて実施されました。運営会議

では、コース等について、今回のハーフマラソンの関門規制は１５㎞地

点に設け関門時間は１時間４０分と決定しました。これは、交通規制が

午前９時から正午までとなっている関係から交通規制時間を守るため

に行います。また、今回の参加者は４，６２６人で前年度と比較します

と４１人の減となりました。大会当日の天候が快晴となり富士山が望め

ることを期待します。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入

歳出３月補正予算についてお願いします。 

はい。議案第１号について総括にて説明させていただきます。まず、はじ

めに、平成２５年７月２５日副市長名で発せられた「平成２５年度予算の執

行について（依命通達）」により、一つには、平成２５年度を以て財政調整

基金が底をつき、不測の災害等が発生した場合に平成２５年度決算が赤字と

なる厳しい財政状況であること、さらに平成２５年度の緊急措置として一部

の科目について当初予算額から５％の配当を削減し９５％配当とするので、

年間を見通して予算執行するよう、指示がありました。この非常事態を請け、

教育部として経費削減に努力してまいりました。従いまして、本３月補正予

算は減額補正が多くなっております。それでは、はじめに歳入の主なものつ

いて説明いたしますので、４ページをお開きください。２１款 市債、１項 市

債、７目 教育債、１節 小学校債 の３，１００千円の補正減は、竹岡小学

校電気設備改修工事と湊小学校プールろ過装置交換工事費が当初予算より

安価となり、学校教育施設設備事業債が減額となったためです。次に、その

下の２節 社会教育債の７，６００千円の補正減のうちの７，５００千円の

減額は、中央公民館非常用蓄電池設備改修工事を当初の大型非常用蓄電池か

ら小型蓄電池に変えての改修工事とすることにより、大幅な工事費用の削減

となり、公民館施設整備事業債が不要となったものです。歳入予算要求合計

額（節分）補正前の額３，５９０，６６６千円、補正額１１，３１２千円の

減、計３，５７９，３５４千円となります。次に歳出の主なものをですが５
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小坂委員長 

川名次長 

ページをお開きください。１０款 教育費、２項 小学校費、１目 学校管理

費、１４節 使用料及び賃借料の３，２８６千円の補正減と、中段の３項 中

学校費、１目 学校管理費、１４節 使用料及び賃借料の１，８９４千円は、

それぞれ小学校１４０台と中学校８９台の校務用ノートパソコン借上料の

執行残によるものです。この小学校費及び中学校費の１４節 使用料及び賃

借料の下の欄、ともに１５節 工事請負費の４，９０２千円と３，０６５千

円の補正減は、青堀・飯野・佐貫・天神山小学校の改修工事費と大貫中学校

の防水工事費の執行残によるものです。下の方の欄になります。４項 社会

教育費、３目 公民館費、１５節 工事請負費の７，７３０千円の補正減は、

歳入で説明いたしましたように、中央公民館非常用蓄電池設備改修工事の変

更に伴う減額であります。その下の欄、４目 市民会館費、１３節 委託料の

２，２２１千円の補正減は、市民会館の設備保守点検及び市民会館管理業務

委託の執行残に伴うものです。６ページをお開きください。上から６段目の

欄、７目 埋立記念館費、２５節 積立金の１０，０００千円の補正増は、埋

立記念館管理運営基金の積立金です。その３段下の欄、５項 保健体育費、

２目 給食管理費、１節 報酬の１，７４０千円の補正減は、非常勤調理員の

退職に伴うものです。歳出予算要求合計額（節分）補正前の額１，３０２，

１００千円、補正額１５，７９８千円の減、計１，２８６，３０２千円です。

以上です、よろしくご審議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。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号平成２６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。平成２６年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出予算について説明

させていただきます。はじめに、本市の財政状況は、地域経済の景気低迷が

続いている状況であり市税の増収は見込めず、また、交付税の大幅な増加も

見込めない状況であります。さらに、財政調整基金は平成２４年度末の残高

が約４億円でしたが、平成２５年度当初予算で２億円を取り崩し予算化した

ところであります。このような厳しい状況下ではありますが、教育部の平成
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能城課長 

２６年度の予算編成は、富津市第３次基本計画にありますように、豊かな心

を育む教育と文化の香るまちづくり目指し、学校教育・生涯学習の充実、青

少年の健全育成の推進、スポーツ・レクリエーションの振興、文化・芸術活

動の推進、文化財の保護と活用が図れることが求められます。また、このこ

とに、情熱と誠意をもって取り組んでいくことを市民は期待しているはずで

すし、私たちとしても全力で努力して参りたいと考えております。それでは、

議案第２号について総括にて説明させていただきます。歳入から主なものに

ついてご説明いたします。１６ページをご覧ください。中段、１４款 国庫

支出金、２項 国庫補助金、４目 教育費国庫補助金、１節 幼稚園費補助金

の７，８２２千円は、私立幼稚園に通う幼児の保護者に、就園奨励の支出に

対して、補助金を受けようとするものです。その３行下の欄、４節 社会教

育費補助金の１，０００千円は、遺跡発掘調査事業補助金として受け入れよ

うとするものです。１７ページになります。中段、２０款 諸収入、５項 雑

入、５目 雑入、１節 給食事業収入１８３，４６９千円は、前年度より６，

５６５千円の減額となっておりますが、これは主に児童・生徒数の減少によ

るものです。歳入予算要求合計額２１７，０１０千円、前年度当初と比較し

て３０，１１６千円の減となっております。

はい。それでは、庶務課の平成２６年度予算要求についてご説明いたし

ます。１９ページをお開きください。まず、歳入についてですが、当初

予算要求額は合計２，９７５千円で、今年度平成２５年度予算より１４，

５０９千円の減額となっております。主な内訳は、国庫補助金が１，００

０千円、基金繰入金が１，６５７千円でございます。今年度よりも減にな

った要因につきましは、教育債が１４，１００千円の減になったことによ

ります。これは、起債対象工事が無くなったことによるものでございます。

次に、歳出でございますが、２２ページをお開きください。当初予算要

求額は合計１８８，３００千円で今年度、平成 25 年度当初予算より２３，

２０８千円の減額となっております。主な内訳につきましては、２０ペー

ジをご覧ください。１０款 教育費のうち、１項 教育総務費が５，８７

５千円。２項 小学校費は１０８，２０６千円で前年度比、２１，９０

４千円の減であります。これは、１目 学校管理費の小学校施設整備事
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川名次長 

業１５節 工事請負費が来年度は減になったことが主な要因でございま

す。次の２１ページになりますが、２目 教育振興費で１８節 備品購入

費で２０，０００千円の増となっております。これは、理科教育振興備

品の購入費で国からの２分の１の補助をうけて隔年で小中交互に行っ

ているもので、来年は小学校で実施いたします。続きまして、２１ペー

ジ中段下の３項 中学校費ですが、７４，２１９千円。こちらにつきま

しては、２２ページになりますが、先ほど申しましたとおり、理科教育

振興備品の購入を小中隔年で実施しておりますので、２目 教育振興費

１８節 備品購入費１，４００千円の減となっております。以上で庶務

課の説明を終わります。 

はい。続きまして学校教育課の当初予算要求についてご説明いたします。

はじめに歳入についてご説明いたしますので、２３ページをご覧ください。

中段やや上の欄、１４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、４目 教育費国庫

補助金、１節 幼稚園補助金は、私立幼稚園に通園する保護者に、その所得

に応じて支出した補助金に対して、補助金を受け入れようとするものです。

補助率は３分の１以内です。下の方の欄、２０款 諸収入、５項 雑入、５目

雑入、１節 給食事業収入の１８３，４６９千円は、学校給食にかかる費用

のうち給食材料費のみの徴収を見込む金額であり、児童・生徒数の減少によ

り平成２５年度より減額となっております。歳入予算要求合計額 ２０７，

５２７千円、前年度当初比較で４，９９６千円の増額となっております。次

に歳出の主なものについて説明いたします。２４ページをお願いします。１

０ 款教育費、１項 教育総務費、２目 事務局費、１節 報酬のうち８，１１

４千円は特別支援教育指導員報酬で、学校生活や学習上の困難さを持つ児

童・生徒に対し学校生活上の介助や学習指導上の支援を行う指導員を、平成

２５年度と同数の５名を雇用し、配置します。中段、学校バス運営事業の欄

中、１３節 委託料の６，９９９千円はスクールバス運行管理委託料で、天

羽東中学校及び環小学校のスクールバスの運行と、市内小・中学校がスクー

ルバスを校外学習等で利用するための特例利用運行を実施します。次に２６

ページをご覧ください。一番上の欄になりますが、２目 給食管理費、１３

節 委託料の８２，９９９千円は、富津・飯野単独調理場の業務を大貫共同
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菊地所長代理 

調理場に統合して、新規に委託業務の長期契約を結ぶために平成２５年度よ

り増額となっております。中段の給食施設整備事業の１５節 工事請負費の

６，２２０千円で、先ほどの調理場の統合に伴い富津小学校に給食搬出入口

改修工事ほかを行います。歳出予算要求合計額 ４７０，６１０千円、前年

度当初比較で１４，５３６千円の増額となっております。学校教育課は、以

上でございます 

はい。教育センターの当初予算要求について説明いたします。まず、

歳入の予算要求につきましては、２７ページをご覧ください。記載の

６３千円は、センター雇用の指導補助教員並びに英語指導員の保険料

本人負担分を、一括して繰り入れるものです。次に、歳出の予算要求

について、説明いたします。まずは、２９ページの下段をご覧くださ

い。歳出当初予算要求合計額は、７０,８７０千円となっており、前

年度当初予算比較で、約３,０００千円の減額となっております。こ

れは、中学校の教育用パソコンのリースを１年延長したことや、英語

指導員から保険料等のかからない勤務体系にして欲しいなどの要望

を受け、勤務の実態を反映した予算要求にしたこと、また、消耗品費

等の圧縮によるものです。それでは、主だったものについて説明いた

します。２８ページをご覧ください。まず、１０款教育費、１項教育

総務費、（教職員研修推進事業）８節の報償費２１８千円は、夏季研

修講座を中心とした、教職員のための研修における講師謝礼のための

予算要求です。次年度も、若手教職員の研修を含め、教職員のニーズ

に合った研修に心がけてまいります。次に（自立支援事業）８節報償

費２,９８０千円は、前年度と同様、自立支援指導員４名の報償費で

す。不登校やいじめ・虐待等で深刻な問題を起こす、又は起こすこと

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

けた支援や家庭への訪問相談、学習支援等を行います。次に、中段、

（適応指導教室事業）８節の報償費１,５８７千円は、中央公民館内

に設置している適応指導教室の相談員２名の報償費です。不登校児童

生徒の人間関係づくりの支援や学習支援を行い、学校復帰を目指しま

す。次の、（社会科副読本編成事業）は、平成２８年度改訂・発行予
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藤江参事 

定の社会科副読本の編成のための、初年度の予算要求となっておりま

す。下段、（学力向上推進事業）１節 報酬９,１８７千円は、教員免

許を有する指導補助教員５名の報償費です。一人あたりの単価が増額

となりましたので、前年度より要求額が増えております。指導補助教

員は、小・中学校において、少人数指導や適応指導の補助を行い、個

に応じた支援のもと、学力の定着を目指しています。また、１１節  印

刷製本費１３０千円は、「富津市家庭学習の手引き（中学校版）」の作

成・配付を行うための予算要求です。続いて、２９ページをご覧くだ

さい。１０款 教育費、２項 小学校費、（英語指導員設置事業）です

が、１節 報酬として２,７８４千円、４節 共済費として、２６千円

を予算要求しています。前年度よりは減額となっておりますが、先に

申しましたとおり、実態に即した予算要求に改めたためです。来年度

も英語指導の資格を有する指導員３名を全小学校に週に１日から２

日配置し、５、６年生の外国語活動の学習支援を行います。次に、下

段の１０款教育費、３項中学校費、（教育センター関係費）１４節使

用料及び賃借料の１２,８１５千円ですが、中学校の教育用パソコン

等の借り上げ料となっております。昨年度より３,４１６千円ほど減

額になっていますが、１年リース延長をした関係で、リース料が大幅

に下がったためです。来年度１２月からは新規で導入する予定となっ

ております。最後に、（外国人英語指導者招致事業）の１３節 委託料

１３,０５８千円は、全小中学校に配置するＡＬＴ３名の業者契約の

ための予算要求です。次年度は、派遣法の改正を見越して、契約形態

を「委託」から「派遣」に切り替え、学校でも指示等が出せるように

し、より柔軟な活用ができるようにしていきます。保険料等が発生す

るため、昨年度よりも増額して要求しております。教育センターの説

明は、以上です。 

はい。生涯学習課所管のうち主なものについてご説明いたします。３０

ページをお開きください。歳入のうち、１４款、２項、４目、４節 社

会教育費補助金の前年度比較１，２２２千円の減額につきましては、昨

年度の弁天山古墳石室覆屋引戸取替工事が終了したためでございます。
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小柴課長 

１５款、１項、４目、１節 県移譲事務負担金の前年度比較３９千円の

増額につきましては、青少年健全育成条例に基づく立入調査事務を、本

年 7 月から実施するためでございます。２０款、５項、５目、２節 雑

入の前年度比較９７千円の減額につきましては、民間開発発掘調査事業

費の減額によるものございです。２１款、１項、６目、２節 社会教育

債の前年度比較９００千円の減額につきましては、国庫補助金でご説明

いたしましたが、昨年度の弁天山古墳石室覆屋引戸取替工事が終了した

ためでございます。歳入合計は、５，５８９千円となり、前年度比較２，

１７７千円の減額となりました。３１ページをお願いいたします。歳出

のうち、下から 7 行目、生涯学習バス設置事業の１３節 委託料、生涯

学習バス運行管理委託料につきましては、２５年５月１日から２８年３

月３１日までの長期契約を締結いたしました。下から２行目、広域市町

村圏事務組合負担金の１９節 負担金補助及び交付金の２,４９３千円

の減額につきましては、四市で共同運営しています君津地方視聴覚教材

センターの管理職職員が、専任であったものが２６年度より兼任になる

ことによる減額でございます。３２ページをお願いいたします。下から

５行目、移動図書館事業の１３節 委託料、移動図書館車運行管理委託

料につきましては、生涯学習バス同様に２５年５月１日から２８年３月

３１日までの長期契約を締結いたしました。３３ページをお願いいたし

ます。上から６行目、文化財保護関係費の１３節 委託料の５３８千円

の減額は、古墳の里ふれあい館の清掃委託が３月３１日をもって終了す

ることから、新たに業務委託をするにあたり一部業務内容を変更するた

めでございます。歳出合計は、３１，６５０千円となり、前年度比較６，

９８５千円の減額となりました。以上でございます。 

はい。それでは、体育振興課の関係について申し上げます。まず、歳入

の主なものは、行政財産使用料 １８８千円、保健体育使用料 ３，９４

９千円、諸収入 １１０千円などで、歳入全体の予算合計額は４，２４

７千円、対前年比５１７千円の増額です。次に、歳出の主なものは、負

担金補助及び交付金 １，９５２千円、スポーツフェスタ事業交付金 １，

８００千円、市体育施設委託料 ３1，９２２千円、スポーツ・レクリエ
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鈴木館長 

村石館長 

須山館長 

ーション推進事業費 ６１２千円はニュースポーツ普及のため、ドッヂ

ビー大会の開催やニュースポーツのペタンクを開催のための経費を増

額要求したものです。歳出予算合計額は４３，４３７千円、対前年比８

０７千円の増額であります。以上でございます。よろしくお願いします。

はい。中央公民館の平成２６年度当初予算要求の概要について説明いた

します。３６ページをご覧ください。歳入でございますが、予算要求合

計額２９０千円、前年度当初予算要求合計額７，７９０千円、前年度当

初比較で７，５００千円の減額でございます。減額理由は、２１款１項

６目２節の社会教育債ですが、２５年度は非常用蓄電池改修工事のため

計上いたしましたが、２６年度はございませんので減額となります。

次に、３７ページをご覧ください。歳出でございますが、予算要求合計

額１７，７５４千円、前年度当初予算要求合計額２８，６３３千円、前

年度当初比較で１０，８７９千円の減額でございます。減額の主な理由

としては、２５年度は施設整備事業の工事請負費で非常用蓄電池改修工

事のため１０，１３０千円計上いたしましたが、２６年度はございませ

んので減額となります。以上でございます。 

はい。富津公民館の平成２６年度当初予算要求の概要について説明いた

します。３８ページをご覧ください。歳入でございますが、予算要求合

計額４，７１２千円、前年度当初予算要求合計額７，５２９千円、前年

度当初比較で２，８１７千円の減額でございます。減額理由は、１８款

１項１目５節の埋立記念館管理運営基金繰入金ですが、２，７９０千円

の減額であります。次に、３９ページをご覧ください。歳出でございま

すが、予算要求合計額２６，５３６千円、前年度当初予算要求合計額３

３，０３９千円、前年度当初比較で６，５０３千円の減額でございます。

減額の主な理由としては、富津公民館管理運営費の需用費 修繕料が約

２，４００千円の減、及び、先ほど歳入でご説明いたしました埋立記念

館管理運営費の需用費 修繕料が約２，５００千円の減等であります。

以上でございます。 

はい。市民会館の平成２６年度当初予算要求の概要についてご説明いた

します。４０ページをお開き願います。はじめに歳入でございますが、
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小坂委員長 

予算要求合計額１，２０７千円、１３款１項６目２節の社会教育使用料

で、市民会館と峰上公民館の使用料につきまして、若干の増加を見込ん

でおり、前年度比較で７３千円の増額要求となっております。次に歳出

についてご説明いたします。４１ページをお開き願います。１０款 教

育費、４項 社会教育費、３目 公民館費（峰上地区公民館管理運営費）

の要求額は１，２４８千円で前年とほぼ同額であります。次に、１０款

教育費、４項 社会教育費、４目 市民会館費の要求額は３１，７５２千

円で前年度比較 １，２５１千円の減額要求となっております。主な要

因といたしましては、４目 市民会館費の（市民会館管理運営費）のう

ち、１１節 需用費要求額１０，９５５千円につきましては、市民会館

の光熱水費及び冷暖房に係る燃料費で、料金単価の値上げに伴う増加分

及び冷暖房設備に係る吸収冷温水機真空部品交換や浄化槽ブロワーモ

ーター交換の修繕費等で、前年度比較で２，０５７千円の増額要求とな

っております。１３節 委託料要求額１０，０９３千円につきましては、

前年度比較で１，４２１千円の減額要求となっております。この減額理

由といたしましては、平成２５年度に入札執行の結果、予定額を下回っ

たことによるものでございます。１４節 使用料及び賃借料ですが、市

民会館の土地借上料や事務機器借上料等で、要求額７，０７８千円に対

し前年度比較で６０千円の増額要求となっております。最下段の市民会

館文化事業につきましては、「富津市民文化事業・ふっつ学びの門」へ

の交付金ですが、隔年で実施しており、次回は平成２７年度実施予定の

ため平成２６年度の実施はございません。以上、歳出予算要求合計額３

３，０００千円、前年度比較で１，２５４千円の減額要求となっており

ます。以上で、概要説明を終わります。 

以上議案第２号平成２６年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出予算

について説明を終わります。よろしくご審議いただけますよう、お願い

します。 

はい。ありがとうございました。改めまして、議案第２号平成２６年度

富津市一般会計予算教育費歳入歳出予算についてですが、(総括)にもあ

りましたが前年度当初比較で約３０，０００千円の減額予算ということ
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池田委員 

能城課長 

池田委員 

能城課長 

池田委員 

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 

ですが、もう一度繰り返しながら庶務課から順番で質問がありましたら

お願いします。 

はい。庶務課予算歳出の２２ページになりますが、教育振興関係費の１

９節 負担金補助及び交付金の対外競技選手派遣補助金等の中で、大貫

中だけが増額になっておりますが、その理由を質問します。 

はい。この中にピアノの購入費が入っておりますので増額となります。

はい。対外競技派遣補助金では無いということですか。 

はい。対外競技選手派遣補助金としては、学校ごとに違いますが大きな

差は、ございません。 

はい。分かりました。 

他に質問がございますか。無いようですので学校教育課の予算について

質問がございますか。 

はい。給食管理費の２６ページ１３節 委託料 給食配送・調理業務委託

料等が増額となっております。富津小学校・飯野小学校調理場が大貫共

同調理に統合されるという説明がありましたが、なぜここまで増額する

のか質問します。 

はい。今委託契約を結んでおりまして、これが平成２６年７月までで契

約が終わった段階で、平成２６年・平成２７年・平成２８年の３年間の

委託契約を結ぶ予定です。平成２６年度末に富津小学校調理場が大貫共

同調理場に移り、この次年度に飯野小学校調理場が大貫共同調理場に統

合されます。この経費の増加分を考慮して３か年に均等に割った設計金

額と現在の委託額が入札後の金額であることの差となるからでありま

す。 

はい。委託料のコストとしては増額となりますが、コストダウンは、ど

ういうふうに考えたらよいのでしょうか。 

はい。平成２６年度には、富津小学校調理場は大貫共同調理場に統合さ

れませんが、平成２７年度には、富津小学校調理場が大貫共同調理場に

統合され、平成２８年度には、飯野小学校調理場が大貫共同調理場に統

合され、その経費が節約できます。 

はい。分かりました。 
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小坂委員長 

菊地所長代理 

小坂委員長 

菊地所長代理 

小坂委員長 

池田委員 

菊地所長代理 

池田委員 

小坂委員長 

川名次長 

教育センターの予算について質問がございますか。はい。私から質問さ

せていただきます。教育センターの歳出の２８ページ社会科副読本につ

いてですが、この副読本は、何年前に発行したものでしょうか。 

はい。５年ごとに改定しておりますので、平成２３年度に発行しており

ます。次は、平成２８年度に発行いたします。 

はい。もう一つ質問させていただきます。家庭学習の手引き（中学校版）

は、何年度に発行するのでしょうか。 

はい。平成２６年度に発行いたします。 

はい。分かりました。他に質問がございますか。 

はい。第３次基本計画の中では、特別支援教育指導員８名、それから外

国語指導助手（ＡＬＴ）４名、自立支援指導員９名が策定されておりま

すが、平成２６年度は、人員増員計画はありますか。 

はい。増員計画は、今のところ出来ない状況です。ＡＬＴに関しては、

外国語指導員３名おりますので、若干名増員を考えております。 

はい。分かりました。 

他に質問がございますか。無いようですので生涯学習課の予算について

質問がございますか。無いようですので体育振興課の予算について質問

がございますか。無いようですので中央公民館の予算について質問がご

ざいますか。無いようですので富津公民館の予算について質問がござい

ますか。無いようですので市民会館の予算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

る条例の制定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。学校薬剤師の業務は、学校

安全保法に規定する学校環境衛生基準に基づく各種検査の実施に加え、健康

相談及び保健指導に従事するなど、業務が拡大している。このため、薬剤師

の報酬額を引き上げるために条例の一部を改正しようとするものです。概要

をご説明申しあげますので、４４ページの非常勤職員の報酬及び費用弁償に

関する条例新旧対照表をご覧ください。左の欄、現行の別表第１の報酬の額



16 

小坂委員長 

藤江参事 

の欄中「６５，０００」を、右の欄、改正案の別表、報酬の額の欄中のよう

に「７７，５００」に改めます。 附則といたしまして、この条例は、平成

２６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した。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第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号富津市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてお願いします。 

はい。議案第４号富津市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条

例の制定について申し上げます。４５ぺージをお開きください。提案理

由にもありますように、いわゆる第３次地方分権一括法である、地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律第１５

条により、社会教育法が一部改正され、社会教育委員の委嘱の基準が条

例に委任されたこと等に伴い、条例の一部を改正しようとするもので

す。条例の新旧対照表でご説明いたしますので、恐れ入りますが４７ペ

ージをご覧ください。左側が現行、右側が改正案でアンダーラインの部

分が改正箇所でございます。第１条中、社会教育委員の次に（以下「委

員」という。）を、設置の次に、句読点のトウテン、委嘱の基準を加え、

新たに (委嘱の基準）第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、

家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中か

ら、教育委員会が委嘱する。を加え、第２条中、社会教育委員(以下「委

員」という。)を委員に改め 第３条とし、第３条から第５条を、第２条

を加えたことにより第４条から第６条にするものです。４６ページにお

戻りください。施行日につきましては、附則において平成２６年４月１

日とするものです。なお、委嘱の基準につきましては、文部科学省令の

基準を参酌しました。また、近隣３市も同様に文部科学省令の基準を参

酌しております。以上をもちまして、議案第４号 富津市社会教育委員

に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終了させ

ていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申しあげま



17 

小坂委員長 

小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

す。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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「平成２５年度末退職教職員に対する富津市教育委員会感謝状

の贈呈について」ですが、この議案は人事に関する事件ですので秘密会

とすべきと考えます。いかがでしょうか。秘密会とすることに賛成の委

員の挙手をお願いします。３分の２以上の賛成ですので、議案第５号の

審議は秘密会で行うことに決まりました。なお、この議案は、教育委員

会全体に関わるものですので、退席すべき職員の指定はありません。 

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。それでは、恐れ入りますが、資料５８ぺージをお開きください。

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２６

年１月３１日の後援申請につきましてご報告させていただきます。平成

２６年１月３１日の後援申請受付分につきましては、次の５７ページに

記載のとおりかずさ地区スポーツ少年団空手道協議会 会長 浜田靖一

氏を承認しましたのでご報告いたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。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。何かございますか。無

いようですので、庶務課お願いします。 

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、３月

２７日（木）午後２時００分から今回と同様市役所４階の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。以上で本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


