
平成２６年３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３月２７日（木）

１５時００分から１５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 富津市学校医の委嘱について

議案第２号 富津市学校歯科医の委嘱について

議案第３号 富津市学校薬剤師の委嘱について

議案第４号 富津市文化財審議会委員の委嘱について

議案第５号 富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正す

る規則の制定について

議案第６号 富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関

する規則の一部を改正する規則の制定について

議案第７号 富津市社会教育委員会議運営規則の一部を改正

する規則の制定について

○付議議案

報告第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

報告第２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３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一部を改

      正する要綱の制定について

報告第４号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第５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  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２６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 

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。３月に入り、寒い日が続き、雨が降り、そして７日

には北日本猛吹雪、東京も大雪で３０年ぶりの寒さだったとか・・・１

８日の小学校の卒業式の日には“春一番”が吹き、ようやく春めいてき

ました。桜の開花も間近かです。今週中、・・数日中には、と言ったと

ころでしょうか。そして、年度替わりの時期を迎え、ただいまは、平成

２５年度末退職教職員に対する感謝状贈呈式を終えてきたところです。

それでは、平成２６年３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。 

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。資料１ページをご覧ください。始めに行事関係ですが、１項目目

は、市内小・中学校の特別支援学級設置校連絡会とあゆみの会主催の、

特別支援学級で卒業を迎える子どもたちの前途を祝す会です。在校生や

保護者も大勢参加していました。２項目目は、君津市バスケットボール

協会が主催し富津市バスケットボール協会が共催する大会で、第１２回

目とのことでした。県内及び東京・神奈川から中学生の男女計２４チー

ムが参加し、男子大会は君津市民体育館で、女子大会は富津市総合社会

体育館で行われました。３項目目の映画会には次長が出席しました。５

項目目の会には小坂委員長とともに出席しました。池田委員も地域の協

力者の立場でご出席でしたが、７８年の尊い歴史が竹岡の地域の皆様に

支えられたものだったことが、多くの方のお話などからよくわかりまし

た。最後には、園庭で、１月の教育委員会会議で市の無形文化財に指定

されたばかりの竹岡三柱神社の木遣り獅子舞が披露されました。１０項

目目は富津市体育協会が毎年実施している表彰式です。今年度各種大会

で優秀な成績を収めた個人・団体合わせて４４功労者と、長年体育・ス

ポーツの振興に貢献されている個人２人が表彰されました。その他の項

目はご覧ください。次に議会関係です。２月の教育委員会会議で議決さ

れた教育委員会関係のものを含めた「平成２５年度富津市一般会計補正
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予算案」は全員賛成で、「平成２６年度富津市一般会計予算案」は賛成

多数で、その下に記載した条例改正の議案２件は全員賛成で可決されま

した。また、１月の会議で議決された「富津市学校給食施設整備の指針」

について全議員に説明しました。新年度に入って富津小・飯野小の保護

者に説明し、条例改正を行った上で、２６年度中に富津小の給食搬出入

口の工事に入る予定です。一般質問についてですが、今回教育委員会関

係の質問がたくさんありましたので少し長くなりますが、古宮部長と私

の答弁要旨を報告します。賢政会代表の渡辺議員の質問には、東京オリ

ンピック・パラリンピックに向け、国・県の動向を注視しながら、関係

機関・団体と連携していくこと、有名選手を招いての講演会等を行って

いる学校の例を紹介しながら、教育委員会としても機運の盛り上げに努

めたいこと、スポーツ施設については今後も施設整備に取り組みながら

自主事業の充実やＰＲに努め、利用促進を図りたいことなどを答えまし

た。個人質問の佐久間議員には、まず市長が、図書館は重要な施設であ

るとの認識を示した後、現在行っている図書館業務や、福祉・教育の複

合施設構想の経緯や現状について、及び、図書館司書の重要性や資料収

集のあり方、いわゆる「箱物」を造るか否かを含めた今後考えられる図

書館整備手法などについて答えました。松原議員の、生活保護制度に関

連した就学援助制度に関する質問には、準要保護の基準を引き上げるこ

とは、現状では難しい旨答えました。鈴木議員には、道徳教育における

校長のリーダーシップや道徳教育推進教師の役割、道徳教育が全教育活

動を通じて行われている具体例、県教委作成の「豊かな人間関係づくり

実践プログラム」の紹介などの後、道徳教育の成果を確認するには日常

生活の観察が大切であり、議会ごとに行われる議場コンサート、「広報

ふっつ３月号」で取り上げられた大貫小の全校道徳授業と湊小での保・

小・高連携の避難訓練、天羽中での学区の４小学校との交流会、大貫中

が大雪の後で保護者に配信したメールへの反応など、市内小・中学生の

様子から、学校での積み重ねの成果が窺えることについて答えました。

また、いじめ対策推進法に基づく学校の基本方針及び組織とその運用、

いじめの定義、情報収集や調査の体制などについて答えるとともに、い
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小坂委員長 

川名次長 

じめはどこでも起こり得るし、現に市内学校からの報告も決してゼロで

はなく、その内容は一番多い「ひやかしやからかい」からケータイ等を

使っての書き込みなどまであり、その多くは解決しているものの、継続

して指導しているものもあること、学校では個々の児童・生徒のよさを

認め合うことに重点を置いた集団づくりなどに心がけながら、子どもた

ちが自分たちの集団の中にある問題を自分たちの力で解決する力を獲

得させたいこと、子どもたちが、いじめを防止し、あるいはいじめを克

服してよりよく成長するためには、学校も努力するが、家庭・地域も学

校任せや学校の責任追及ばかりでなく、子育てのパートナーとして連携

願いたいことなどを答えました。福原議員には、校舎等耐震化終了後の

学校環境整備について、現在、調査等を重ねていること、未活用の余裕

教室は市内学校にはなく、すべて何らかの形で活用していること、学校

統廃合については、「富津市小・中学校再配置構想」策定時と大きな状

況の変化等がないことから、現在はこの構想に基づいて取り組むべきと

考えていること、主に環小と関豊小の統合について話し合いを続けてい

ることなどについて答えました。なお、今回の議場コンサートは、環小

学校３年生から５年生全員による合唱と合奏でした。これまでの他校と

同様に、落ち着いた学校生活や子どもたちの一生懸命さが伝わったと思

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。３月８日から１８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

３８２名、就職等で８名（就職５名、在家庭 1 名、未定２名）で、３９０

名が卒業いたしました。小学校は、３２０名が卒業し、その内の７名が私

立中学へ進学となります。３月２０日、関豊地区統合検討委員会が関豊シ

ニア館で開催されました。本検討委員会は地元区長、班長、ＰＴＡ役員、

そして市議会議員も加わり１７名で構成され、関豊小学校と環小学校の統

合について協議する組織であります。協議を重ねた結果、この３月に入り、

｢統合に賛成の結論」を出したとの報告を受け、３月２０日の本会議に教育
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小坂委員長 

菊地所長代理 

小坂委員長 

藤江参事 

長・部長・学校教育課長・主幹の４名が出席しました。会議では、児童の

精神面への配慮、環小学校との連携、通学手段、統合に係る予算のことや、

準備計画ほかについて、意見交換をいたしました。今後は、統合検討委員

会、両小学校と連携を特に密にして、平成２７年４月１日の統合に向け準

備を進めていくこととなります。３月２４日、環小学校関係者統合説明会

を環小学校で開催しました。本説明会は先の関豊地区統合検討委員会を受

け、開催したものであります。地元区長、学校評議員、保護者等の４５名

の参加を得て、教育長挨拶のあと、環・関豊両小学校の統合についてこれ

までの経緯と現時点での基本的な計画、今後のスケジュールについてその

概要を説明いたしました。３月２４日、平成２５年度修了式が市内小中学

校で開催されました。児童１６３７人、生徒７４６人が現学年と修了し、

４月５日までの学年末、学年始め休業に入りました。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。教育センターの報告をいたします。２月２８日、５０３会議室に

て平成２６年度ＡＬＴ派遣業者選定をプロポーザル方式にて実施しま

した。株式会社ダブリュファイブ・株式会社ボーダーリンク・株式会社

ハートコーポレーション・株式会社インタラックの４社による業者選定

プレゼンテーションを行い、結果、株式会社ボーダーリンクと派遣契約

を結ぶことといたしました。３月１１日、５０２会議室にて、自立支援

指導員会議を行いました。４名７校に配置した自立支援指導員の今年度

の活動をまとめ、次年度に向けての課題等を話し合いました。３月２４

日、５０２会議室にて、英語指導員会議を行いました。今年度の各校で

の取り組みを振り返り、外国語活動充実に向けて、次年度の取り組みを

話し合いました。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２５日に、第２回天然記

念物「高宕山のサル生息地」のサルによる被害防止管理委員会会議が、

５０２会議室で開催され、平成２５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２６年度事業計画（案）及び予算（案）について

審議され承認されました。次に、３月１９日に、君津地区青少年相談員
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小坂委員長 

小柴課長 

連絡協議会合同会議が君津合同庁舎で開催され、総会での議案の事前協

議として平成２５年度事業報告（案）及び決算（案）と平成２６年度事

業計画（案）及び予算（案）などについて審議され了承されました。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２日に富津市で６

回目の開催となります第３６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、天候はあいにく雨で、富士山を望

む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、４，６

２５人ありましたが、当日の完走者は３，２８５人でした。なお、招待

選手は三井住友海上女子陸上部６名の選手と視覚障害者選手としてパ

ラリンピック日本代表等の選手３名が参加しました。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。３月１１日に木更津市民総合福祉会館におきまして、ちばアク

アラインマラソン実行委員会第３回競技運営委員会会議が開催されま

した。会議では、報告事項１件と協議事項として、ちばアクアラインマ

ラソン２０１４交通規制（案）、コース運営計画（案）ランナーへの啓

発（案）及び平成２６年度活動計画（案）について協議されました。次

に３月２２日に富津市総合社会体育館メインアリーナにおきまして第

４回富津市バスケットボールフェスタが実施されました。この大会は、

今年度よりプロのクラブチームとして富津市新富地区に工場を持つ荏

原製作所をメインスポンサーとする女子バスケットボールチーム羽田

ヴィッキーズのホームゲームを地元に招致することにより多くの市内

の子どもから大人までが一流の指導者や選手と直接触合い、レベルの高

い試合を見たり、参加することにより、具体的にスポーツを楽しむ大会

として企画されています。午前中は、小学生男女交流ゲームとしてチー
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小坂委員長 

鈴木館長 

小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

川名次長 

ム富津・君津ＶＳチーム木更津・袖ケ浦選抜のゲームを実施しました。

午後は羽田ヴィッキーズとデンソーアイリスの公式試合が行われレベ

ルの高い試合に観客が一つになり大いに会場は盛り上がっていました。

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。中央公民館から報告いたします。２月２５日、中央公民館多目的

室におきまして、富津市民文化祭２０１４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２０１３の課題及び対応と２

０１４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。３月

２０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２６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、承認されました。

また、平成２６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号富津市学校医の委嘱についてお願いします。

はい。議案第１号富津市学校医の依嘱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 氏から天羽東中学校 鈴木 氏まで、

のべ１９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２８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あげます。 

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号富津市学校歯科医の委嘱についてお願いします。 

はい。議案第２号富津市学校歯科医の依嘱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、今年度末を持っ
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小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

藤江参事 

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 氏から天羽東中学校 椎津

 氏までの、のべ２５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２８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あげます。 

はい。ありがとうございました。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号富津市学校薬剤師の依嘱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 氏から天羽東中学校 石原

 氏までの、のべ１７名の方々に新規に学校薬剤師を委嘱するものです。

なお、任期は、平成２８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号富津市文化財審議会委員の委嘱について説明をお願いします。

はい。議案第４号富津市文化財審議会委員の委嘱についてご説明申しあ

げます。９ページをお開きください。提案理由にありますとおり富津市

文化財の保護に関する条例（昭和４６年富津市条例第６０号）第２５条

の規定に基づき、文化財審議会委員として委嘱しております委員の任期

が３月３１日をもって任期満了となることから、新たに富津市文化財審

議会委員として表のとおり杉山
すぎやま

 林
しげ

継
つぐ

氏から小澤
お ざ わ

 洋
ひろし

氏までの１０名

の者を委嘱しようとするものです。なお、富津市文化財審議会委員とし

ての任期（委嘱期間）は、平成２６年４月１日から平成２８年３月３１

日までの２年間となります。以上で議案第４号富津市文化財審議委員の

委嘱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
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小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

能城課長 

いますよう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号富津市教育委員会行政組織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号富津市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則

の制定についてご説明いたします。１０ぺージをお開きください。提案

理由は、平成 26 年 4 月 1 日から学芸員資格を有し文化財業務に従事す

る職員を採用することに伴い、文化財主事として任用するための規則を

整備するため、規則の一部を改正しようとするものです。規則の新旧対

照表でご説明いたしますので、恐れ入りますが１２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１８条中、３行目、社会教育主事の次に、句読点のトウテ

ン、文化財主事を加えるものです。１１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。

以上をもちまして、議案第５号 富津市教育委員会行政組織規則の一部

を改正する規則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す。 

はい。ありがとうございました。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号富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則の一

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号富津市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規

則の一部を改正する規則の制定についてご説明いたします。１３ぺージ

をお開きください。提案理由は、前の議案５号と同様に、平成 26 年 4

月 1 日から学芸員資格を有し文化財業務に従事する職員を採用するこ

とに伴い、規則の一部を改正しようとするものです。規則の新旧対照表

でご説明いたしますので、恐れ入りますが１５ページ１６ページをご覧



9 

小坂委員長 

藤江参事 

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。表中、職務の級、３級の職名又は役職名欄の社会教

育主事の次に文化財主事を加え、標準的な職務の内容欄に、「学芸員の

資格を有し、相当高度の知識又は経験を必要とする文化財の専門的事務

に従事する職務」を加え、職務の級２級、１級の職名又は役職名欄の社

会教育主事の次に文化財主事を加え、標準的職務の内容欄に、「学芸員

の資格を有し、文化財の専門的事務に従事する職務」を加えるものです。

１４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。以上をもちまして、議案第６号富津

市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則の一部を改正する

規則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す。 

はい。ありがとうございました。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。最後に議

案第７号富津市社会教育委員会議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７号富津市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規

則の制定についてご説明申しあげます。１７ページをお開きください。

提案理由にありますとおり、富津市社会教育委員に関する条例が改正さ

れたことに伴い、規則の一部を変更するものです。１９ページの新旧対

照表をご覧ください。左側現行の第１条中第５条を右側改正案の第６条

に改めるものです。先月の定例会において承認されました、富津市社会

教育委員に関する条例改正のうち、新たに第２条に委嘱の基準が定めら

れたことにより、委任条項である「第５条 この条例に定めるもののほ

か、委員の会議その他運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定め

る。」が繰り下がり第６条となったためでございます。１８ページにお

戻りください、附則につきましてはこの規則の施行日を平成 26 年４月

１日から施行しようとするものです。以上でございます。よろしくご審

議くださいますようお願い申しあげます。 
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小坂委員長 

川名次長 

小坂委員長 

能城課長 

はい。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。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、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。はじめに歳入の主なものついて説明いたしますので、２１ペー

ジをご覧ください。欄の下の方になります。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７５０万円の補正減は、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１，８５２，５４０千円、補正額１１，１６５千円の

減計１，８４１，３７５千円となります。次に歳出の主なものをですが２２ペー

ジをご覧ください。やや上の段。１０款 教育費、３項 中学校費、１目 学校管

理費、１５節  工事請負費３，０６５千円の補正減は、大貫中学校の防水工事の

減額によるものです。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７１４万４千円の補正減は、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、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。歳出予算要求合計額（節分）補正前の額１，

３０２，１００千円、補正額４４千円の減、計１，３０２，０５６千円です。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２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
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川名次長 

小坂委員長 

川名次長 

報告いたします。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１・２）のとおりとする。まず、庶務課から事務部局

職員につきまして報告いたします。お手元配布資料の別冊１をご覧くだ

さい。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、退職者７名、転出者７名、転入者６名、昇任・昇格者７名、

新規採用７名、うち教職員が３名で、総勢３４名の人事異動でございま

す。事務部局職員につきましては、以上でございます。 

はい。続いて報告第２号の内、県費負担教職員の人事異動に関すること

について、ご説明いたします。 別冊２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５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。１の「市内学校からの

転出」では、①退職職員は１３名、②転任職員は３ページまでの４３名

でした。３ページの２「市内学校への転入」では、①新規採用職員１１名、

４ページの②転任職員は５ページまでの３７名でした。次に５ページの

３の「市内学校間の配置換え」は、１３名でした。６ページは、市行政

関係の異動でございます。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３号について、ご説明いたします。これは、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

の一部を改正し、その支給に関し必要な事項を定めるものです。具体的

に説明いたしますので、３２ページからの新旧対照表をご覧ください。

左の欄が現行、右の欄が改正案です。３３ページの下の方になります。

第 5 条の別表中、現行「第 2 条第 5 号及び第 6 号、第 3 条、第 5 条」を

改正案「第 2 条、第 3 条、第 5 条関係」に改めます。そして、同表第 3
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小坂委員長 

藤江参事 

小坂委員長 

能城課長 

項中「校外活動費」を「宿泊を伴わない校外活動費」に改めます。同項

の次に、３４ページになりますが、第 4 項として「宿泊を伴う校外活動

費」を加え、対象経費として、「児童生徒が学校行事としての校外活動

（修学旅行を除く。）に参加するために直接必要な交通費、宿泊費及び

見学料（学年を通じて 1 回に限る。）」とします。さらに第 8 項を第 9

項とし、第 4 項から第 7 項までを 1 項ずつ繰り下げます。次に３４ペー

ジの下の欄外の行になります。別表備考中「第 4 項」を「第 5 項」に、

「第 8 項」を「第 9 項」に、３５ページの「第 6 項」を「第 7 項」にそ

れぞれ改めます。附則としまして、「この告示は、公示の日から施行し、

平成２６年度の予算に係る援助費及び奨励費から適用する。」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号について質問がございます

か。無いようですので続いて報告第４号富津市青少年問題協議会委員の

委嘱についてお願いします。 

はい。報告第４号富津市青少年問題協議会委員の委嘱について、ご説明

申しあげます。３６ページをお開きください。報告理由にありますよう

に、新たに椎名
しいな

 薫
かおる

氏が富津警察署長に就任されましたので、富津市

青少年問題協議会設置条例第３条第４項及び第４条第１項の規定によ

り、富津市長が委嘱したものです。なお、任期は前任者の残任期間の平

成２６年５月３１日までの期間となります。以上をもちまして、報告第

４号富津市青少年問題協議会委員の委嘱について説明を終了させてい

ただきます。 

はい。ありがとうございました。報告第４号について質問がございます

か。無いようですので最後に報告第５号後援申請についてお願いしま

す。 

はい。それでは報告第５号 後援申請についてご報告致します。資料の

３７ページをお開きください。平成２６年２月１２日から２月２４日ま

での後援申請受付分につきましては、次の３８ページに記載のとおり、

富津市バスケットボール協会 会長 木村達也氏外４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。 
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小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

はい。ありがとうございました。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、４月

２４日（木）午後１時３０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。 


