
平成２７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２７年２月１９日（木）

１３時３０分から１４時５０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 26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 27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 富津市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念

する義務の特例に関する条例の制定について

議案第４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５号 青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第６号 富津市学校給食調理場の設置等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第７号 富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第８号 富津埋立記念館管理運営基金条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第９号 平成 26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

○報告事項

報告第１号 後援申請について

５ 出席者名

榎本委員長、小坂委員長職務代理者、池田委員、宮田委員、

渡辺教育長、古宮教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、

神子庶務課長、髙梨学校教育課主幹、菊地教育センター所長、

須藤教育センター主幹、島田生涯学習課長、中後体育振興課長、

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、

刈込庶務係長、佐久間庶務係主査、森川庶務係主事

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
（理由）

富津市情報公開条例第２３条第５項に該当（議案第７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２7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

榎本委員長

小坂委員

榎本委員長

渡辺教育長

皆さんこんにちは。立春が過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日が続いて

います。市役所の前の街路樹もまだ寒々しいままですが、植物にはい

つも次の季節が眠っていると言われています。今の寒さを耐えながら、

もう開花の準備も始まっているのかもしれません。また、今年の桜を

楽しみに待ちたいと思います。それでは、ただいまより、平成２７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、小坂委員さんにお願いします。

はい。

それでは、まず、委員長報告ですが、２月１日に教育委員会表彰式が

あり、１１名の方々が体育功労表彰、２団体が善行表彰を受賞されま

した。その後、富津市生涯学習推進大会が行われ、そのオープニング

アトラクションとして、関豊小学校児童と関豊合唱団による三味線の

演奏と合唱が行われました。関豊小学校児童と卒業生で構成された混

声合唱団は、童謡は軽やかに、民謡は力強く歌っていました。すばら

しい合唱と演奏でした。関豊小学校は、明治６年に創立の１４１年の

歴史と伝統のある学校ですが児童数の減少により、この４月からは環

小学校との統合が決まっています。新たな環境においても、より多く

の友達との合唱を楽しんでほしいと思います。委員長報告は以上です。

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、来年度の君津地方教育

委員会連絡協議会の運営等について、５月の総会前に事前の打ち合わ

せをしたものです。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、文化財審議会委員及び学校歯科医としてご活躍いただい

ている計４名が受賞されました。体育功労では、全国障害者スポーツ

大会の陸上競技で成人１名が、世界空手道選手権大会や全国高等学校

柔道大会等で小・中・高校生計１３名と２団体が受賞しました。文化

功労では、昨年度末の全国中学生創造ものづくり教育フェアと全国青

少年書き初め大会で優秀な成績を収めた高校生２名が受賞しました。
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榎本委員長

今井参事

榎本委員長

菊地所長

また、善行表彰では、教育振興のために多額の寄付を寄せてくださっ

た２団体が受賞されています。詳しくは『広報ふっつ』等をご覧くだ

さい。３項目目は、市内では平成１５年度の大貫中に次いで２校目の

受賞となった佐貫中の優良ＰＴＡ団体文部科学大臣表彰受章祝賀会で

す。市長とともに教育委員会事務局からも多数出席しました。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１２日午後６時３０分か

らいち川旅館１階会議室にお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

導をいただきました。続いて、２月１８日第４回校長会議を開催しま

した。庶務課からは、新教育委員会制度について、次年度の教育委員

会事務局の再編について説明がありました。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の管理

等について、教育センターからは、平成２７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。明日、２月

２０日第２回学校給食運営委員会を開催いたします。今回は、調理場

が統合される富津小学校の給食搬出入口の視察及び給食の試食を行う

予定です。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。１月３０日に飯野小学校に

て第３回富津市学校関係行事調整委員会を実施し，平成２７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，５０４会議室に

てコンピュータ主任会議を開催しました。今年度の活用状況を報告す
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榎本委員長

島田課長

榎本委員長

中後課長

ると共に，学習ソフトの活用促進を図りました。２月３日、５０２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改善

について話し合いを持ちました。２月４日，１０３会議室にて第３回

の社会科副読本編集会議を開催し，現在の編集状況を確認すると共に

次年度の編集日程及び印刷製本までの手順を確認しました。２月６日、

４０１会議室にて第２回の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９名の指導主事等の訪

問を受け、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１２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２６年度の各機関の取り組みを報告しあい，次年度に向けて

の課題を話し合いました。２月１７日，第３回富津市学力向上推進委

員会議を開催し，本年度の取り組みのまとめを行いました。また，本

市の学力向上に向けての課題を踏まえ，次年度の取り組みについて意

見交換しました。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した。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課の関係について報告いたします。２月 1日に、富津

公民館におきまして、第１５回富津市生涯学習推進大会が開催され、

関豊小学校児童、卒業生による三味線の演奏、合唱をオープニングア

トラクションとして、また、記念講演に元ＮＨＫキャスターの村松真

貴子氏に講師をお願いしました。大会参加者は、関係者を含め、５４

６名でした。また、アンケート調査を実施しました。その結果は、概

ね好評の意見が多く、特に関豊小学校の三味線演奏、合唱には感動、

感激したとの意見が多数寄せられました。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１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４７名でした。講義は、日本ペップトーク普及協会認定

講師寺本強氏による「元気がはじける魔法の言葉～言葉の力で活力を

～」のテーマで講演がありました。ペップトークというのは、もとも
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榎本委員長

神子課長

とアメリカで監督やコーチが競技や試合前に選手を励ますために行っ

ている「短くて」、「わかりやすくて」、「人を勇気づける」、「言葉がけ

（ショートスピーチ）」です。日頃の指導や練習、日常生活にも非常に

有用なことからみなさん興味深く聞きいっておられました。次に２月

５日に市スポーツ・レクリエーション推進員連絡協議会役員会が５０

２会議室で開催されました。宮内会長をはじめ９名が出席し、本年５

月１７日に大佐和地区で実施する健康ウォークラリーのコースの検討

を行いました。次に２月１０日に市スポーツ推進委員連絡協議会役員

会が５０４会議室で開催されました。木村会長をはじめ７名が出席し、

平成２７年度事業計画、予算についての検討を行い、事業の見直しな

どについて活発な意見交換がされました。次に２月１６日に千葉県民

マラソン大会運営委員会会議が３０３会議室で開催され、スタッフや

施設の配置など現在の準備状況について確認しました。今回の大会参

加者は５，７４７人で前年度と比較しますと１，１２２人の増加とな

りました。また、本年はボランティアスタッフの募集を行い、市内外

から６３名がスタッフとして参加いたします。その他、市民の方々の

ご協力によるイベントや沿道応援等も行われ地域性のある大変賑やか

な大会になると思われます。委員各位におかれましても、ご来場のう

え、参加者へのご声援を賜りますよう改めてお願い申し上げます。今

後、２月２４日 午後７時から５０２，５０３会議室において運営に

協力をいただく市体育協会や市スポーツ推進委員、市スポーツ・レク

リエーション推進員などへの説明会を行うことで準備を進めておりま

す。大会当日の天候が穏やかで、富士山が望めることを期待しており

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２６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。それでは議案第１号について、総括表により一括してご説明い

たします。今年度も、引き続き経常経費について５％の執行抑制とし
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たため、教育部として経費削減に努めたことから、減額補正が多くな

っています。４ページをお開き願います。まず、歳入についてですが、

１３款使用料及び手数料の中の２節社会教育使用料の１００千円の補

正減は、公民館会議室等の使用回数の減によるものです。１７款寄附

金の中の１節小学校費寄附金補正額１０千円及び２節中学校費寄附金

補正額１０千円は、湊婦人会より湊小学校及び天羽中学校に特別支援

教育振興のためご寄附を頂いたものです。１８款繰入金の中の２節学

校教育振興基金繰入金７３２千円の補正減は、小中学校の保健備品購

入費の減額によるものです。２０款諸収入の中の１節給食事業収入３

５千円の補正減は、児童・生徒数の減少による現年度分給食費の減額

です。２１款市債の中の４節保健体育債２００千円の補正減は、学校

給食施設整備事業債の減額です。以上、教育費歳入補正予算要求合計

額は、１，０４７千円の補正減です。次に、歳出の主なものについて

ご説明いたします。５ページをご覧願います。１０款教育費、１項教

育総務費の中の１８節備品購入費４００千円の補正減は、教師用指導

書の執行残です。同じく１９節負担金補助及び交付金８０１千円の補

正増は、木更津総合高等学校が第８７回選抜高等学校野球大会に出場

することによる補助金として４０１千円、環小学校と関豊小学校の統

合に伴う関豊小学校閉校事業実行委員会への交付金４００千円です。

次に、２項小学校費の中の１１節需用費４，４８２千円の補正増は、

富津小学校及び湊小学校浄化槽の修繕費でございます。次に、１３節

委託料の４４５千円の補正減は、児童数減による児童健康診断委託料

の減額です。次に、１８節備品購入費の３６６千円の補正減は、保健

用備品購入の執行残による減額でございます。次に、３項中学校費の

中の１１節需用費５，７６６千円の補正増は、電気水道料の不足及び

佐貫中学校浄化槽、高架タンク、天羽中学校外壁の修繕費です。次に、

１３節委託料の２８４千円の補正減は、生徒数減による生徒健康診断

委託料の減額です。次に、１４節使用料及び賃借料の８７８千円の補

正減は、コンピュータ室に導入したパソコン等の入札執行残等です。

次に、１８節備品購入費の３６６千円の補正減は、保健用備品購入の
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榎本委員長

神子課長

執行残による減額でございます。次に、２目教育振興費、１９節負担

金補助及び交付金８８５千円の補正減は、生徒数減による通学費、ヘ

ルメット補助金等の執行残です。次に、４項社会教育費、３目公民館

費、４目市民会館費、６ページの６目文化財保護費のそれぞれ１３節

委託料の補正減は、入札執行残でございます。次に、５項保健体育費、

２目給食管理費、１節報酬の２，７９７千円の補正減は、調理員を非

常勤で見込んでいたものが、臨時になったため賃金により雇用したた

めの執行残です。次に、１３節委託料８０８千円の補正減は、共同調

理場給食配送等業務委託料４８６千円と天羽共同調理場ボイラー運転

管理業務委託料３２２千円の契約による執行残でございます。次に、

１５節工事請負費３６５千円の補正減は、給食施設改修工事の入札執

行残です。以上、教育費歳出補正予算要求合計額は、１，５８１千円

の補正増です。７ページから１１ページは各課の補正予算要求額でご

ざいます。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますよ

う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２７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２号について、まず総括表によりご説明いたします。平

成２７年度富津市予算編成方針は、当市では初めてとなる包括枠配分

方式による予算要求で、２６年度当初予算額の普通建設事業費を除い

た９７％が示されたところです。教育部総額では２６年度当初予算額

より２０，２４６千円減額の６４２，８０４千円が配分され、部内で

創意工夫し、この額に納まるよう調整いたしました。また、普通建設

事業費についての既存公共施設の改修や補修事業は、枠外としての要

求となりました。予算要求総括表の歳入でございますが、まず１４ペ

ージをお開き願います。歳入予算要求合計額は、３０１，２５９千円

で前年度当初と比較して８４，２４９千円の増額となっています。増
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額の主な要因としては、１３ページの１４款国庫支出金、３節中学校

費補助金のうち、説明欄に記載した学校施設環境改善交付金１８，３

８０千円、１４ページの２１款市債、１節中学校債７７，４００千円

で富津中学校、天羽中学校武道場天井改修工事に伴う交付金及び起債

です。次に歳出です。１５ページをご覧願います。歳出予算要求合計

額は、９３６，０２４千円で前年度当初と比較して５４，４８３千円

の増額となっています。増額の主な要因としては、３項中学校費、１

目学校管理費の９９，４０２千円で富津中学校、天羽中学校武道場天

井改修に伴う工事請負費及び委託料です。大きな減額としては、２項

の小学校費の１０，４１６千円、５項保健体育費の給食関係予算が２

項、３項合わせて２０，３３２千円減額となっています。詳細につい

ては、各課長より説明いたします。それでは庶務課の予算要求につい

てご説明いたします。１６ページをお開き願います。まず、歳入につ

いてですが、当初予算要求額は合計で９７，０５４千円で、平成２６

年度予算より９４，０７９千円の増額となっています。主な内訳を説

明いたします。１４款国庫支出金、３節中学校費補助金の１８，３８

０千円の増額は、富津中学校、天羽中学校武道場天井改修工事等に伴

う学校施設環境改善交付金で補助率１／３です。なお、２節の小学校

費補助金の理科教育振興費補助金については、小中学校隔年で実施し

ており、２７年度は中学校費の予定でしたが、見送りをしています。

次に、２１款市債、１節中学校債の７７，４００千円は、中学校補助

金と同じく、富津中学校、天羽中学校武道場天井改修工事等に伴う起

債の借入です。次に、歳出ですが、まず１９ページをご覧願います。

当初予算要求額は合計２７２，６９５千円で、平成２６年度当初予算

より８３，８７５千円の増額となっています。主な内訳につきまして

は、１７ページをご覧願います。１０款教育費のうち、１項教育総務

費は６，２８５千円で対前年度比４１０千円の増額です。この主な要

因は、２目事務局費、１１節需用費及び１２節役務費が増額となった

ためです。これは、関豊小学校校舎の維持管理費が事務局費の要求と

なったことによります。次に、２項小学校費は１００，４３５千円で
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今井参事

対前年度比８，２９１千円の減額です。この主な要因は、関豊小学校

経費の事務局関係費への移行や削減、１３節委託料で特殊建築物定期

調査報告業務委託が２６年度は建築物全体調査であったのに対し、２

７年度は設備調査のみの実施であるためです。１８ページをお開き願

います。２目教育振興費の１８節備品購入費は先ほど歳入で説明しま

した理科教育振興備品購入費でございます。２７年度は中学校費の予

定でしたが、見送りをしています。次に、３項中学校費は１６５，９

７５千円で対前年度比９１，７５６千円の増額です。この主な要因は、

１９ページの１３節委託料８，７９５千円及び１５節工事請負費８７，

１８６千円で、富津中学校、天羽中学校武道場の吊り天井を落下の危

険性回避のために改修工事を行うためです。２目教育振興費１９節負

担金補助及び交付金の減額は、関豊地区からの新たなスクールバスに

中学生徒も同乗出来ることによる天羽東中生徒の通学費の減額です。

また、大貫中で２６年度にグランドピアノを購入したことによる２７

年度の減額や、各学校に直接配当する予算に限って言えば、消耗品費

及び図書購入費を前年度と同額とした上で、理科教育振興備品購入の

見送りと教材備品購入費を２０％削減としました。これら１６校合計

で３，２３８千円の減額となります。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、２０ページをご覧

ください。中段、１４款国庫支出金、１節幼稚園費補助金は、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１／３以内です。下

の方の欄、２０款諸収入、５目雑入、１節給食事業収入の１７７，３

２４千円は、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２６年度より減額と

なっています。歳入予算要求合計額１８８，５４１千円、前年度当初

比較で９，３８６千円の減額となっています。次に歳出の主なものに

ついて説明いたします。２１ページをお願いします。１０款教育費、
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菊地所長

１節報酬のうち３３，６４９千円は用務員・特別支援教育指導員報酬

で、市職用務員の退職に伴い新たに非常勤用務員を１名雇用するとと

もに、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２６年度と同数の５

名を雇用し配置するもので、２，６３６千円の増額です。中段、学校

バス運営事業の欄中、１３節委託料の１０，６２８千円はスクールバ

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。３，６２９千円の増額は２７年度より関

豊小学校と環小学校が統合することに伴い、新たにスクールバスを運

行し関豊地区からの児童生徒の登下校の安心安全を確保するためのも

のです。次に２３ページをご覧ください。上段の２目給食管理費、１

３節委託料の７２，１９１千円は、大貫共同調理場・天羽共同調理場

の給食配送と調理業務委託料ですが、１０，８０８千円の減額となっ

ています。これは、調理業務委託が長期継続契約の２年目であり、平

成２６年度予算は設計金額での予算計上となっていましたが、平成２

７年度は契約金額での予算計上となっており、その差額分が減額とな

っているためです。また、１１節需用費のうち、大貫共同調理場の２，

４５１千円の増額は、飯野小学校調理場の統合による消耗品等の購入

による増額です。中段の給食施設整備事業の１５節工事請負費の８，

２８８千円は、議案第６号でご説明いたしますが２８年度の調理場の

統合に伴い飯野小学校に給食搬出入口改修工事等を行います。歳出予

算要求合計額４４８，１８９千円、前年度当初比較で２２，４２１千

円の減額となっています。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。歳入の

予算要求は、ございませんので、歳出の予算要求について、ご説明い

たします。まずは、２６ページ最下段をご覧ください。歳出当初予算

要求額合計額は、７３，９４９千円となっており、前年度当初予算比

較で、約３，０７９千円の増額となっています。これは、平成２８年

度から使用の小学校社会科副読本の印刷製本費を予算要求したこと
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や、中学校の教育用パソコンを入れ替え、新規に導入したことによる

使用料及び賃借料が増えたこと等によるものです。それでは、主だっ

たものについて説明いたします。２５ページをご覧ください。まず、

教職員研修推進事業の報償費１７８千円は、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、夏季研修講座に加え、若手教職員研修・中堅層職員研修等、

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・虐待等の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、適

応指導教室事業の報償費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。続きま

して、社会科副読本編成事業の需用費２，１３２千円は、平成２８年

度改訂・発行予定の社会科副読本の印刷製本費の予算要求となってい

ます。次年度に５年間分を印刷するため、大きな要求増となっていま

す。続きまして、学力向上推進事業の報酬９，６３０千円は、指導補

助教員５名の報酬です。一人あたりの単価が増額となりましたので、

昨年度より要求額が増えております。小・中学校における少人数指導

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。続いて、２６ページをご覧ください。英語指導員設置事

業ですが、報酬として２，５５１千円を予算要求しています。来年度

も英語指導員による５、６年生の外国語活動の学習支援を継続します。

次に、下段の中学校管理費における使用料及び賃借料１７，９１７千

円は、中学校の教育用パソコン等の借り上げ料となっています。昨年

１１月までは中学校コンピュータ室のパソコンを１年間再リースして

いましたが、１２月に新規に入れ替え、５年間の長期継続契約を結ん

だため、そのリース代が大幅増となっております。最後に、外国人英

語指導者招致事業の委託料１２，００１千円は、中学校に配置するＡ

ＬＴ３名の業者契約のための予算要求です。次年度も、契約形態を「委
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島田課長

中後課長

託」ではなく「派遣」とし、学校での打合せや担当教諭との連携した

指導等ができる体制を整えるなど、柔軟な活用ができるようにしてお

ります。社会保険料等が発生しない範囲での運用としましたので、昨

年度よりも大きく減額して予算要求しております。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。２

７ページをお開きください。歳入のうち、１４の２の６の４社会教育

費補助金は、市内遺跡発掘調査事業補助金で前年度と同額の１,０００

千円です。１５の 1の４の１県移譲事務負担金の前年度比較４８千円

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の

増額です。２０の５の５の２雑入の６４千円の前年度比較減額につき

ましては、民間開発発掘調査事業費の減額によるものです。歳入合計

は、５，５７３千円となり、前年度比較１６千円の減額となりました。

２８ページをお願いいたします。中段よりやや下の生涯学習推進事業

関係費の減額は、推進大会の休止等によるものです。下から２行目、

広域市町村圏事務組合負担金の１９負担金補助及び交付金の１，７９

２千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教材機材管理システム委託料及び人件費の減額に

よるものです。２９ページをお願いいたします。中段にあります子ど

もセンター設置事業の２４３千円の減額は、委員の高齢化、後継者が

難しいことから、２６年度で廃止になるためです。３０ページをお願

いします。上から６行目、文化財保護関係費の１３委託料の２０４千

円の減額は、古墳の里ふれあい館の清掃委託料で、２６年度予算額よ

り安価での契約によるもので３カ年の長期契約です。歳出合計は、２

７，８８１千円となり、前年度比較３，７１９千円の減額となりまし

た。以上でございます。

はい。体育振興課所管の当初予算についてご説明いたします。３１ペ

ージをご覧ください。まず、歳入についてですが、当初予算額は４，

５３２千円で、平成２６年度当初予算より２８５千円の増額となって

います。主な内容としましては、体育施設使用料４，３４３千円です。
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鈴木館長

続いて３２ページをご覧ください。歳出についてですが、当初予算額

は３９，９３８千円で平成２６年度予算額より２，３６３千円の減額

となっています。主だったところを説明させていただきますと、まず、

1目保健体育総務費、社会体育振興費は、平成２６年度予算額より１，

２１２千円の減額の５，１１６千円です。内訳は、臨時職員の賃金等

に係るもの１，０２２千円の減額、スポーツ推進委員の会議の年間開

催日数を見直したことによる１６３千円の減額、スポーツ少年団の甲

州市との交流事業が来年度は訪問することによる１００千円の増額な

どです。次に、ふれあいスポーツフェスタ事業ですが、平成２６年度

予算額より１，０００千円の減額の８００千円です。同フェスタを、

より体力づくり・健康づくりの意識を深めてもらう場として実施する

ために、大会内容や実施方法、経費の縮減などの見直しを行いました。

次に、４目市体育施設費、市体育施設管理運営事業は３３，６５０千

円です。平成２６年度予算額より２千円の減額で大きな増減はござい

ません。内訳は、１３節、委託料、市体育施設指定管理料が経費縮減

を図ったうえで２３５千円の増額です。これは臨時職員労務単価の増

加分です。また、１１節、需用費、修繕料は、平成２６年度予算額よ

り４００千円の減額の５００千円で、大規模修繕の必要が生じた場合

には、補正又は予備費による対応となります。１８節、備品購入費は

１５８千円です。これは、バスケットボールのルール改正に伴い、対

応する時計表示機器を 1セット購入しようとするものです。５目スポ

ーツ・レクリエーション推進事業費は３７２千円で、大きな異同はご

ざいません。体育振興課所管の予算の主なものにつきましては、以上

でございます。

はい。中央公民館の２７年度当初予算要求の概要について説明いたし

ます。３３ページをご覧ください。歳入でございますが、予算要求合

計額は、１３９千円で前年度比１５１千円の減額です。主な理由は、

有料で公民館を使用する方の減少による公民館使用料の収入減による

ものです。次に、３４ページをご覧ください。歳出でございますが、

予算要求合計額は１７，６１１千円で、前年度比１４３千円の減額で。
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村石館長

主な内訳は、増額分が中央公民館管理運営費の報酬と費用弁償等で１，

５６７千円です。これは、職員１名が減になり、非常勤事務補助員１

名の増によるものです。減額分が、行政管理課一括要求による時間外

勤務手当等で７５６千円。需用費、委託料等で７１２千円の減額。市

民文化祭事業交付金が２４２千円の減額。合計１，７１０千円の減額

です。以上で説明を終わります。中央公民館の報告は、以上でござい

ます。

はい。富津公民館の当初予算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。資料の３５ページをお開きください。当初予

算要求合計額は、４，１５１千円で前年度当初予算額と比較し、５６

１千円の減額となっています。減額の主な要因は、１８節・繰入金の

減額です。埋立記念館管理運営基金繰入金が減額となっています。他

の項目につきましては若干ずつ減となっています。歳入につきまして

は、以上です。次に歳出について説明いたします。歳出予算要求合計

額は２４，３２７千円で、前年度当初予算額と比較して、２，２０９

千円の減額となっています。主なものをご説明いたします。富津公民

館管理運営費は、冷暖房用の燃料費代や電気料、水道料、修繕料、さ

らに建物や設備の管理・保守点検委託料等ですが、２７年度は、時間

外勤務手当と社会保険料が行政管理課一括となったなど、全体的に減

額となります。この中で１３節委託料の各種設備保守点検等委託料の

うち、特殊建築物が設備のみであるため減となっています。次の、富

津公民館学級・講座関係費は、公民館主催教室の講師謝礼及び消耗品

等が減額となっています。講師謝礼の減に対しましては、出前講座等

の利用により対応していきたいと考えております。次に、成人式事業

は、時間外勤務手当が行政管理課一括要求になったことによる減額、

及び通信運搬費が減額となっています。最後に埋立記念館管理運営費

は、電気料や水道料、さらに建物や設備の管理・保守点検委託料等で

す。このうちの１３節・管理業務委託料が前年と比較しまして１，２

６０千円ほど減額となっております。富津公民館につきましては、以

上でございます。
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須山館長

神子課長

榎本委員長

池田委員

はい。市民会館の平成２７年度当初予算要求の概要についてご説明い

たします。３７ページをお開き願います。はじめに歳入ですが、予算

要求合計額が１，２６９千円で、前年度比で６２千円の増額となって

います。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います。次に歳出

についてご説明いたします。３８ページをお開き願います。まず峰上

地区公民館管理運営費ですが、１，２３０千円で前年度とほぼ同額で

す。次に、１０款４項４目市民会館費の要求額は３０，２０４千円、

前年度比で１，５４８千円の減額となっています。主な要因といたし

ましては、４目市民会館管理運営費のうち、３節時間外勤務手当及び

４節社会保険料が行政管理課一括要求に移行したことにより、４８４

千円の減額、１１節需用費について、光熱水費・燃料費及び修繕費等

で、９６２千円の減額、その他１３節委託料・１４節使用料及び賃借

料等が２３１千円の減額です。以上が市民会館の管理運営費で、合計

１，４９６千円の減額となっています。市民会館学級・講座関係費に

つきましては、講師謝礼・通信運搬費等で５２千円の減額となってい

ます。以上、歳出予算要求合計額３１，４３４千円、前年度比で１，

５６６千円の減額要求となっています。以上で、市民会館の説明を終

わります。

以上、議案第２号平成２７年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出予

算について説明が終わりました。よろしくご審議いただけますよう、

お願いいたします。

はい。ありがとうございました。議案第２号平成２７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、質問がありましたら、

庶務課についてから順番でお願いします。はい。池田委員。

かなり厳しい予算編成の中で人件費、福利厚生費、各費用を縮減され

て、大変ご苦労のあとが見られます。そうした中でも、一方で、富津

中、天中の吊り天井の改修工事や、統廃合に伴うスクールバスの運営

など、子どもたちの安全と安心を守るための予算編成をしっかりとし

ていただいており、非常に良く出来ている予算編成だと思います。そ
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神子課長

池田委員

神子課長

榎本委員長

小坂委員

神子課長

の中で何点かわからない点をご質問させていただきたいと思います。

庶務課の予算ですが、歳入の財産収入の中に旧環南小学校の教室の賃

貸料の収入が４１７.千円計上されていますが、これは具体的にどのよ

うな教室の貸し方をされているのでしょうか。

はい。現在、旧環南小学校は「みんなの楽校」で５、６回使われてい

るのみで、ほとんど空いている状況になっておりますが、現在、旧環

南小の教室で品物を製作したいという話が来ています。まだ、具体的

に決まったわけではありませんが、教室やトイレを貸し出すにあたり、

電気料や維持管理費がかかるので支出の方に計上しています。その相

当分を歳入の方にも計上してあります。まだ、検討中で契約に入って

いませんので、契約の具体的方法は、これから考えていきます。

旧環南小の空き教室に関して、１教室あたりの貸出料などを内規で決

めてありますか。

行政財産使用料の貸出で評価額の１０００分の５がある程度の基準と

なっています。その額に教育部での通常管理費以上にかかった費用を

加算して貸出料とします。

他に質問がございますか。はい。小坂委員。

はい。厳しい予算編成の中で大変ご苦労の多いことと思います。わか

らないので質問をさせてください。１６ページ、２７年度教育費当初

予算の理科教育振興費補助金についてです。小学校費補助金要求額が

０円、１８ページ小学校費の備品購入費、理科教育振興費２，０００

千円減ということ、そして発言の中にありました「教材費を２０％減

額」ということですが、そのあたりについて、ご説明いただければと

思います。

冒頭で話しました２７年度の枠配分額は、前年度比で３％縮減したも

のです。まず消耗品は、授業をするうえでこれ以上削ってほしくない

という要望が学校からありました。また、図書備品も前年度額を確保

したいということで、１００％にしました。教材備品は、今までのも

のがあるので、なんとか授業ができるとのことなので、縮減された３％

を埋めるためやむなく教材備品費を削減しました。
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榎本委員長

池田委員

今井参事

池田委員

今井参事

池田委員

榎本委員

神子課長

他に質問がございますか。はい。池田委員

はい。学校教育課だけではないのですが、報酬に係って、共済費とい

う科目処理をされている、社会保険料等を含む福利厚生費について質

問いたします。学校教育課が７，０１２千円の前年度に対しての要求

減や、社会保険料が０円という予算はどういうことなのでしょうか。

社会保険の加入をやめるのか、それとも、予算上別の科目での処理に

なるのか、この点について教えてください。

非常勤等の職員についての保険等については行政管理課の方に移管さ

れたので、担当する課では要求していません。以上です。

では処理する課が変わったということですか。

はい。そうです。

わかりました。

ほかに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号富津市教育長の勤務時間、休

暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてお願

いします。

はい。それでは議案第３号について、ご説明いたします。３９ページ

をお開き願います。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律が、平成２７年４月１日から施行され、第１１条第５

項に「教育長は、勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行

のために用い、なすべき責を有する職務にのみ従事しなければならな

い。」と新たに規定されたこと、また、現行法では、教育公務員特例

法第１６条第２項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の

勤務条件について必要な事項を条例で規定していましたが、教育公務

員特例法第１６条第２項の規定が削除され、この条例も廃止になるこ

とに伴い、条例を制定するものであります。４０ページをお開き願い

ます。第１条は、この条例の趣旨で、改正法の規定に基づき、必要な

事項を定めるという規定であります。第２条は、勤務時間、休日及び

休暇について、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用を受ける
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榎本委員長

神子課長

榎本委員長

島田課長

職員の例により定めるという規定であります。第３条は、職務に専念

する義務の免除について、職務に専念する義務の特例に関する条例の

適用を受ける職員の例により定めるという規定であります。次に附則

ですが、この条例は、改正法と同日の平成２７年４月１日から施行し、

改正法附則第２条第１項旧教育長に関する経過措置により、同日以降

に任命された教育長に適用することになります。以上で説明を終わり

ます。よろしくご審議くださいますよう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。それでは議案第４号について、ご説明いたします。４１ページ

をお開き願います。議案第３号と同じく、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、教育

委員長と教育長を一本化した新たな教育長が設置され、教育委員長制

度が廃止となることから、関係規定を整備するため、条例の一部を改

正するものであります。４２ページをお開き願います。４３ページと

併せてご覧願います。非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を次のように改正する。別表第１中、教育委員会委員長の項を削

る。附則といたしまして、第１項は、平成２７年４月１日から施行す

る。第２項は、経過措置として、改正前の教育長の任期中は、改正前

の条例を適用することになります。以上で説明を終わります。よろし

くご審議くださいますよう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号青少年問題協議会設置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５号、青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制
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榎本委員長

今井参事

榎本委員長

定について申し上げます。４４ページをお開きください。提案理由に

ありますように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴い、協議会の委員に関する規定等を整備する

ため、条例の一部を改正するものです。４５ページをお願いします。

今回の改正は、教育委員長と教育長を一本化し、新たな教育長が教育

委員会を代表することとなることから、第３条第４項第２号の教育委

員長を教育長に改めるものです。また、代表を削り、委員等の規定を

整備するため条例の一部を改正するものです。附則第１項で、施行期

日を２７年４月１日とし、附則第２項において経過措置として、改正

前の教育長の任期中は、改正前の条例を適用しようとするものです。

以上で、説明を終了させていただきます。ご審査のほどよろしくお願

いします。

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号富津市学校給食調理場の設置等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６号についてご説明いたします。飯野小学校調理場につ

いては、供用開始後３３年が経過したことによる施設及び設備の老朽

化並びに児童数の減少により、給食食材の品質を維持し安定した給食

の提供をすることが困難な状況となっていることから、当該調理場を

大貫共同調理場に統合し、適正な学校給食の実施を図るため、条例の

一部を改正するものです。５０ページの新旧対照表をご覧ください。

現行条例にある飯野小学校調理場の名称及び位置を改正案では削除す

ることとなります。なお、この条例は、平成２８年４月１日から施行

するものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

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。

続いて議案第７号富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例の一部
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村石館長

榎本委員長

池田委員

村石館長

池田委員

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７号、富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。資料の５１

ページをお開き下さい。提案理由でございますが、富津埋立記念館は

富津沖の埋立事業により姿を変えてきた漁業の歴史を伝える施設であ

り、多くの方に当該歴史を身近に感じてもらいたく入館料を無料とす

るため、条例の一部を改正するものであります。それでは、２ページ

うしろの新旧対照表によりご説明申し上げます。５３ページをお開き

下さい。表の左側が現行、右側が改正案であります。現行の第１０条

第１項中のアンダーラインが引かれている「別表第１」を「別表」に

改める。次に同条第２項中、記念館の展示物を観覧しようとする者、

の次の行の長いアンダーラインが引かれている「は、別表第２に掲げ

る入館料を納付しなければならない」を「に係る入館料は、無料とす

る」に改める。次に第１１条の見出し中「使用料等」を「使用料」に

改める。次に第１１条本文２行目の「及び入館料」を削る。次に第１

２条の見出し中「使用料等」を「使用料」に改め、第１２条本文１行

目の「及び入館料」を削る。次に「別表第１（第１０条第１項）」を「別

表（第１０条関係）」に改める。次の５４ページに移ります。「別表第

２（第１０条第２項）富津埋立記念館入館料の表」をすべて削る。以

上で説明を終わります。よろしくご審議のほど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７号について質問がございま

すか。はい。池田委員。

今現在の埋立記念館の入場者数を把握していましたら、教えていただ

ければと思います。

はい。人数ですが、平成２５年度が１,３０４人、平成２４年度が１，

８７９人、平成２３年度が２，０２９人です。

はい。ありがとうございます。私も何度か中を見させてもらっている

のですが、非常に魅力的な施設だと思います。見せ方も、内容的にも、

非常に充実していると思います。むしろ、もっともっと知っていただ

きたいな、と思いました。入館料の大人１００円、子ども５０円を無
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榎本委員長

小坂委員

村石館長

小坂委員

村石館長

榎本委員長

料にするから人が来る、というものではないのだろうな、と思います。

やはり、告知というものが必要だとは思いますし、市内で知らない人

も、まだまだ沢山いらっしゃいます。市民に告知をするということも

大事ですが、これからのシーズン潮干狩りで家族連れが沢山お見えに

なりますので、例えば、潮干狩り場に埋立記念館のパンフレット等を

置いて潮干狩りに来たお客さんが帰りに気軽に寄れるようなスポット

としてＰＲをしたら、もっと見ていただけるのではないかと思います。

ほかに質問がございますか。はい。小坂委員。

「入館料を無料とする」ということですが、入館料１００円は、いつ

から始めたのでしょうか。また、有料期間はどのくらいあり、今まで

の入館料は、どのように使っていたのでしょうか。

はい。現在の入館料がいつからかというのは、申し訳ありませんが把

握しておりません。入館料の金額といたしましては、去年２５年度が

８１，５５０円、２４年度が１１７，９５０円、２３年度が１２５，

７５０円。これは、入館者の減に比例して、入館料も減っている状況

です。

埋立記念館は富津の漁業の歴史を伝えるのみでなく、富津独自の戦跡

を伝える資料館ともなっており、大変充実してきていると感じます。

昨年、私も団体で２回ほど利用させていただきましたが「富津市は独

自の歴史をしっかり保存していて素晴らしい。」と他市視察者から好評

を得ております。しかし資料の保存状態は、万全とは言えない状態で

す。「埋立記念館管理運営基金」から「社会教育施設管理運営基金」に

改正ということは理解できますが、基金をより有効に活用するという

点で、これからも埋立記念館の管理運営の充実のために、是非とも力

を入れていただくことをお願いしたいと思います。

はい。ありがとうございます。

ほかに質問はございませんか。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号富津市埋立記念館管理運営

基金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。
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村石館長

榎本委員長

池田委員

村石館長

池田委員

はい。議案第８号、富津埋立記念館管理運営基金条例の一部を改正す

る条例の制定について、ご説明申し上げます。資料の５５ページをお

開き下さい。提案理由でございますが、基金の運用から生ずる収益及

び基金は、富津埋立記念館の管理運営に係る財源に充てるものとして

いるが、基金をより有効に活用できるよう規定を見直し、社会教育施

設の管理運営に係る財源に充てることができるようにするため、条例

の一部を改正するものであります。それでは、５７ページをお開き下

さい。新旧対照表によりご説明申し上げます。表の左側が現行、右側

が改正案であります。最上段の、アンダーラインを引いてあります現

行の「富津埋立記念館管理運営基金条例」を「富津市社会教育施設管

理運営基金条例」に改める。次に、現行の第１条の見出し中、「の目的」

を削り、同条中「富津埋立記念館の」を「社会教育施設の」に改める。

また、「富津埋立記念館管理運営基金」を「富津市社会教育施設管理運

営基金」に改める。次に、第４条中の「富津埋立記念館管理運営」を

「社会教育施設の管理運営」に改める。次に、第６条中の「富津埋立

記念館」を「社会教育施設」に改めるものであります。以上で説明を

終わります。よろしくご審議のほど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８号について質問がございま

すか。はい。池田委員。

確認の意味でお伺いします。この条例の中の「富津市社会教育施設」

という言葉ですが、具体的には、何を指しますか。公民館、市民会館、

社会体育館以外に何か想定をされているのでしょうか。

ただいまご質問のありました社会教育施設でございますが、中央公民

館・富津公民館・市民会館・峰上公民館・総合社会体育館・埋立記念

館を想定しています。

はい。わかりました。ありがとうございます。あと、もう 1点伺いた

いのですが、先ほどの予算の中で社会教育施設管理運営基金繰入金と

して３，３１９千円ほど予算計上されていますが、これは従来の埋立

記念館の基金の運用益という理解でよろしいのでしょうか。基金を運

用した収益である運用益を繰り入れるのか、それとも基金自体を取り
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村石館長

池田委員

村石館長

池田委員

村石館長

小坂委員

村石館長

小坂委員

榎本委員長

神子課長

榎本委員長

崩して繰り入れるのか教えてください。

はい。基金につきましては、基金の大元の財源があり、また、利息収

益がございます。この合計額の中から取り崩しています。

具体的に運用という言葉は、預金利息なのか、それとも何か金融収支

をあげるような運用をされているのでしょうか。

基金につきましては、会計課で定期預金等で運用し、預金利息が富津

公民館の歳入として、２７，１７０円ほど入金されています。

では、運用益を含めた基金を取り崩して３，３１９千円という額を予

算計上しているということでよろしいですか。

はい。

では、まだ基金はあるということですね。

はい。ございます。

では、ぜひ有効に活用していただきたいと思います。よろしくお願い

します。埋立記念館の施設の充実にも活用していただきたいと思いま

す。

ほかに質問はございませんか。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。続いて議案第９号平成２６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

人事に関する案件ですので秘密会とすべきと考えますがいかがでしょ

うか。秘密会とすることに賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員で

すので、議案第９号の審議は秘密会で行うことに決まりました。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。それでは報告第１号後援申請につきまして、ご報告させて頂き

ます。資料の６６ページをお開き願います。平成２７年１月９日から

１月２３日までの後援申請受付分につきましては、次の６７ページに

記載のとおり鹿野山歩け歩け大会実行委員会事務局長、三井進氏他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。

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。
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神子課長

榎本委員長

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の日程でございますが、

３月２６日木曜日午後２時３０分から、今回と同様、市役所４階、４

０１会議室にて開催を予定しております。よろしくお願い致します。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。以上で本日の会議日程は、終了させ

ていただきます。


