
平成 29 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 29 年２月 23 日（木）

10 時 00 分から 11 時 43 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

○報告事項

議案第１号 富津市学校施設整備基金条例の制定について

議案第２号 平成 28 年度富津市一般会計予算教育費３月補

正予算案について

議案第３号 富津市体育施設の設置及び管理に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について

議案第４号 平成 29 年度富津市一般会計予算教育費当初予

算案について

議案第５号 平成 28 年度末退職教職員に対する教育功労者

の表彰について

議案第６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７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８号 富津市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る訓令の制定について

議案第９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

議案第 10 号 富津市学校給食費徴収規則の一部を改正する規

則の制定について

議案第 11 号 富津市就学指導委員会規則の一部を改正する規

則の制定について

報告第１号 専決事項の報告について（後援申請）

５ 出席者名

岡根教育長、宮田教育長職務代理者、榎本委員、小坂委員、坂

部委員、能城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、 鶴

岡教育総務課長、須藤学校教育課主幹、竹谷教育センター所長、

鈴木教育センター主幹、山口生涯学習課長、鈴木公民館長、刈

込教育総務課長補佐、髙濵教育総務課主事

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) 情報公開条例第 23 条第１項に該当のため

８ 傍聴人数 ０人 （定員 ６人）

９ 所管課 教育部教育総務課庶務係 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 29 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

岡根教育長

榎本委員

岡根教育長

２月の定例教育委員会会議にご参集頂き、ありがとうございます。２

月は日数も少ないせいか、あっという間に過ぎていっているように思

うのは、私だけでしょうか。学校も１年のまとめの時期に入り、教職

員は成績処理や進路指導で忙しいと思います。先月もお話しましたが、

中学３年生の進路が希望通りに叶うよう祈っています。本日の議題に

ついては、『富津市学校施設整備基金条例の制定について』など、議案

11 件、報告１件でございます。忌憚のないご意見をお願いします。そ

れでは、平成 29 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、榎本委員にお願いします。

はい。

それでは、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。

主なものを報告します。１番目の天羽中学校ＰＴＡ祝賀会ですが、日

本ＰＴＡ全国協議会会長賞を元天羽中学校ＰＴＡ会長柳川通雄氏と天

羽中学校ＰＴＡが受賞されたことを受け、ハミルトンホテル上総で開

催されました。柳川氏からは、当時のＰＴＡ活動の様子が語られ、保

護者全員参加による挨拶運動などを通して、職員と保護者が一体とな

って学校の運営に関わることの大切さが話されました。２番目の事業

仕分けですが、１月 28 日・29 日と両日にわたり開催され、学校を除く

公共施設について、仕分け人と担当者と意見交換を行い、運営状況な

どが論議され、それを市民から選出された市民判定人が、現状維持か

見直しかの判定を行うもので、教育委員会所管では、公民館・総合体

育館・浅間山運動場等について仕分けが行われました。４番目の第 12

回富津市経営改革本部会議は、事業仕分けの結果報告と、｢富津市健全

な財政運営に関する条例｣の素案について検討を行いました。６番目の

平成 28 年度富津市表彰式ですが、自治功労や福祉功労等の功労表彰と

多額の寄附をしていただいた善行表彰の個人 33 名と６団体の方々が受

賞されました。最後に、７番目の卒業を祝い励ます会ですが、この春、

小学校・中学校を卒業する特別支援学級に在籍する児童生徒の卒業を
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鶴岡課長

岡根教育長

今井参事

祝う会が、富津公民館で開催されました。在校生からいろいろな発表

があり、それに応えるように真剣なまなざしで抱負を語る卒業生の姿

が印象的でした。元気で頑張ってほしいと心から拍手を送りました。

以上で教育長報告を終わります。ご質問・ご意見等はございますか。

無いようですので、各課報告をお願いします。始めに教育教育課お願

いします。

はい。教育総務課から報告いたします。２ページをご覧願います。２

月７日、平成 28 年度富津市教育委員会表彰式が午後３時から大会議室

において行われました。今年度の表彰者は体育功労個人 14 名、善行表

彰１名でございます。当日は４名の欠席者があり、11 名の方々に教育

長から表彰状と記念の盾が手渡されました。その後、集合写真を撮影

し終了となりました。２月 17 日、富津市役所第２委員会室において、

平成 28 年度第３回富津市学校給食運営委員会が開催されました。富津

市学校給食施設整備について、全ての調理場を統合するために、新規

の共同調理場を建設する方法と、既存２共同調理場を改修し青堀小学

校調理場を統合する方法の２つの案について、改修内容、概算工事費、

ランニングコスト、食数及び付加価値設備等を総合評価・検討した結

果、学校給食運営委員会としては、移転・新築工事（案）という意見

にまとまったところでございます。来年度からは、更に移転候補地等

も協議しながら、運営委員会から市へ提言していただくよう進めてい

きたいと考えております。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて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。１月に引き続き、２月１日に

湊小学校、２日に竹岡小学校、３日に天神山小学校の保護者の方々に

再配置計画（案）について説明を行い、ご質問やご意見をいただきま

した。さらに、２月６日に佐貫地区、７日に大佐和地区、８日に峰上

地区、10 日に天羽地区の地域の方々に説明会を行い、ご質問やご意見

をいただきました。質問等について、いくつか報告いたします。『この

計画は決定事項なのか。また、小中同時進行なのか。』という質問に対

しましては、『平成 32 年には、小学校で学年０人の学校や、１学級が
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３･４人の極めて少ない学校が見られることから、速やかに複式学級を

解消していくことが必要であると考えております。また、中学校では、

９年間クラス替えがないことや、部活動の選択肢が限られていること

などから 、本計画により小中学校同時進行で再配置を進めていきたい

と考えております。』と回答いたしました。次に、『平成 32 年４月に学

校が突然一緒になるのか。』という質問に対しましては、『小学校・中

学校ともに、統合する前から、お互いの学校を行き来するなどして、

交流学習や部活動の交流などを計画的に行い、人間関係づくりを深め、

不安を解消していきたいと思います。』等の回答をいたしました。今後、

保護者・地区説明会で出た質問・意見に対して『Ｑ＆Ａ』を作成して

おり、これを保護者に配布するとともに、再度、保護者説明会を開催

し、質問・意見に対する回答を説明していきます。また、地域に対し

ましても、『Ｑ＆Ａ』を回覧し、必要に応じて説明会を開催するなど、

理解を深めていき、『（案）』を外していきたいと考えております。なお、

再配置を計画している学校の保護者及び地域への説明を行ったことか

ら、２月 21 日にホームページに本計画案について掲載するとともに、

広報ふっつ３月号に掲載し、市民の皆様にもお知らせをすることとい

たしました。詳細については、この後の協議会の中で報告いたします。

２月９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、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。２月 14 日、君津合同庁舎において、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二次面接が開催されました。市内

小・中学校長は、この面接で平成 28 年度末人事異動について、一次面

接に基づいた個々の異動について進捗状況を確認をしたところでござ

います。２月 15 日、第４回校長会議が 401 会議室にて開催されました。

教育総務課からは、富津市行政組織の改正について、アレルギー対応

等による給食費の減額について、学校教育課からは、不祥事防止につ

いて、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
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岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

山口課長

て、教育センターからは、平成 29 年度の学校教育の指針・学力向上推

進事業等について、生涯学習課からは、学校体育施設の開放について、

千葉県民マラソンへの協力の依頼について、それぞれ説明・依頼いた

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。続いて教育センターお願いします。

はい。教育センターから報告いたします。１月 27 日、湊小学校におい

て、第３回富津市学校関係行事調整委員会を実施し、平成 29 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、502 会議室におい

て、第２回コンピュータ主任会議を開催いたしました。今年度の活用

状況の報告とともに、教育用ソフト(ｅ－ライブラリー)の活用方法に

ついての研修を実施しました。２月１日、502 会議室において、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，次年度に向けて、個別の教育支援計画の改善や指導の内容の

伝達方法について話合いを持ちました。２月９日、401 会議室・502 会

議室において、第２回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鈴木充指導室長ほか、11 名の指導主事

等の訪問を受け、指導行政について、県の教育行政と市教育行政の情

報交換を行いました。２月 14 日、401 会議室において、第３回富津市

学力向上推進委員会議を開催し、本年度の取組のまとめを行いました。

また、学力向上に向けての課題を踏まえ、次年度の取組について意見

交換を行いました。２月 16 日、401 会議室において、特別支援教育連

携協議会を開催いたしました。平成 28 年度の各機関の取組を報告し、

次年度に向けての課題を話合いを行いました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課から報告いたします。１月 27 日、第 39 回千葉県民

マラソン第２回運営委員会を 504 会議室にて開催いたしました。現在

までの準備状況の報告、今後の準備について打合せをいたしました。

今回も、社会体育関係団体をはじめ、天羽高校・君津商業高校等へボ

ランティア応援をお願いする予定でございます。１月 29 日、富津地区

青少年相談員連絡協議会主催による、第 50 回富津地区子ども大会が市
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総合社会体育館にて開催されました。低学年９チーム、中学年８チー

ム、高学年男子５チーム、高学年女子４チームに別れドッジボールを

行いました。また、チャレンジゲームとして輪投げ・剣玉等が行われ

ました。参加者は、子どもたち・保護者・大会役員等、延べ 568 名で

した。２月３日、富津市スポーツ・レクリエーション推進員連絡協議

会役員会を 502 会議室にて開催いたしました。平成 29 年度の事業計画

（案）が事務局より示され、平成 29 年度総会に提出することで承認さ

れました。また、平成 29 年度実施予定の健康ウォークラリー大会のコ

ース選定が行われ、富津小学校をスタート・ゴールとする約４キロで

行うことで内定いたしました。２月８日、平成 28 年度第２回富津市文

化財審議会を開催いたしました。平成 25 年 10 月の台風 26 号で被災し

た、県指定有形文化財の竹岡三柱神社本殿の再建に向けての工事及び、

工事が終了した国指定天然記念物竹岡のヒカリモ発生地を視察後、市

民会館控室において、市の指定文化財に指定しようとする、西川福音

寺の木造阿弥陀如来座像について及び日本遺産の申請について報告い

たしました。日本遺産とは、地域の歴史的魅力や文化・伝統をパッケ

ージ化し、文化庁の指定を受け、有効活用することにより、地域の活

性化へつなげようと事業展開しているもので、県教育庁文化財課が中

心となって進めております。県は、平成 29 年度に「房総が育む『海の

幸』の文化」をタイトルとする県内 31 市町村の文化財等をストーリー

制を持たせパッケージ化し、日本遺産の指定に向け、２月２日に国へ

申請をしたところでございます。当市では、海苔漉き体験、埋立記念

館、潮干狩り・簀立て、吾妻神社の祭礼、あなご料理などが構成文化

財として加わっております。２月９日、生涯学習バスの納車がござい

ました。現在使用しているバス２台に代わり、44 人乗り中型バス１台

を導入いたしました。今後は１台での運行となります。２月 17 日、第

39 回千葉県民マラソン第３回運営委員会会議を 401 会議室にて開催い

たしました。今回の参加申込者数は 3,885 人でございます。本年も、

社会体育関係団体をはじめ、多く方々のご協力をいただきながら開催

いたします。県内外より小学生から高齢者まで多くの方々に参加いた
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岡根教育長

鈴木館長

岡根教育長

榎本委員

今井参事

榎本委員

だいていることから、富津市を多くの人に知ってもらう良い機会でも

あると考えております。委員の皆様におかれましても、沿道より参加

者へのご声援を賜りますようお願い申し上げます。２月 20 日、平成 28

年度第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

管理委員会を 503 会議室にて開催いたしました。平成 28 年度事業の経

過報告及び予算執行状況、平成 29 年度事業計画（案）及び予算（案）

についてを議題とし、案のとおり承認されました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。２月 14 日、中央公民館多目的室に

おいて、富津市民文化祭 2017 第１回準備委員会会議を開催いたしまし

た。文化祭の日程及び文化祭開催までの各スケジュールについて協議

いたしました。来年度の文化祭は、11 月２日（木）から５日（日）ま

での４日間の開催とし、会場は昨年同様に、総合社会体育館、富津公

民館、中央公民館、市民会館の４会場で開催することで決定いたしま

した。詳細につきましては、今後開催いたします準備会議にて決定し

ていく予定でございます。以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。榎本委員。

はい。学校教育課から報告のありました再配置計画についてお聞きし

ます。天羽中学校と天羽東中学校との統合について、平成 20 年度の再

配置構想の中で示されていたように思いますが、その時点では統合す

る方向性で決定となっていたのでしょうか。

はい。再配置構想については、再配置を進めるわけではなく、構想に

基づいて話し合っていきましょうというような方向性で進めておりま

した。ですので、その時点で再配置が決定していたということではご

ざいません。

ありがとうございました。再配置計画（案）が昨年の 11 月に学校教育

課から示され、小学校については児童生徒数が急激に減ってきており、

私としましても、統合が必要であるというように考えております。中

学校の統合については、再配置構想の時点では話合いとして進められ
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岡根教育長

小坂委員

竹谷所長

小坂委員

竹谷所長

小坂委員

岡根教育長

鶴岡課長

ていたということですね。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。小坂委員。

はい。教育センターから報告の中で、2 月 14 日に第３回富津市学力向

上推進委員会が開催され、今年度の取組のまとめを行ったということ

でしたが、その概要について説明をお願いします。

はい。今年度の学力向上推進委員会の取組としまして、目玉となって

いる取組のひとつが授業公開でございます。こちらにつきましては、

学力向上推進委員の中に教科指導員がおりまして、その先生方が中心

となって取組を行いました。内容としまして、授業改善等を目的とし

た『千葉県授業錬磨の公開日』というものがございまして、そちらに

基づき各学校で予定した公開日に授業公開を行い、若い先生方を中心

に授業参観をして、授業について研修を進めるというものでございま

す。もうひとつの取組として、アンケートを実施いたしました。全国

学力・学習状況の意識調査で質問紙というものがございまして、そち

らのポイントの変遷、どのように変わったかというところで、考察を

いたしました。本年度は、昨年に引き続き『思考して書く』というこ

とをテーマとして取組を行ってきましたが、考察の結果、今まで多か

った『長文を読む設問等に対する無回答』が減ってきたという結論に

なり、この取組についてはさらに進めていきましょうというような話

合いが行われました。以上でございます。

ありがとうございました。先ほどのお話の中で、授業公開が行われた

ということでしたが、どちらの学校で行われたのですか。

はい。富津小学校、飯野小学校、竹岡小学校、富津中学校、佐貫中学

校でそれぞれ公開授業を行いました。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。無いようですので、次に付議

議案に入ります。議案第１号『富津市学校施設整備基金条例の制定に

ついて』説明をお願いします。

はい、それでは議案第１号について、ご説明いたします。３ページを

お開き願います。教育委員会は、平成 29 年３月市議会定例会に提案す
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る富津市学校施設整備基金条例案を別紙のとおり市長に申し出ること

について、富津市教育委員会行政組織規則第５条第３号の規定により、

議決を求めようとするものでございます。提案理由は、平成 26 年度末

で閉校した旧関豊小学校は、文部科学省から公立学校施設整備費等補

助金等の交付を受けて校舎建設等を行った財産であり、処分（有償譲

渡）するには、原則として処分する部分の残存価格に対する補助金相

当額を国庫に納付することになりますが、納付する補助金相当額以上

の額を市が設置する学校の施設整備に要する経費に充てることを目的

とした基金に積み立て、適切に運用する場合は返還を要しないとして

いるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。なお、

今回の基金の積立てにつきましては、３月補正で要求させていただき

ましたとおり、3,179 万６千円を予定してございます。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号についてご質問・ご意見

等はございますか。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 28 年度富津市一般会計予算教

育費３月補正予算案について』説明をお願いします。

はい。議案第２号について、ご説明申し上げます。７ページをお開き

願います。教育部に関わる３月補正でございますが、まず、こちらは

資料に添付してございませんが、教育費に関わる繰越明許費補正がご

ざいます。小学校費が 6,599 万円、中学校費が 129 万６千円でござい

ます。主な内容は、湊小学校・天神山小学校の浄化槽修繕等、金谷小

学校・佐貫中学校の高架水槽屋外給水管修繕等に係る経費について、

適正な工期を確保するために翌年度に繰り越そうとするものでござい

ます。次に、教育費に関わる歳入補正でございますが、国庫支出金ま

た県支出金の減額補正については、文化財保護のための国定指定文化

財内裏塚古墳の史跡に係る土地及び家屋補償ということで、こちらの

額が決定したことによります減額補正でございます。寄附金でござい

ますが、全体では、63 万円の増額補正でございます。これは、湊婦人
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会から小学校費へ寄附金１万円及び富津中央ロータリークラブ、富津

シティーロータリークラブ、富津ライオンズクラブ、湊婦人会から中

学校費へ寄附金 62 万がございました。なお、寄附金については、各学

校の教育振興のため図書購入費等の財源としております。続いて、10

ページ・11 ページをお開き願います。教育費に関わる歳出補正でござ

いますが、全体では、3,560 万３千円の増額補正でございます。主な内

容は、人件費の調整を除き、教育総務費が 4,043 万４千円の増額補正

で、旧関豊小学校跡地の売却に伴い返還義務が生じた国庫補助金返還

金が 830 万５千円、売却代金 4,010 万円と国庫補助返還金の差額 3,179

万６千円を学校施設整備基金への積立金として新たに計上するもので

ございます。２項小学校費は、561 万円の増額補正で、主な内容は、湊

小学校、天神山小学校、金谷小学校の修繕に係る経費を増額するもの

でございます。３項中学校費は、172 万円の増額補正で、主な内容は、

富津中学校、大貫中学校、佐貫中学校の修繕に係る経費を増額するも

のでございます。４項社会教育費は、411 万５千円の減額補正で、主な

内容は、内裏塚古墳用地の購入に係る文化財保護関係費が決算見込み

により、444 万４千円を減額するものでございます。５項保健体育費は、

789 万４千円の減額補正で、学校給食調理場３箇所の修繕料を増額する

ほか、学校給食管理運営事業の委託料を決算見込みにより、減額する

ものでございます。以上で教育費に係る３月補正予算の説明を終わり

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２号についてご質問・ご意見

等はございますか。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『富津市体育施設の設置及び管理に

関する条例等の一部を改正する条例の制定について』説明をお願いし

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。14 ページを

お開き願います。教育委員会は、平成 29 年３月市議会定例会に提案す

る富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
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例、富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条例の一部

を改正する条例、富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の一部改正の制定案を別紙のとおり市長に申し出るこ

とについて、富津市教育委員会行政組織規則第５条第３号の規定によ

り、議決を求めようとするものでございます。提案理由は、社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第

85 号）及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を

行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部

を改正する法律（平成 28 年法律第 86 号）の施行により消費税及び地

方消費税の税率の引上げに係る施行日が平成29年４月１日から平成31

年 10 月１日となったことに伴い、関連する条例の一部を改正するもの

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３号についてご質問・ご意見

等はございますか。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『平成 29 年度富津市一般会計予算教

育費当初予算案について』説明をお願いします。

はい。議案第４号について、ご説明申し上げます。19 ページをお開き

願います。教育委員会は、富津市教育委員会に係る平成 29 年度富津市

一般会計予算教育費当初予算案ついて、市長から意見を求められたの

で、富津市教育委員会行政組織規則第５条第３号の規定により、議決

を求めようとするものでございます。20 ページをお開き願います。ま

ずは、教育部全体といたしまして、総括表によりご説明いたします。

平成 29 年度予算については、全庁統一の「事業シート」を活用したＰ

ＤＣＡサイクルの導入初年度として、全ての事業を見直し、点検を行

い、更に市長の公約の実現を十分に行った要求としてございます。教

育費といたしましては、総額で 10 億 6,723 万円を要求いたしました。

普通建設事業費として、天羽中学校の校舎改築事業等関係費及び改築
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中、湊小学校へ一時移転するための改修工事関係費、富津公民館吸収

式冷温水発生機交換工事等を、中期収支見込みに計上した事業以外は

原則認めないとの指示でございましたが、学校施設に限らず教育施設

全般で老朽化していることから、危険を伴うものを優先し改修費等を

要求、その他として、私立幼稚園就園奨励費補助金等扶助費、スクー

ルバス購入費、長期継続契約委託料等、及び旧環南小学校跡地利活用

に伴う公共施設マネジメント関連費を要求いたしました。歳入予算要

求合計額は、３億 5,976 万３千円で前年度当初と比較して 8,701 万１千

円の増額でございます。主な要因は、21 ページ上段、18 款繰入金、11

節学校施設整備基金及び 12 節社会教育施設管理運営基金の増額、中段、

21 款市債、１節小学校債、２節中学校債、３節社会教育債の増額でご

ざいます。次に、26 ページをお開き願います。歳出予算要求合計額は、

１0億 6,723万円で前年度当初と比較して 9,044万５千円の増額でござ

います。主な要因は、２項小学校費、１目学校管理費及び、４項社会

教育費、３目公民館費の改修工事費の増額でございます。詳細につい

ては、この後、各課長より説明いたします。それでは、教育総務課の

予算要求についてご説明いたします。22 ページをお開き願います。ま

ず、歳入についてでございます。当初予算要求額は合計で２億 5,697

万１千円で、28 年度予算より 4,564 万４千円の増額でございます。主

な内容は、18 款繰入金、11 節学校施設整備基金繰入金 2,230 万円は、

天羽中学校改築に伴い湊小学校移転のための電気設備、職員室改修工

事に基金を取り崩す予算でございます。次に、20 款諸収入、１節給食

事業収入１億 6,897 万６千円は、児童・生徒・教職員の現年度分給食

費及び過年度分給食費でございます。平成 28 年度から児童・生徒・教

職員が減の見込みでございます。次に、21 款市債、１節小学校債 2,290

万円は、湊小学校トイレ改修工事、２節中学校債 3,800 万円は、天羽

中学校校舎改築工事設計業務委託に伴う起債の借入で、工事費に対し

75％の借入でございます。次に、歳出についてでございますが、30 ペ

ージをお開き願います。当初予算要求額は合計で６億 159 万６千円、

平成 28 年度当初予算より 4,431 万１千円の増額でございます。主な内
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訳につきましては、28 ページをご覧願います。上段、２項小学校費、

１目学校管理費、小学校施設整備事業、15 節工事請負費の 5,290 万円

でございます。歳入でご説明いたしました湊小学校の電気設備、職員

室及びトイレ改修工事費でございます。次に、２目教育振興費、教育

振興関係費１、18 節備品購入費の 200 万円は理科教育振興備品購入で

ございます。大貫小学校及び環小学校教育振興費、18 節備品購入費の

増額は高鉄棒、ブランコ購入のためでございます。次に、３項中学校

費、１目学校管理費、中学校施設整備事業、13 節委託料 726 万円の減

額は、平成 28 年度実施した学校施設整備基本計画策定業務委託料予算

の減額でございます。次に、29 ページをお開き願います。上段、15 節

工事請負費 3,790 万円の減額は、平成 28 年度に実施した大貫中学校屋

根防水改修工事等の予算の減額でございます。次に、17 節公有財産購

入費 403 万４千円の減額は、平成 28 年度天羽東中学校進入路用地の借

地購入予算の減額でございます。次に、天羽中学校校舎改築事業、13

節委託料 5,650 万円は歳入でご説明いたしました天羽中学校校舎改築

工事設計業務委託でございます。次に、18 節備品購入費 290 万円は天

羽中学校校舎改築に伴い湊小学校移転のための備品購入費でございま

す。次に、２目教育振興費、教育振興関係費１、18 節備品購入費の 140

万円の減額は、平成 28 年度理科教育振興備品購入予算の減額でござい

ます。富津中学校教育振興費、18 節備品購入費 206 万３千円の減額は、

平成 28 年度グランドピアノ購入予算の減額でございます。次に、下段、

５項保健体育費、７節賃金 356 万９千円の減額は、青堀小学校調理場

調理員の７名で、７月までの賃金の減額でございます。８月以降は大

貫・天羽共同調理場と合わせて調理業務を民間委託いたしました。次

に、15 節工事請負費 270 万円の減額は、今年度実施の天羽共同調理場

鋼製地下タンク改修工事予算と平成 28 年度実施した合併浄化槽設置工

事予算の差額の減額でございます。次に、３目給食費は、大貫・天羽

共同調理場及び青堀小学校調理場の３調理場合計で、１億 6,894 万８

千円、給食実施予定日が 194 日で、児童・生徒 2,745 人、教職員 326

人分の給食材料費でございます。教育総務課の予算要求の主なものに



13

今井参事

つきましては、以上でございます。引き続き、各課長から説明いたし

ます。

学校教育課の当初予算要求について、主なものについてご説明いたし

ます。始めに歳入についてご説明いたしますので、23 ページをご覧願

います。中段やや上の欄、14 款国庫支出金、２項国庫補助金、５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

うとするものでございます。補助率は３分の１以内ございます。その

下段、２節小学校費補助金のうち、へき地児童生徒援助費等補助金は、

スクールバス購入に係る国からの補助金であり、350 万円を上限に 2 分

の 1 の補助でございます。歳入予算要求合計額は、2144 万 5 千円で前

年度当初比較で 339 万 8 千円の増額となっております。次に歳出につ

いて、教育センター関係の予算を除く主なものを説明いたします。31

ページをご覧願います。10 款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

１節報酬 3,817 万 9 千円は用務員・特別支援教育指導員・事務補助員

の報酬でございます。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特別支援教育指導員

については、前年度より１名増員し、６名を雇用し配置します。その

７行下、18 節備品購入費 619 万 7 千円は、教師用指導書及び指導用教

材等を購入するとともに、電子教科書を購入するものでございます。

教科書改訂に伴う教師用指導書及び指導用教材等の購入は、27 年度、

28 年度に終了しているため、780 万 8 千円の減額でございます。中段、

学校バス運営事業の欄中、18 節備品購入費の 719 万 3 千円は関豊小学

校の統廃合に伴い、国から平成 29 年度を期限とした補助金により、ス

クールバス１台を新たに購入をするものでございます。その３行下の、

9 節負担金補助及び交付金 5,259 万 8 千円は、私立幼稚園に通園する保

護者に、その所得に応じて支出する私立幼稚園就園奨励補助金と私立

幼稚園振興費補助金でございます。国の支給基準の８割であった支給

額を、平成 28 年度から 10 割としております。また、保育料の第３子

の無料化に伴い、本事業でも年齢制限を撤廃し、第３子以降の児童に
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竹谷所長

は全て補助金を交付することとしており、前年度当初比較で 526 万 7

千円の増額となりました。続いて、32 ページ下段、２項小学校費、２

目教育振興費、20 節扶助費の要保護及び準要保護児童就学援助事業の

881 万円は、前年度当初比較 82 万の増額となり、33 ページ下から８行

目の中学校費、２目教育振興費、20 節扶助費の要保護及び準要保護生

徒就学援助事業の 1,032 万６千円につきましても、前年度当初比較 60

万 1 千円の増額となっております。なお、中学１年生に対して支給さ

れる新入学用品費は、小学６年生の時点で支給できるようにいたしま

す。学校教育課の歳出予算要求合計額は、２億 4,531 万２千円で前年

度当初比較で 1,772 万９千円の増額となっております。続いて、教育

センター分につきましては、教育センター所長が説明いたします。

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、31 ページをご覧願います。まず、教職員研修推進事業の８節

報償費 17 万 8 千円は、夏季研修講座を中心とした、教職員研修におけ

る講師謝礼等のための予算要求でございます。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

わせた研修に心掛けて参ります。自立支援事業、８節報償費 297 万２

千円は、前年度と同様、自立支援指導員４名の報償費でございます。

不登校やいじめ・虐待等の諸問題が懸念される児童・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、32 ページをお開き願います。適応指導教

室事業の８節報償費 158 万 2 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名の報償費でございます。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。特別

支援教育推進事業の 18 節備品購入費でございますが、14 万３千円の増

となっております。ＷＩＳＣ－Ⅳを購入のための予算でございます。

現在富津市には検査用具が一式しかないため、複数校で就学検査がで

きるように購入いたします。学力向上推進事業の１節報酬 1,191 万３

千円は、249 万１千円の増となっておりますが、指導補助教員６名の報
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山口課長

酬でございます。次年度より、放課後学習教室の開設に向け、指定校

を１校を選出し、試行実施のため指導補助教員を１名増員しようとす

るものでございます。指導補助教員は、教員免許を有するものを非常

勤職員として雇用し、小・中学校における少人数指導や適応指導の補

助を行い、個に応じた支援の下、学力の定着を目指しております。続

いて 33 ページをご覧願います。英語指導員設置事業ですが、１節報酬

として 239 万 1 千円を予算要求しております。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～２日配置し、５・６年

生の外国語活動の学習支援を継続します。次に、32 ページの教育セン

ター管理費の 14 節使用料及び賃借料 1,977 万７千円と 33 ページ、教

育センター管理費管理費における 14 節使用料及び賃借料 1,791 万７千

円は、小・中学校の教育用パソコン等の借上料でございます。小学校

では１年間のリース延長が９月 30 日で終了し、その後４年間のリース

契約をする予定でございます。新規入れ替えに向け、昨年度より導入

機器の検討をしております。最後に、外国人英語指導助手活用事業の

13 節委託料 1,200 万円は、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ございます。次年度も、契約形態を『委託』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参ります。

以上でございます。

生涯学習課の当初予算要求のうち、主なものについてご説明いたしま

す。最初に歳入からご説明いたします。24 ページをお開き願います。

13 款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料、３節保健体育

使用料は、要求額 597 万円で前年度比 84 万 9 千円の増額でございます。

これは、総合社会体育館・浅間山運動公園・新富運動広場・富津運動

広場の施設使用料で各施設の３年間の使用料の推移を基に、見込んだ

ものでございます。14 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は、市内遺跡発掘調査事業費 200 万

円に対する国庫補助率分 1/2 の 100 万円を要求したもので、前年度比

2,311 万 3 千円の減額であります。減額事由は、前年度に、国指定文化
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財内裏塚古墳の土地取得等事業を実施したことによるものでございま

す。15 款県支出金、２項県補助金、７目教育費県補助金、１節社会教

育費補助金は、青少年相談員活動費補助金 33 万円と、市内遺跡発掘調

査事業費200万円に対する県補助分１/10の 20万円を要求したもので、

要求額 53 万円で前年度比 197 万 6 千円の減額でございます。減額事由

は、14 款国庫支出金同様、前年度に、内裏塚古墳の土地取得等事業を

実施したことによるものでございます。20 款諸収入、５項雑入、５目

雑入、２節雑入は、民間開発に伴う発掘調査事業を事業者委託費とし

て 389 万７千円を要求いたしました。以上、歳入予算要求合計額は、

1,173 万７千円で、前年度比較 2,433 万 2 千円の減額となります。次に、

歳出について説明いたします。34 ページをお開き願います。10 款教育

費、４項社会教育費、１目社会教育総務費のうち、社会教育指導員設

置事業は、現在、市民会館へ配置している家庭教育指導員を、家庭教

育の充実を図るため、生涯学習課の家庭教育関連事業及び、子育て支

援課で開設する、「子育ての話何でも聴きます窓口」対応のため本庁へ

配置することにより、社会教育指導員１名を増員するため、１節報酬

を 96 万円増額し、288 万円要求したものでございます。生涯学習バス

設置事業の 13 節委託料 479 万 6 千円は、生涯学習バス管理運行業務委

託を、平成 29 年度から３カ年の長期継続契約として実施するため要求

したもので、前年度対比で 9 万 4 千円の減額となっております。18 節

備品購入費は、前年度に車両更新をしたことにより、平成 29 年度は

1,512 万円の減額となっております。広域市町村圏事務組合負担金は、

君津地方視聴覚教材センター運営のための負担金で、富津市分として

259 万 4 千円、前年度比 94 万 1 千円を増額要求いたしました。次に、

２目青少年健全育成費は、前年度同様に、各青少年相談員連絡協議会

や市子ども会育成連絡協議会への補助金として、それぞれ同額を要求

いたしました。次に、５目図書館費のうち、図書館関係費は、18 節備

品購入費として図書備品購入を、前年同額の 257 万８千円を要求いた

しました。移動図書館事業では、13 節委託料で移動図書館車管理運行

業務委託として 206 万 1 千円を要求いたしました。生涯学習バス管理
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鈴木館長

運行業務委託と同様に平成 29 年度から３カ年の長期継続契約として実

施する予定でございます。続きまして、ブックスタート事業は新規事

業として実施いたします。乳幼児健診等の機会を利用し、絵本をプレ

ゼントし『絵本を開く楽しい体験』を赤ちゃんと保護者に経験しても

らうことで、心のふれあう時間を持つきっかけを提供する事業として、

ボランティアの協力のもと実施いたします。この予算として、絵本購

入のための消耗品費等 22 万 9 千円を要求いたしました。６目文化財保

護費のうち、文化財保護関係費は、前年度、国指定史跡内裏塚古墳の

公有地化のため、国・県補助事業を活用し土地取得、物件補償等を予

算化いたしましたが、平成 29 年度は取得計画がないことから、2,888

万 4 千円の減額要求となっております。36 ページをお開き願います。

公共工事発掘調査事業は、前年度、市道山王下飯野線建設工事に伴う

調査事業を実施いたしましたが、29 年度は計画がないことから要求額

はございません。５項保健体育費、１目保健体育総務費のうち社会体

育振興費は、前年度同様、１節報酬、スポーツ推進委員報酬 93 万２千

円、８節報償費、大会入賞者等に対する賞品購入 75 万円や、19 節負担

金補助及び交付金として、市体育団体補助金等 364 万 4 千円、ふれあ

いスポーツフェスタ事業では、19 節負担金補助及び交付金として、ふ

れあいスポーツフェスタ事業交付金 80 万円を要求いたしました。４目

の市体育施設費は、13 節委託料として、財団法人施設利用振興公社を

平成 26 年度から指定管理者とし、総合社会体育館他３施設の管理をお

願いしております。この指定管理料として 3,066 万円を、17 節公有財

産購入費は、浅間山運動公園入り口部分の借地部分を、隣接地の事業

化に伴い、同一地権者であることから売買の同意が取れましたので、

公有地化するための土地購入費として 100 万円を要求いたしました。

５目スポーツレクリエーション推進事業費は、前年度同様、スポーツ

レクリエーション推進員の活動に係る報償費等 37 万 3 千円を要求いた

しました。以上、歳出予算要求合計額は、7,005 万 8 千円、前年度比較

4,471 万２千円の減額となります。以上でございます。

それでは、公民館の予算要求についてご説明いたします。25 ページを
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岡根教育長

坂部委員

鶴岡課長

お開き願います。まず、歳入についてご説明いたします。当初予算要

求合計額は 6,961 万円で、平成 28 年度当初予算額より 6,230 万１千円

の増額となっています。主な要因といたしましては、18 款繰入金、１

項基金繰入金のうち、12 節社会教育施設管理運営基金繰入金 4,235 万

３千円、及び 21 款市債、６目３節社会教育債 2,520 万円、これは、埋

立記念館運営費への繰入の他に、新たに富津公民館吸収式冷温水発生

機交換工事費を計上したことにより増額したものでございます。次に、

歳出についてご説明いたします。37 ページ・38 ページをお開き願いま

す。３目公民館費、４目市民会館費、７目埋立記念館費でございます

が、当初予算要求合計額は１億 5,026 万４千円で、平成 28 年度当初予

算要求合計額より 7,311 万７千円の増額となっております。主な増額

要因としましては、富津公民館管理運営費で、臨時職員１名分の賃金

分の増及び吸収式冷温水発生機交換工事を計上したことによる工事費

の増、市民会館管理運営費では、旧市役所第二庁舎解体設計業務委託

料を計上したことによる増、及び市民会館文化事業「ふっつ学びの門」

の負担金補助及び交付金を計上したものが主なものとなっておりま

す。減額分の主なものにつきましては、３館ともに、消耗品費、燃料

費光熱水費などの需用費の適正な管理執行を行い、歳出額の更なる削

減を目指したものでございます。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号についてご質問・ご意見

等はございますか。はい。坂部委員。

はい。教育総務課に係る歳出についてお聞きします。27 ページ及び 28

ページの２項小中学校費及び３項中学校費、14 節使用料及び賃借料の

説明については、『校務用パソコン及び学校用地借上料等』と記載され

ておりますが、学校用地借上料について、その内訳を教えてください。

はい。土地借上料について、小学校では、佐貫小学校が 45,197 円、湊

小学校が 10 万 7,777 円、天神山小学校が 19 万 2,816 円、竹岡小学校が

122 万 5,235 円、合計で 157 万２千円を要求させていただきました。中

学校では、大貫中学校が９万 167 円、佐貫中学校が 91 万 3,736 円、天

羽中学校が 104 万 9,734 円、天羽東中学校が 105 万 3,111 円、合計 310
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坂部委員

岡根教育長

榎本委員

鶴岡課長

榎本委員

岡根教育長

坂部委員

鶴岡課長

万７千円を要求させていただきました。

これは、毎年かかる借地代という理解でよろしいでしょうか。

はい。そのとおりでございます。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見はございますか。はい。榎本委員。

はい。教育総務課に係る歳出についてお聞きします。27 ページの２項

事務局、11 節から 14 節について、説明で旧環南小学校に関わる部分と

記載されておりますが、こちらについては今後も継続されていくもの

なのでしょうか。

はい。旧環南小学校につきましては、ご承知のとおり、閉校を迎えて

おり、跡地の利活用ということで継続的に検討しているところでござ

います。今後、第三者へ譲渡または賃貸借というような状況になった

場合には、市から離れることになりますので、計上されないものとな

っております。また、今回、27 ページの２項事務局費、17 節公有財産

購入費について、103 万５千円を計上させていただいておりますが、こ

ちらにつきましては、跡地利用に伴い、まだ民有地が残っております

ので、このような部分の処理を行うものでございます。全てを市有地

とした上で、今後活用が出来るよう進めさせていただきたいと考えて

おります。

ありがとうございました。

他にご意見・ご質問等はございますか。はい。坂部委員。

はい。教育総務課に係る歳出についてお聞きします。29 ページに『天

羽中学校校舎改築事業』ということで計上されておりますが、１月・

２月と再配置計画（案）に係る地区説明会等が行われている状況で、

こちらを計上したことにより、市民の中には、『すでに再配置が決定し

ている』と思われる方もいらっしゃるのではないかと懸念されますが、

その点についてはどのようにお考えでしょうか。

はい。先に行われました教育委員会協議会の中でご説明させていただ

きましたが、天羽中学校につきましては、既存の敷地内で改築という

ことの案で現在進めているところでございます。平成 29 年度につきま
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小坂委員

鈴木館長

小坂委員

能城部長

小坂委員

岡根教育長

しては、改築に係る基本設計・実施設計と予算要求させていただいて

おります。まず、天羽中学校の現状についてですが、前回の教育委員

会協議会にて、委員の皆様にも校舎を見学していただきましたが、築

50 年近く経過し老朽化しているところでございます。天羽中学校の校

舎改築事業につきましては、平成 29 年度から改築を進めていかなけれ

ばならない緊急課題というように捉えてございますので、仮に再配置

計画が遅延したとしましても、進めていくという方向で考えておりま

す。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。はい。小坂委員。

はい。公民館に係る歳入についてお聞きします。25 ページの 18 款繰入

金、12 節社会教育施設管理運営基金繰入金 4,235 万３千円について、

埋立記念館運営費として 235 万３千円、富津公民館吸収式冷温水発生

機交換工事費として 4,000 万円ということですが、こちらの内容につ

いて教えてください。

はい。埋立記念館管理運営費については、毎年実施しております委託

料等になっております。富津公民館吸収式冷温水発生機交換工事につ

いては、冷暖房の空調に関わるもので、平成 28 年度で設計を出しまし

て、平成 29 年度にこちらを交換するために社会教育施設管理運営基金

から繰入を行うものでございます。

社会教育施設管理運営基金とは、埋立記念館管理運営基金のことでし

ょうか。

はい。平成 26 年度に基金の見直しを行いまして、当初は富津埋立記念

館管理運営基金ということであったものを、社会教育施設全てのもの

に使えるようにするために、『社会教育施設管理運営基金』として名目

を変えたものでございます。

ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。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 28 年度末退



21

鶴岡課長

岡根教育長

職教職員に対する教育功労者の表彰について』説明をお願いします。

なお、この議案は富津市教育委員会会議規則第 13 条第１項第５号、会

議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障

を生ずるおそれのある事項に関する案件ですので、非公開とすべきと

考えますが、いかがでしょうか。非公開とすることに賛成の委員の挙

手を求めます。全員賛成ですので、議案第５号の審議は非公開で行う

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。それでは、議案第

５号『平成 28 年度末退職教職員に対する教育功労者の表彰について』

説明をお願いします。

はい。それでは議案第５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。教育委員会では、『退職教職員感謝状贈呈』に関する

内規及び富津市教育委員会行政組織規則第５条第 13 号の規定により、

候補者名簿を別紙のとおり提出し、議決を求めようとするものです。

内規に基づく教職員とは、校長、教頭、教諭、学校事務職員、学校栄

養職員で、退職時に本市の教育機関に勤務しており、教職員の職に 15

年以上あった方で、富津市における教育の振興に関し、特に顕著であ

った教職員を教育功労者として表彰しようとするものでございます。

40 ページをお開き願います。こちらに、平成 28 年度末退職教職員教育

功労表彰者名簿がございます。今年度は、富津小学校石井校長から、

湊小学校立川教諭までの 14 名の方が対象となります。詳細につきまし

ては、41ページから47ページまでにご功績が記載されておりますので、

ご覧いただきたいと思います。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５号についてご質問・ご意見

等はございますか。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。ここで非公開を解きます。続いて、提案理由が同一であ

るため、議案第６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』及び議案第７号『富津市教育委員会事務部局
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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』

説明をお願いします。

はい。それでは議案第６号及び７号について、ご説明申し上げます。

49 ページ及び 60 ページをお開き願います。教育委員会は、富津市教育

委員会行政組織規則及び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、富津市教育委員会

行政組織規則第５条第２号の規定により、議決を求めようとするもの

でございます。提案理由は、定員適正化計画に基づき行政組織の合理

化及び職員の適正配置を行うため、行政組織を改編することに伴い、

規則の一部を改正しようとするものでございます。53 ページの新旧対

照表をご覧願います。下線の部分が改正箇所になります。第９条第１

項第１号及び第６号、教育長の専決は、市長の権限に属する補助執行

に関する規程第２条、委員会等の職員による補助執行に該当しないた

め削除いたします。次に、第 11 条、部、課及び係の設置は、行政組織

の改編に伴い、教育総務課が、庶務係と施設係となり、指示系統の見

直しのため給食係が学校教育課へ移ります。更に、学校教育課へ再配

置計画の推進のため、新たに学校再配置推進室が設置され、管理体制

強化のため共同調理場長が設置されます。教育センターは、学校教育

課から分離します。なお、教育センター及び共同調理場は教育委員会

の所管に属する教育機関ですので、ここには記載されません。次に、

第 12 条、課及び係の事務分掌は、第 11 条の部、課及び係の設置の変

更による改正でございます。58 ページをご覧願います。第 15 条、課長

等及び第 16 条、職員は、については学校再配置推進室設置に伴い室長

の設置による改正でございます。63 ページ及び 64 ページをご覧願いま

す。第２条、職員の級別職及び職務は、富津市教育委員会行政組織規

則第 11 条の改正により、７級に室長を充て、５級に調理場長を充てる

改正でございます。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６号及び議案第７号について

ご質問・ご意見等はございますか。無いようですので、議案第６号に
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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。では、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『富津市教育委員会事務決裁規程の一部

を改正する訓令の制定について』説明をお願いします。

はい。それでは議案第８号について、ご説明いたします。65 ページを

お開き願います。教育委員会は、富津市教育委員会事務決裁規程の一

部を改正する訓令の制定について、富津市教育委員会行政組織規則第

５条第２号の規定により、議決を求めようとするものでございます。

提案理由は、富津市教育委員会行政組織規則の一部改正に伴い、規程

の一部を改正しようとするものでございます。67 ページの新旧対照表

をご覧願います。下段、別表２（第８条関係）個別専決事項の教育総

務課の表中、（14）学校給食計画の決定（15）栄養及び献立の作成の決

定（16）賄材料の調整を削り、68 ページの学校教育課の表中に加え、

（８）学校施設使用料の減免を削り、教育総務課の表中に加える改正

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８号についてご質問・ご意見

等はございますか。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。続いて、議案第９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』説明をお願いします。

はい。それでは議案第９号について、ご説明いたします。69 ページを

お開き願います。教育委員会は、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、富津市教育委員会行政組織規

則第５条第２号の規定により、議決を求めようとするものでございま

す。提案理由は、組織改編に伴い、共同調理場を係として新設し、場

長を配置するため、規則の一部を改正しようとするものです。71 ペー

ジの新旧対照表をご覧願います。下段、第４条の表中、職の欄に「調

理場長」を加え、職務の欄に、「課長等の事務を補佐し、調理場の統括
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今井参事

及び所管職員の指揮監督に当たるとともに、自らも一般事務及び一般

技術に従事する。」を加える改正でございます。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９号についてご質問・ご意見

等はございますか。無いようですので、議案第９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９号は承認

されました。続いて、議案第 10 号『富津市学校給食費徴収規則の一部

を改正する規則の制定について』説明をお願いします。

はい。議案第 10 号について、ご説明申し上げます。73 ページをお開き

願います。教育委員会は、富津市学校給食費徴収規則の一部を改正す

る規則の制定について、富津市教育委員会行政組織規則第５条第２号

の規定により、議決を求めようとするものです。提案理由は、給食費

の減額は、食物アレルギー疾患を有するときと規定されておりますが、

食物アレルギー以外の疾患も想定されるため、「その他教育長が認める

疾患を有するときは、給食費を減額することができる。」を加え、規則

の一部を改正しようとするものでございます。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 10 号についてご質問・ご意見

等はございますか。無いようですので、議案第 10 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 10 号は承認

されました。続いて、議案第 11 号『富津市就学指導委員会規則の一部

を改正する規則の制定について』説明をお願いします。

はい。議案第 11 号について、ご説明申し上げます。77 ページをご覧願

います。こちらについては、文部科学省の「障害のある児童生徒等に

対する早期からの一貫した支援についての通知（平成 25 年 10 月４日

付け）に伴い、千葉県教育委員会より『就学指導委員会』については、

早期の教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した

支援についても助言を行うという観点から「教育支援委員会」といっ

た名称にすることが望ましいとの通知があったため、規則の改正をす

るものでございます。79 ページの新旧対照表をご覧願います。題名を
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富津市教育支援委員会規則に改めます。続いて、第１条中「就学指導」

を「教育支援」に、「富津市就学指導委員会」を「富津市教育支援委員

会」に、「指導委員会」を「委員会」に改めます。また、第２条、３条

第１項、第５条第１項、第６条第１項、第７条第１項、第８条第１項

中の「指導委員会」を「委員会」に改めます。また、改正に伴い、句

読点等を加え条文の整理をいたしました。78 ページをご覧願います。

附則といたしまして、この規則は平成 29 年４月１日から施行するもの

でございます。以上で説明を終わります。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 11 号についてご質問・ご意見

等はございますか。無いようですので、議案第 11 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 11 号は承認

されました。次に、報告事項に入ります。報告第１号専決事項の報告

についてお願いします。

はい。それでは報告第１号後援申請についてご報告いたします。資料

の 81 ページをお開き願います。平成 29 年１月 18 日から１月 26 日ま

での後援申請受付分につきましては、次の 82 ページに記載のとおり、

ネイチャーミュージアム金谷実行委員会会長、鈴木裕史外２件を承認

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号についてご質問・ご意見

等はございますか。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。無いようですので教育総務課お願いします。

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議等の日程でございますが、

３月 30 日、木曜日、午後１時半より、市役所５階、502 会議室におい

て退職教職員感謝状贈呈式、午後２時半より、401 会議室において教育

委員会定例会議の開催を予定しておりますので、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。


