
平成 30 年５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 30 年５月 31 日（木）

10 時 00 分から 10 時 51 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 富津市社会教育委員の委嘱について

議案第２号 富津市学校評議員の委嘱について

議案第３号 平成 30 年度富津市一般会計予算教育費６月補

正予算案について

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、笹生教育部長、髙梨教育部参事兼学校教育課長、重城

教育総務課長、細谷学校教育課主幹、鈴木学校再配置推進室長、

河野教育センター所長、當眞生涯学習課長、渡邉公民館長、刈

込教育総務課長補佐、髙濵教育総務課主任主事

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３号に該当のため

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 30 年５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

宮田委員

岡根教育長

こんにちは。新年度が始まって、もう２か月が過ぎようとしておりま

す。各学校も軌道に乗ってきていると思います。年度当初は、保護者

の授業参観やＰＴＡ総会、家庭訪問等の諸行事もあり、慌しいスター

トであったと思います。また、小学校の運動会や中学校の修学旅行な

どの行事もありました。社会体育の面でも、各種スポーツにおいて新

年度のメンバーで大会が開かれており、いよいよ新年度がスタートし

たと感じております。もう１か月前になりますが、校長会・教頭会合

同の歓送迎会では委員の皆様にご出席いただき、感謝申し上げます。

新管理職も気持ちを新たに、新風を吹き込んでくれるものと期待して

いるところです。さて、それでは、教育委員会議を開催いたします。

本日の議題については、『富津市社会教育委員の委嘱について』など、

議案３件、報告３件でございます。忌憚のないご意見をお願いいたし

ます。それでは、平成 30 年５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ございますが、宮田委員にお願いいた

します。

はい。

それでは、教育長報告を申し上げます。１ページをご覧願います。１

番目の富津市校長会研修会ですが、会議の冒頭に、東京パラリンピッ

ク観戦を視野に入れた、障がい者の理解教育や福祉教育についてのお

願いをさせていただきました。具体的には、この東京パラリンピック

の機会を通じて、各学校での教育課程の中に、障がい者の理解や福祉

教育をしっかりと位置づけたものを検討していただきたいとお話させ

ていただきました。次に２番目の富津市文化協会総会ですが、文化協

会加盟の各位が出席して、昨年度の事業報告、決算報告、今年度の事

業計画、予算案を審議いたしました。私からは、富津市の文化事業や

古典芸能の継承などに対し、ご尽力されていることに感謝するととも

に、会のますますの発展を祈念することに加え、現在の学校再配置等

の施策について少々触れて、挨拶いたしました。次に３番目の富津市
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経営改革本部会議ですが、平成 30 年度の経営課題についてや富津市所

有の公共施設や公共物に名前を付与する権利に対し、その対価を得て

施設の運営維持と利用者のサービス向上を図る、ネーミングライツの

導入等を議題としました。教育部の経営課題としては、天羽中学校校

舎改築、小中学校再配置個別計画の推進、統合中心校改修の検討等を

掲げております。次に４番目の富津市民の森フェスタですが、地域の

方々のご尽力で、26 回目となるフェスタが開かれ、晴天の中でこいの

ぼりが泳ぐ中、市民の森芝生広場で開催されました。和太鼓の演奏に

始まり、天羽高校のブラスバンドとコーラスや紅陵高校のブラスバン

ドの演奏などがあり、市内外から多くの方が来場し大盛況でした。次

に６番目の君津地方教育委員会連絡協議会総会ですが、今年度も富津

市が事務局を行うことや、今年度の諸行事への対応を確認しました。

次に７番目の富津市国際交流協会総会ですが、今年度は協会発足 30 周

年を迎えるということで、姉妹都市のカールスバッド市の訪問を行う

ことやカールスバッド市の高校生のホームステイの受入れを企画して

いることなどが提案されました。また、記念講演では、大堀在住の女

性から、『高校１年生のときにカールスバッドを訪問した経験がその後

の人生に大きな宝となっていて、この経験を与えてくれた協会へ感謝

している。』というお話がありました。次に８番目の千葉県市町村教育

委員会連絡協議会定期総会では、千葉県教育次長の大木次長がご挨拶

され、教職員の綱紀粛正、千葉県教育進行基本計画、新学習指導要領

対応、学校の業務改善の４点について、お話がありました。その後の

講演では、文部科学省主任学校教育官から『道徳教育の抜本的充実に

向けて』と題して、特別の教科道徳の導入の背景や評価についての内

容が話されました。会員の教育長からは、行動評定は内申書等にも記

載するが、特別の教科道徳は内申書には記載しないことから、行動評

定と道徳の評価の関係等についての質問があり、『特別の教科としての

実践、充実を求めることから、行動評定とは別に教科の評価もお願い

しているところである。』との答弁がありました。次に９番目の第 46

回内房地区民謡民舞発表会ですが、日本古来の民謡や民舞を継承し、
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小坂委員

芸を磨いている方々の発表が中央公民館ホールにて行われ、挨拶いた

しました。若い方から年配の方まで、日々の稽古を積んでいまして、

大変素晴らしいと思いました。最後に 10 番目の教頭懇談会ですが、今

年度から、教頭や教務との意見交換をしながら、日頃の状況や困って

いることを聞ける機会を設けようと始めました。今回は、各校の教頭

との懇談会で時間外勤務の軽減と読書の推進等を中心に意見交換を行

いました。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。はい。小坂委員。

はい。５月 22 日に行われました、千葉県市町村教育委員会連絡協議会

定期総会に参加させていただきましたので、感想等も含めて少しお話

させていただきます。特別講演では、『道徳教育の抜本的充実に向けて』

を演題とし、講師の方から色々なお話がありました。まず始めに、道

徳の教科の意義として、授業改善に繋げるための評価であること、児

童自らの成長を実感し意欲の向上に繋げていくものの評価であること

とお話がありました。評価の方法については、数値による評価ではな

く記述式で行い、今までは、通知表の『行動の記録』のところに総合

的な学習について文書表記する部分があったのですが、そちらと別の

枠を設けて、文章で記述するということでした。また、調査書には記

載せず、入学者選抜の合否判定に活用することのないようにするとい

うことでした。それから、評価の工夫として、どのように子供を評価

していくかというところでは、年間 35 時間の授業という長い期間の中

で、児童生徒が１年間で書き溜めた感想文等を保管しておき、そちら

から児童生徒の変化を見ていくということでした。また、教師にとっ

ては、教員同士で互いに授業を交換して見合うという、いわゆる教師

の研修を行うことや、チームとして取組を行ったり、学校内で共通認

識を持つような研修をするようにということでした。今回の講演の最

後に、質疑応答の中で『今回の改訂については、教師のためのものな

のか、児童のためのものなのか。』と質問された方がいらっしゃったの

ですが、講師の方も、苦し紛れに『私の立場では申し上げられない。』

とおっしゃられておりました。私の個人的な考え方としましては、学



4

岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

河野所長

校現場の先生方は多忙ですので、そのような中での今回の改訂は、多

忙化を解消できず、ますます学校現場の実態が苦しくなるのではない

かと考えました。子供にも、教師にとっても学校現場の実態を考慮し

てより良い実践にしていくべきではないかと感じました。以上です。

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、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。５月 21 日・23 日・24 日の３

日間の午前中を使い、人事評価に係る校長の当初面談を実施いたしま

した。教育長室にて１人ずつ、１次評価者の学校教育課長と２次評価

者の教育長で面談を行いました。本人事評価制度は、学校教育目標達

成のためにそれぞれが各々の業務上の目標を立て、目標達成のための

手立てを考え、努力をすることが目的でございます。校長は既に本年

度から、その他の県費負担教職員は来年度から、人事評価が勤勉手当

や給与に反映することになっていることもあり、達成基準や評価観点

について重点を置き、確認いたしました。５月 28 日に大貫中学校・佐

貫中学校の、５月 29 日に天羽地区４小学校の第１回代表部会が開かれ

ました。代表部会では、新しい学校の校歌や校章の制定方法について

の協議を進めております。今後、具体的なご提案ができるようになれ

ば、学校再配置推進室からご提示したいと存じます。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。５月８日、502 会議室におい

て、特別支援教育推進チーム会議を開催いたしました。今年度も、通

常の学級における特別な支援が必要な児童・生徒の実態の把握と適切

な支援・助言を行うため、巡回訪問を実施いたします。今回の会議で

は、そのための計画立案並びに訪問日程の調整を行いました。小・中

学校、保育所、市役所子育て支援課職員など、計 10 名の委員が数名で

チームを作り、５月から９月にかけて市内全小中学校を巡回訪問いた

します。５月９日、404 会議室において、第１回富津市学力向上推進委
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岡根教育長

當眞課長

員会議を開催いたしました。富津市では、記述式の回答に課題がある

ため，『書くこと』に焦点を当て、思考力・表現力の育成に取り組んで

きましたが、今年度は『書くこと』に加えて、『読むこと』、特に読書

の推進にも力を入れていくことを確認し、学力向上についての話合い

がなされました。５月 16 日、市民ふれあい公園臨海陸上競技場におい

て、君津市・富津市小学校陸上競技記録会が開催されました。当日は

暑いぐらいの晴天の中、選手となった児童たちは、各競技に全力で取

り組んでいました。また、競技ばかりでなく、運営面で役員をする児

童や応援をする児童の姿もとても立派でした。結果は、お手元の資料

をご覧いただきたいと思います。５月 29 日、401 会議室において、中

堅層教職員研修会を開催いたしました。千葉県総合教育センターの桂

研究指導主事、米本研究指導主事を講師に、『新学習指導要領について』

という演題で研修を行いました。変化が激しく予測困難な社会を生き

抜く子供たちに身につけさせたい資質や能力について、活発な意見交

換がなされていました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。最後に生涯学習課、お願いします。

はい。生涯学習課の報告をいたします。４月 26 日、木更津市役所朝日

庁舎において、君津地方社会教育委員連絡協議会正副会長・参与会議

が開催され、各市社会教育委員長・生涯学習課長及び担当の出席によ

り、５月 27 日開催予定の総会の打合せを行いました。４月 27 日、502

会議室において、富津市スポーツ少年団代表指導者会議が行われ、平

成 29 年度事業報告及び収支決算報告、平成 30 年度事業計画（案）、収

支予算（案）、など審議され、原案のとおり承認されました。その後、

千葉県スポーツ少年団表彰伝達式が行われ、個人表彰として青堀少年

野球クラブ代表の石井康弘氏が、団体表彰として天羽フットボールク

ラブが表彰されました。４月 29 日、富津市スポーツ・レクリエーショ

ン推進員連絡協議会主催による、第 24 回健康ウォークラリー大会が大

佐和地区吉野小学校周辺を会場に実施されました。13 チーム、63 人の

参加がありました。参加者は、約４kｍのコースを、途中に設定してあ

るクイズやゲームに挑戦し楽しみながらウォークすることで、普段気
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づかなかった地域の再発見をするとともに、さわやかな汗を流してい

ました。５月４日、市民ふれあい公園臨海陸上競技場において、第 25

回富津市教育長杯争奪少年サッカー大会が開催され、総勢 14 チームの

参加があり、学年ごとに分かれ競技が行われました。同日、同所にて、

平成 30 年度富津市スポーツ少年団サッカー交流大会が開催され、２チ

ームの参加があり、競技が行われました。５月６日、袖ケ浦市臨海ス

ポーツセンターにおいて、平成 30 年度君津地区スポーツ推進委員連絡

協議会総会及び実技研修会が開催されました。総会では、平成 29 年度

事業報告・決算報告及び平成 30 年度の事業計画（案）・予算（案）な

ど審議され、原案のとおり承認されました。総会後に開催された実技

研修会では、ウォーキングについての実技研修が行われました。参加

者は、心地良い汗をかきながら体験しておりました。５月８日、502 会

議室において、富津市スポーツ推進委員会議が開催されました。君津

地区スポーツ・レクリエーション祭富津公園歩け歩け大会について、

ＦＴＳ杯争奪スポーツ大会について、第 25 回ＦＴＳ杯争奪少年柔道大

会について審議されました。５月 12 日、いち川において、平成 30 年

度富津市ＰＴＡ連絡協議会新旧常任委員会が開催されました。平成 29

年度事業経過及び決算報告、平成 30 年度事業計画（案）及び予算（案）

など審議され、原案のとおり承認されました。５月 13 日、富津公民館

において、平成 30 年度富津市子ども会育成連絡協議会総会が開催され

ました。平成 29 年度事業報告及び決算報告、平成 30 年度事業計画（案）

及び予算（案）など審議され、原案のとおり承認されました。同日、

市総合社会体育館において、第 36 回ＦＴＳ少年剣道大会が開催されま

した。395 名の参加により個人戦が行われ、小学生の部では、男子 111

名、女子 58 名、中学生の部では、男子 134 名、女子 92 名の参加があ

り、日頃の練習の成果を十分に発揮し競技を行っておりました。同日、

佐貫コミュニティセンターにおいて、総合型地域スポーツクラブ佐貫

クラブ第７回定期総会が開催されました。総会では、平成 29 年度事業

報告及び決算、平成 30 年度事業計画及び予算（案）など審議され、原

案のとおり承認されました。佐貫クラブは、平成 23 年に発足し７年を
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岡根教育長

坂部委員

鈴木室長

坂部委員

鈴木室長

経過いたしました。現在、会員登録 199 名で、８つの定期教室を開催

しており、地域住民相互の体力づくり、健康づくり、地域づくりの推

進が行われておりました。５月 27 日、ホテル千成において、平成 30

年度君津地方社会教育委員連絡協議会総会が開催され、平成 29 年度事

業及び決算報告、平成 30 年度事業計画・予算（案）などについて審議

がされ、原案のとおり承認されました。今年度は、７月 14 日に富津公

民館において、君津地方社会教育推進大会が開催されます。大会を記

念して講演会が行われます。講演テーマは『今、ジモトを楽しもう！

～これからの地域を輝かせるのは、アナタかもしれない～』と題し、

講師は、千葉日報編集局社会部長の井澤様にお願いする予定でござい

ます。地域をいきいきとさせている各地のアイデアなどについてお話

をいただきます。平成 30 年３月の定例会で富津市指定文化財として認

定されました西川・福恩寺の木造阿弥陀如来坐像について、５月 28 日、

同寺本堂において、指定書の伝達式が行われました。当日は、檀家役

員らが見守る中、教育長より今井住職へと指定書が手渡されました。

同日、千葉県庁において、平成 30 年度市町村青少年行政主管課長会議

が開催されました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

ございますか。はい。坂部委員。

はい。学校教育より報告のありました、５月 28 日・29 日に行われまし

た学校再配置個別計画検討協議会について、お聞きします。今年度で

は１回目の代表部会ということでしたが、代表部会の委員の方につい

ては、昨年度から引き続き同じメンバーの方々なのでしょうか。

はい。ＰＴＡの役員及び地区の代表区長が任期により変更となり、代

表部会委員につきましては当て職という形となっており、そちらに伴

って、新しい役員の方にお願いをしております。

わかりました。では、委員の変更に伴って引継ぎ等は行われたのか、

また、問題なく協議は進められたのかをお聞かせください。

はい。引継ぎにつきましては、幾分か行っていただいていたようです。

また、こちらでも検討協議会の状況や昨年度の進捗状況等も報告させ



8

坂部委員

岡根教育長

小坂委員

髙梨参事

小坂委員

岡根教育長

ていただいており、協議につきましても順調に進めさせていただいて

おります。

わかりました。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。はい。小坂委員。

はい。学校教育課より報告のありました、５月 21 日・23 日・24 日に

行われた人事評価制度に係る校長の当初面談について、勤務評定の実

施ということですが、特に気をつけて実行しなければいけないことや

心配されるようなことはなく、スムーズに面談が行われたのでしょう

か。

はい。来年度から管理職以外の事務養護教諭を含めた職員につきまし

ては、30％以内で優秀教員として評価するということになっており、

次年度の勤勉手当については上積みされること、給与については１号

級昇給するということになっております。このように、今年度の評価

によって、パーセンテージが決まっている中で来年度の給与に反映す

ることになりますので、面談を行う中で、達成基準については、特に

教育長から、具体的内容を示す等、細やかな確認を行ったところでご

ざいます。『何をどこまで達成したら評価をするのか。』等のしっかり

とした達成基準をつくることが重要となり、そして、それを記録し保

管する、要するに職員に説明ができるようにしておくことが、この制

度を運用していく上で必要になります。以上でございます。

わかりました。ありがとうございました。

目標申告というものがございまして、学校経営や教育課程、学校管理

等の各項目について、それぞれにおいて、教育目標に応じてどのよう

なことをやっていくかということで書いていただいております。しか

しながら、教育というのは数値で表すのが難しい部分が多くございま

すので、例えば、私どもが『読書の時間を増やそう。』ということで掲

げている目標を、学校ではどうように捉えているのかをこちらとして

は把握したいですし、そこに書いていなくても別のところで確認はさ

せていただております。各学校長に対しましては、数値目標にある程

度ポイントをおいて、それを越えたら達成したというように見ないと、
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小坂委員

岡根教育長

當眞課長

岡根教育長

『頑張りましたね。』だけではわからないということや、『どのような

観点で学校を経営したいかということをこちらへ伝えてください。』と

お話しました。しかしながら、そこに書いてあることだけではない内

容が、学校というのはたくさんありますので、そのような点では難し

いと感じます。ひとつの項目のみを見れば良く見えるのですが、それ

以外にもやらなければいけないこともたくさんあります。また、職員

の意欲喚起をどう図るかというのも経営の中にあるでしょうし、その

ような点を含めますと、なかなか一文で書くのは難しいのではないか

と思いました。そのような中ではありますが、先ほど髙梨参事がお話

しましたように、『どこまでやったら達成したかというポイントがない

と非常にわかりづらくなりますし、職員に対して説明がつかなくなる

ので、そういうものは職員にもしっかり求めた方がいいんじゃないで

しょうか。』と各校長にはお話しました。

わかりました。ありがとうございました。数値で表せない部分もあり、

なかなか難しい点もあるようですが、記録にとっておかなければいけ

ないことでしょうから、よろしくお願いしたいと思います。

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号富津市社会教育委員の委嘱について、説

明をお願いします。

はい。議案第１号について、ご説明申し上げます。本議案は、富津市

社会教育委員として、富津市老人クラブ連合会代表の永塚弘氏及び富

津市ＰＴＡ連絡協議会代表の中村智也氏の２名を委嘱したいので、議

決を求めるものでございます。提案理由でございますが、富津市社会

教育委員の富津市老人クラブ連合会及び富津市ＰＴＡ連絡協議会の代

表に変更があり、後任者の推薦がありましたので、社会教育法第 15 条

第２項及び富津市社会教育委員に関する条例第２条の規定により、委

嘱しようとするものであります。なお、任期は、前任者の残任期間の

平成 30 年５月 31 日から平成 31 年３月 31 日までであります。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
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細谷主幹

岡根教育長

重城課長

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号富津市学校評議員の委嘱について、

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。４ページから６ペ

ージをご覧願います。各学校長の推薦により、市内 16 小中学校で延べ

78 名の学校評議員を委嘱するものでございます。兼任の方が３名おり

ますので、実数は 75 名となります。それぞれの学校の計画により、特

色ある学校運営、地域と連携した学校経営等のため、各種学校行事、

会議等に参加し、学校長の求めに応じ意見を述べていただく活動をし

ていただいております。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号平成 30 年度富津市一般会計予算教

育費６月補正予算案について、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３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３号平成 30 年度

富津市一般会計予算教育費６月補正予算案について、説明をお願いし

ます。

はい。議案第３号について、ご説明申し上げます。７ページをご覧願

います。平成 30 年度富津市一般会計補正予算のうち、教育部所管の補

正予算案についてご説明申し上げます。提案理由でございますが、６

月市議会に付議する６月補正予算案について、富津市教育委員会行政
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組織規則第５条第３号の規定により、意見を求めるものでございます。

それでは、内容についてご説明させていただきます。まず始めに、天

羽中学校に係る補正予算についてご説明いたしますので、12 ページを

ご覧願います。今回の補正予算に計上いたしました主な事業でござい

ますが、天羽中学校校舎改築事業の全体をご説明いたします。天羽中

学校校舎改築事業につきましては、平成 31 年度、平成 32 年度の２か

年に分けて校舎の改築を実施する予算でございまして、総額は

1,117,782 千円、そのうち、平成 30 年度分は総額の３.９％の 43,263

千円、31 年度分は、96.１％の 1,074,519 千円の計上で、こちらが歳出

の総額でございます。国庫負担金については、２年間の総額で 292,755

千円を見込んでいます。こちらについては、公立学校施設整備費負担

金で補助単価に国庫負担金における資格面積を乗じて得た額に１パー

セントの事務費を見込んだ額の２分の１を見込んだものでございま

す。また、地方債については、事業費から国庫負担金を控除した額の

90％で２か年間の総額で 797,700 千円を見込んでおります。その残額が

一般財源として計上しております。継続費に係る説明は以上のとおり

でございまして、そのうち 30 年度分に係る歳入については、８ページ

から 11 ページまで、それぞれの科目ごとに計上しております。次に、

天羽中学校校舎改築の概要につきまして、資料にはございませんがご

説明申し上げます。スケジュールにつきましては、平成 32 年１月に供

用開始予定でございまして、６月から解体工事に入り、年内に着工予

定でございます。建築概要でございますが、鉄筋コンクリート造１棟

２階建て、延床面積は 3,241 ㎡でございまして、普通教室６室・特別

支援教室２室・特別教室８室及び準備室、校長室・職員室・会議室２

室ほか 10 室で、トイレは３か所を予定しております。その他の特徴と

しましては、①１階中央に位置するアトリウム、②多目的ホールは移

動間仕切りでアトリウムと一体的な使用が可能、③図書室及びコンピ

ュータ室はメディアセンターとしての位置づけとして、図書室につい

ては多目的ホールと同様に将来的な地域開放も想定、④１階から２階

の大階段については、ステージなどにも利用可能な踊り場を設置、⑤
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岡根教育長

坂部委員

重城課長

坂部委員

岡根教育長

當眞課長

床、壁等を中心に木質化を図り、落ち着きや温かみのある空間、⑥空

調設備を、教室・多目的ホール・職員室等に設置、⑦太陽光発電の設

置などでございます。以上が、天羽中学校の予算における新校舎の建

物概要でございます。続きまして、もう１点の補正予算の概要につい

て、ご説明いたします。９ページをご覧願います。教育費寄附金の小

学校寄附金につきましては、本年４月にロッキー工業株式会社から吉

野小学校の教育振興のため 3,000 千円の寄附があったことから、補正

するものでございます。この歳入に伴う歳出については、11 ページを

ご覧願います。学校教育振興基金 384 千円を積み立てるるとともに、

学校管理費として、ミーティングテーブルの備品を 430 千円、会議室

エアコン設置工事 972 千円、教育振興費として消耗品費 95 千円、大判

プリンターなどの教材備品 619 千円、図書備品 500 千円を計上してお

ります。以上が寄附に伴う歳出補正でございます。以上で教育部所管

に係る補正予算についての説明を終わらせていただきます。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。はい。坂部委員。

はい。天羽中学校改築事業について、この約 11 億円の中には、解体費

も含まれているのでしょうか。

はい。解体費につきましては、当初予算で計上済みでございまして、

これにつきましては、６月議会で契約の締結の承認を得る予定となっ

ております。つまり、約 11 億円の中には、解体費は含まれておりませ

ん。

わかりました。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、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。ここで非公開を解きます。次に、報告

事項に入ります。報告第１号富津市図書施設雑誌スポンサー制度実施

要領の制定について、説明をお願いします。

はい。報告第１号について、ご説明申し上げます。13 ページをご覧願
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岡根教育長

榎本委員

當眞課長

います。提案理由でございますが、富津市公民館図書室及び市民会館

図書室並びに富津市移動図書館の新たな図書資料を確保し、市民への

図書利用サービスの向上を図るため、雑誌カバー及び雑誌架を民間事

業者等の広告媒体として提供し、その対価として雑誌の購入代金を事

業者等が負担する制度の実施に関し、富津市広告事業実施要綱第４条

に基づき、必要な事項を定めたので、報告するものでございます。14

ページから 17 ページが『富津市図書施設雑誌スポンサー制度実施要領』

となっております。この雑誌スポンサー制度については、富津市図書

施設の新たな図書資料を確保し、市民への図書利用サービスの向上を

図るため、雑誌カバー及び雑誌架を民間事業者等の広告媒体として提

供し、その事業活動を促進するとともに、雑誌の購入代金を負担して

いただく制度でございます。社会貢献活動の一環としてご協力いただ

くという側面もございます。提供いただいた雑誌の最新号のカバーと

雑誌架に、提供スポンサーの名称を表示し、カバーの裏面と雑誌架に

広告を掲示します。雑誌スポンサー制度の概要でございますが、申込

書に、スポンサーになることを希望する雑誌名・広告掲出施設等を記

入し、広告の原稿等を添付して生涯学習課に提出していただきます。

希望する雑誌は、教育長が図書資料として適当と判断した場合に認め

られます。広告内容等については、富津市広告事業実施要綱及び富津

市広告事業実施基準に基づいて判断されます。スポンサーには、雑誌

の購入代金を負担していただきます。提供いただいた雑誌の最新号の

カバー表面と雑誌架に、提供スポンサーの名称を表示し、カバーの裏

面と雑誌架にはスポンサーが作成した広告を掲示する予定でございま

す。以上で説明を終わります。

はい。ありがとうございました。報告第１号について、ご質問はござ

いますか。はい。榎本委員。

はい。こちらのスポンサーになるには、雑誌を購入するということだ

けで良いのでしょうか。また、雑誌を購入する費用以外に、料金が発

生するのでしょうか。

はい。雑誌の購入につきましては、スポンサーを申し出た団体が直接
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榎本委員

當眞課長

榎本委員

岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

重城課長

岡根教育長

購入し、その購入した雑誌を提供していただく形になり、裏のカバー

等につきましては、団体名についてはこちらでお入れいたしますが、

そちらに関する広告については、スポンサーとなる方が広告を入れる

というようになります。

その広告を入れることに対する料金は、別に発生しないということで

すか。

はい。別途料金は発生いたしません。

わかりました。ありがとうございました。

他にご質問はございますか。無いようですので、続いて、報告第２号

平成 30 年度市内小・中学校教職員数及び児童・生徒数について、説明

をお願いします。

はい。報告第２号について、ご説明申し上げます。21 ページをご覧願

います。学校基本調査、俗に『５・１調査』と呼ばれる５月１日現在

の調査から、本年度の教職員数、学級数、児童生徒数を一覧にしてご

ざいます。全体数を昨年度との比較でご説明いたします。小学校の職

員数が昨年度 174 名から 168 名で６名減、中学校の職員数が 105 名か

ら 103 名で２名減、学級数では小学校は 99 学級から 97 学級で２学級

減、中学校の学級数は 42 学級から 43 学級で１学級増でございます。

こちらにつきましては、新たに富津中で難聴学級を開設したものでご

ざいます。児童生徒数でございますが、小学校児童が1,763名から1,742

名で 21 名減、中学校生徒が 953 名から 901 名で 52 名減でございます。

それぞれの詳細は一覧をご覧願います。以上でございます。

はい。ありがとうございました。報告第２号について、ご質問はござ

いますか。無いようですので、続いて、報告第３号専決事項の報告に

ついて、説明をお願いします。

はい。それでは報告第３号について、ご報告いたします。資料 22 ペー

ジをご覧願います。平成 30 年４月 16 日の後援申請受付分につきまし

て、次の 23 ページに記載のとおり、君津市体育協会他 12 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３号について、ご質問はござ
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重城課長

岡根教育長

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日程でございますが、６

月 28 日、木曜日、午前 10 時から、湊小学校にて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。


