
平成２１年１１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２１年１１月１９日（木）

１０時００分から１１時００分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎５階５０２会議室

４ 審議等事項

〇付議議案

議案第１号 平成２１年度富津市一般会計予算教育費

歳入歳出１２月補正予算について

議案第２号 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例の制定について

〇報告事項 

報告第１号 後援申請について

５ 出席者名

稲葉委員長、池田委員長職務代理者、坂井委員、宮田委員、

渡辺教育長、吉原教育部長、山中教育部次長兼体育振興課長、

山野木教育部参事兼市民会館館長、木出嵜参事兼学校教育課

長、横田学校教育課主幹、進藤学校教育課主幹兼学務係長、

今井教育センター主幹、春木生涯学習課長、村石生涯学習課主

幹兼社会教育係長、丸山複合施設建設推進課長、渡辺富津公民

館館長、榛沢中央公民館館長、磯貝庶務課長、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  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２１年１１月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

稲葉委員長 おはようございます。本日の定例会議は午前中の開催となり、

午後からは佐貫小学校を訪問することになっておりますので、

よろしくお願い致します。先日ＴＶニュースの中で、若者が献

血に来ても血液濃度が基準を満たしておらず、血液が浮いてし

まい、献血できないケースがあるというのを観ました。それは、

最近の若い人の食生活の変化、特に一人暮らしをしている若者

にその傾向が多いようです。つまり、インスタント食品やスナ

ック菓子、健康栄養食品や各種サプリメントに頼るという生

活。若者がこういった生活に走るのは誤った情報の受け取り方

をしているのでしょう。健康ブ―ムといわれる中で、新聞・雑

誌やＴＶコマーシャルに健康栄養食品の広告が数多く掲載さ

れています。豊かになった社会では、健康をお金で買うのでし

ょうか。現在、学校では「食育」の指導が盛んに行われていま

す。誤った食習慣をなくすためにも学校や家庭で正しい指導を

して欲しいものです。委員長報告ですが 11 月 7 日、大貫小学

校の公開授業に行って来ました。午前中は一般授業と全学年の

道徳の授業。午後からは「音楽の世界を広げよう」というテー

マで、各学年の合唱発表がありました。大貫小の子どもたちの

発表の後、陸上自衛隊高射学校音楽隊による演奏がありまし

た。演奏の途中、管楽器・打楽器それぞれの音色や特色につい

ての紹介や説明などあり、子どもたちは熱心に聴き入っていま

したし、会場と音楽隊との一体感を感じました。富津市内の子

どもたちは、なかなかこのような機会に出合う環境にないた

め、大貫小のこの企画は大変評価できると思いますし、28 日に

は吉野小で上総ジュニアオーケストラの企画があり、少しづつ

芸術・文化の息遣いが感じられ今後が楽しみでもあります。7

日は関豊小の「ミニ集会」に出席。ここでも子どもたちの合唱

の水準の高さに感心し、元気をもらってきました。ただいまか
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池田委員 

稲葉委員長 

渡辺教育長 

ら会議を始めます。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。 

続いて教育長報告をお願いします。 

はい。始めに、県教委の懲戒処分について報告します。ご承知

のとおり、昨日、県教育委員会は７月３１日に酒気帯び運転で

交通事故を起こした竹岡小学校関原博人教頭を１１月１８日

付けで免職とし、辞令を本人に手渡しました。折しも健康福祉

部職員の不祥事と重なったこともあり、委員の皆様はもちろ

ん、多くの市民に大変ご心配をおかけしていることと思いま

す。職員を指導すべき立場の者が起こした不祥事について、教

育委員会事務局を代表して改めてお詫び申し上げます。今後

は、市内３２０人の教職員及び市役所全職員一丸となって信頼

回復に向けて努力してまいります。引き続きご指導のほどお願

いします。次に資料１ページをご覧ください。１１月１１日君

津地方音楽会が開催されました。本市からは天神山小・関豊

小・富津中の３校が出場し、委員長報告にありました通りの美

しい合唱で感動を呼んでいました。ただ、この行事も御多分に

漏れずインフルエンザの影響を受けており、保護者の入場を断

り、ステージ以外では全員がマスク着用でした。また、出場を

予定していた他の３市の学校の内６校が当日不参加でした。市

内でもこの間、市民文化祭の一環の小中学校音楽のつどいや小

学校体操大会、中学校相撲大会などをやむなく中止していま

す。今日現在も市内複数の学校で学級閉鎖をしています。イン

フルエンザについては、今後も正確な情報の把握に努めなが

ら、怖がり過ぎてはいけませんが甘く見過ぎることのないよう

に対応したいと考えています。次に、１１月１４日から２０日

の梅田哲男先生による小・中学校寄贈絵画作品展ですが、作品

を搬入していただいた１３日午後５時に、簡単な受領の式を行

いました。会期は今日を含めて残り２日です。多くの方に鑑賞
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稲葉委員長 

木出嵜参事 

稲葉委員長 

今井主幹 

していただきたいと思いますので、まだご覧頂いてなければこ

の後見ていただきたいと思いますし、周りの皆様にも声をおか

けください。私からは以上です。

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。

はい。11 月 5 日、千葉県教育庁南房総教育事務所長訪問が午前

中湊小学校、午後天神山小学校で行われ、翌日 11 月 6 日、午

前中環小学校、午後天羽中学校で行われました。各小学校の子

ども達ですが、皆真剣なまなざしで一生懸命授業に取り組んで

いました。また、天羽中学校でございますが、年度当初ふらつ

き、器物破損等問題行動がありましたが、だいぶ落ち着きまし

て、落ち着いた雰囲気の中で学習に取り組んでいました。天羽

中学校をもって、今年度 8 校の教育事務所長訪問が終了しまし

た。続いて 11 月 19 日、本日の午後になりますが、教育長訪問

が佐貫小学校で行われます。教育委員の皆様方もよろしくお願

いいたします。続きまして小学校入学児童就学時健康診断でご

ざいますが、先月に引き続き実施しております。11 月 4 日、関

豊小学校、6 日が飯野小学校、11 日が大貫小学校、17 日が吉野

小学校、18 日が天神山小学校、19 日、本日ですが青堀小学校、

明日 20 日でございますが環小学校、25 日が竹岡小学校、30 日

が佐貫小学校を予定しております。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いし

ます。 

はい。教育センターよりご報告いたします。11 月 7 日（土）に

は、大貫小学校の公開研究会が行われました。先程稲葉委員長

よりご報告いただいた通りでございます。また、11 月 13 日（金）

には、大貫中学校にて道徳授業の学校公開が実施されました。

全学年による道徳の授業公開、生徒集会の後、女子マラソン五

輪メダリスト有森裕子氏による講演会が行われました。両学校

とも、学校関係者、学校評議員、保護者、地域の方々が多数参

加し、盛会のうちに終了いたしましたことをご報告いたしま
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稲葉委員長 

春木課長 

す。 

はい。ありがとうございました。次に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。10 月 30 日

に千葉県自治会館におきまして、県内でニホンザル被害のある

市町と関係団体が集まり、協議会を設置し会長に県自然保護課

長が就任しました。現状では銃器使用による捕獲がかなりの部

分を占めていましたが、群れを分裂させるだけで被害防止の根

本的対策になっていないことが判明してきたため、今後は群れ

単位の管理を基本として計画を策定する方向になりました。11

月 12 日に市役所第 2 委員会室にて、第 2 回生涯学習推進協議

会を開催し、平成 22 年 1 月 31 日の 12 時 45 分から 16 時まで、

富津公民館で、第 10 回生涯学習推進大会を開催することと、

昨年同様に大会開会前に教育委員会表彰を実施すること。その

後オープニングとして文化協会による舞踊（恭扇会）発表し、

開会行事の後の実践発表として、平成 21 年度文部科学省委託

事業「栄養教諭を中核とした食育推進事業」の発表をすること

に決定しました。記念講演は、発行学者で文筆家の、農学博士

小泉武夫氏が｢食の安心安全とこれからの食生活｣ということ

で決定いたしました。その他に、平成 23 年度から 5 か年計画

で予定している、富津市生涯学習推進計画を来年度策定する必

要があるので、今年度「富津市第 3 次基本計画」策定のための

市民アンケートがすでに実施されており、質問事項の中に生涯

学習部門のアンケートを共同で実施してあるので、平成 23 年

度策定に向け協議して予定のお願いをしました。11 月 16 日に、

第 44 回千葉県社会教育振興大会が千葉県総合教育センターで

開催され、社会教育委員 3 名事務局 1 名の計 4 名が参加しまし

た。当日は社会教育功労者表彰の後、「これからの社会教育の

方向性について」パネルディスカッションがあり、最後に記念

講演として、聖徳大学教授の福留強先生の「これからの社会教

育に求めること・生涯学習時代の社会教育について」がありま
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稲葉委員長 

山中次長 

した。11 月 17 日に市役所 502 会議室にて、平成 21 年度第 3 回

社会教育委員会議を開催し、11 月 12 日に第 2 回生涯学習推進

協議会を開催した内容等について等を議題とし、報告事項とし

て君津地方社会教育委員連絡協議会の移動研修や、千葉県社会

教育振興大会等について報告を行い、委員の皆さまからご意見

をいただきました。なお、10 月 29 日の教育委員会定例会議で

報告をいたしましたが、11 月 21 日に開催を予定していた青少

年相談員による平成 21 年度「少年の日・地域のつどい大会南

房総地区大会」の「チャレンジ・ウォーキングのこぎり山＆な

ぎさ」に付きましては、新型インフルエンザの関係で中止にな

りましたので、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。次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。11 月 13 日に

市役所 502 会議室におきまして第 32 回千葉県民マラソン大会

運営委員会会議を実施いたしました。会長に藤井公夫氏が選出

されました。期日につきましては、平成 22 年 3 月 7 日（日）

にスタートし、ゴールは前回の大会で雨が降り参加者が雨を凌

ぐ場所がなかったことを考慮し、総合社会体育館ということで

決定しました。また、種目につきましては、小学生の 2 ㎞、中

学生の 3 ㎞、男女 10 ㎞、男女ハーフの部 4 部門に決定し、今

後 12 月から申し込みを開始して行きたいと考えています。こ

こに記載はございませんが、11 月 23 日午後 7 時から佐貫コミ

ュニテイセンターにおきまして、佐貫地区総合型地域スポーツ

クラブ設立準備委員会を開催します。これは文部科学省が、平

成 22 年度内に全国の各市町村に 1 か所総合型地域スポーツク

ラブを立ち上げるという方針を出しております。子供から高齢

者まで多世代にわたりスポーツを楽しんでもらい交流を深め

ると共に、健康づくり、まちづくりにも寄与しようとするもの

です。佐貫地区におきましても、平成 23 年 2 月設立に向けて

準備を進めていきます。以上でございます。 
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稲葉委員長 

榛沢館長 

稲葉委員長 

木出嵜参事 

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。中央公民館より報告いたします。10 月 30 日から 11 月 3

日までの 5 日間、総合社会体育館・富津公民館・中央公民館・

市民会館において、富津市民文化祭 2009 を開催いたしました。

10 月 30 日の小中学校音楽の集いにつきましては、インフルエ

ンザのため中止いたしました。詳細につきましては、お手元に

配布の資料のとおりですが、全会場での総参観者数は、14,692

人、出演・出展者数で 3,198 人でありました。昨年度と比較い

たしますと、文化祭期間が 1 日少なく、インフルエンザの影響

もありまして、参観者数で 3,740 人、出演・出展者数で 998 人

の減となりました。会場別では、総合社会体育館で 1,006 人、

富津公民館で 7,407 人（内埋立記念館 216 人）、中央公民館で

3,551 人、市民会館で 2,728 人でありました。以上で報告を終

わります。 

はい。ありがとうございました。教育長報告、各課報告の中で

何か聞いておきたいことがありましたらお願いします。無けれ

ば私からひとつ伺いたいことがあります。各課報告の中で小学

校入学児童就学時健康診断について説明がありましたが、健康

診断とは別として最近、私の家の近くでも外国人の姿を見かけ

ることがあります。そこで、市内 17 校小中学校で外国から来

て、市内の学校に通学している児童・生徒は何人位居るでしょ

うか。参考の為に教えていただきたいと思います。その中で、

日本語が出来て日常の授業に影響のある児童・生徒。日常の授

業を受けるのが困難な児童・生徒がどの位居るか。また、その

ような子どもが居た場合の対策はどのようにしているか教え

てください。 

はい。それでは外国籍の児童・生徒が何人居るのかということ

ですが、今手元に資料が無いので調べて、後程お答えいたしま

す。私の現在つかんでいるのは、日本国籍が無い子どもが１名
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稲葉委員長 

坂井委員 

木出嵜参事 

稲葉委員長 

木出嵜参事 

稲葉委員長 

木出嵜参事 

居ります。現在小学校に入学して居りますが、外国籍のままで

保護者の手続きが進まなく日本国籍が取れない児童が 1 名居り

ますが、細かい内訳につきましては調べてお答えいたします。

日本語が話せない子どもは、現在居りません。過去には、中国

籍やフィリピン国籍の児童が居りましたが、支援団体が作成し

ました中国語の教科書やフィリピン語の教科書がありまして、

取り寄せて一時的に使ってもらいました。大人が心配する程で

はなく、覚えが速かったので通常に生活して中学校に入学した

という例がございました。現在の所日本語が話せないという子

どもは居りません。以上でございます。 

はい。ご存じのように、たとえば群馬県の太田市や静岡県の磐

田市など、外国籍の児童・生徒がたくさんいる市では、充分な

対策が取れていると思いますが、この辺の市では、まだ充分な

対策が取れていないと思います。 

はい。私の経験談ですが、子ども達はすぐに慣れてしまいます

が、小学校の低学年の場合、明日の準備をする場合連絡帳で行

いますが、特に工作の準備を母親に伝えるのは大変だと聞いて

おります。 

はい。先程の質問のお答えをいたします。現在飯野小学校にフ

ィリピン国籍の児童が 1 名、天羽中学校に中国籍の生徒が 1 名

居ります。先程私がお答えしました児童は、この中に入って居

りません。 

この児童・生徒については、授業に差し支えないでしょうか。

はい。授業に差し支えないという報告を学校から受けて居りま

す。 

はい。たとえば近隣の市では、今後外国籍の児童・生徒が増え

ていくのでしょうか。 

はい。木更津市、袖ヶ浦市、市原市になりますと、1 クラスに

5 名位の児童が居りまして、授業に苦慮しているという話を聞

いたことがあります。北にいく程多くなる傾向はあります。 
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稲葉委員長 

渡辺教育長 

稲葉委員長 

吉原部長 

山中次長 

はい。今後増えていく傾向があるとすれば、これから対策を考

える必要があると思います。 

はい。県教委でも特別支援を要する子ども達が増加した場合、

状況に応じて教員の要望をしたり、また、そのような学級もあ

るという市もあります。色々な外国籍を持って居りますと、教

員が身振りや手振りも必要になってきて、苦労している学校は

多いと思います。先程坂井委員さんがおっしゃったように、子

どもはすぐに慣れてしまいますが、母親に伝えることは、大変

だと思います。今後このような児童が増える場合は、県教委と

相談して行きたいと思います。 

はい。ありがとうございました。次に付議議案に入ります。議

案第 1 号平成 21 年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出 12 月

補正予算についてお願いします。 

はい。議案第 1 号富津市一般会計予算教育費歳入歳出 12 月補

正予算について。富津市教育委員会は、平成 21 年度富津市一

般会計予算教育費歳入歳出補正予算について、富津市教育委員

会行政組織規則第 7 条第 3 号に基づき、これを市長に申し出る

ものとする。平成 21 年 11 月 19 日提出。富津市教育委員会教

育長渡辺隆二。なお、詳細につきましては、山中次長より説明

をいたさせますのでよろしくお願いいたします。 

はい。今回は、歳入歳出総括にて説明させていただきます。5

ページをお開きください。歳入から説明させていただきます。

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、5 目教育費国庫補助金、1

節幼稚園費補助金、補正額 3,855 千円の増額です。これは、私

立幼稚園就園奨励費補助金で、国からの補助金の補助率 3 分の

1 以内となっており、経済状況の悪化により対象世帯が増加し

たことによる増額です。2 節小学校費補助金、補正額 15,396 千

円の減額です。これは、安全・安心な学校づくり交付金で、佐

貫小学校普通教室棟耐震補強工事完成に伴う入札差金による

ものです。3 節中学校費補助金、補正額 221 千円の増額です。
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これは、特別支援教育生徒就学奨励費補助金で補助率は、2 分

の 1 以内となっており、経済状況の悪化により対象世帯が増加

したことによる増額です。15 款県支出金、3 項委託金、5 目教

育費委託金、1 節教育振興費委託金、補正額 395 千円の増額で

す。これは、外国語活動実践研究事業委託金で全額県からの委

託金です。事業の目的は、学習指導要領改訂に伴い、今年度よ

り移行期間で実施されている小学校外国語活動について、文部

科学省より配布された英語ノートの効果的な活用について研

究するとともに、児童のコミュニケーション能力の育成を図る

ことを目的としています。この事業実施により予想される成果

としては、各小学校で実施されている外国語活動について先行

研究をすることにより、研究成果を還元し本市教育の充実を図

ることができます。17 款寄附金、1 項寄附金、9 目教育費寄附

金、2 節中学校費寄附金、補正額 99 千円の増額です。これは、

福原好子氏より教育振興のための備品購入として寄附を受け

ております。21 款市債、1 項市債、4 目教育債、1 節小学校債、

補正額 16,000 千円の減額です。これは、学校教育施設等整備

事業債で、佐貫小学校普通教室棟耐震補強工事完成に伴う減額

です。歳入予算要求合計額 26,826 千円の減額でございます。6

ページをお開きください。次に歳出の説明をさせていただきま

す。10 款教育費、1 項教育総務費、2 目事務局費、11 節需用費

（修繕料）、補正額 509 千円の増額です。これは、スクールバ

ス修繕料の増額です。19 節負担金補助及び交付金、補正額 5,404

千円の増額です。これは、私立幼稚園就園奨励費補助金です。

21 節貸付金、補正額 360 千円の増額です。これは、育英資金貸

付金です。2 項小学校費、1 目学校管理費、8 節報償費、補正額

60 千円の増額です。これは、外国語活動実践研究事業実施に伴

う講師謝礼です。11 節需用費（消耗品費）、補正額 1,937 千円

の増額です。これは、小学校保健用消耗品費です。11 節需用費

（印刷製本費）補正額、28 千円の増額です。これは、外国語活
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動実践研究事業実施に伴う資料印刷、研究紀要分です。12 節役

務費（通信運搬費）、補正額 7 千円の増額です。これは、外国

語活動実践研究事業実施に伴う通信運搬費です。12 節役務費

（手数料）、補正額 198 千円の増額です。これは、オージオメ

ーター点検検査手数料です。13 節委託料、補正額 5,384 千円の

減額です。これは、平成 20 年度に実施した耐震診断におきま

してＩＳ値が 0.7 以上ありました、富津小学校特別教室耐震補

強設計業務委託分 4,606 千円の減額と本年度実施した佐貫小学

校普通教室棟耐震補強工事監理業務委託 778 千円の減額で入札

執行に伴う残額分です。15 節工事請負費、補正額 33,407 千円

の減額です。これは、本年度工事が終了した佐貫小学校普通教

室棟耐震補強工事分及び学校施設改修工事分で入札執行に伴

う残額分です。18 節備品購入費、補正額 871 千円の増額です。

これは、小学校保健用備品購入費等です。2 目教育振興費、20

節扶助費、補正額 1,562 千円の増額です。これは、要保護及び

準用保護児童就学援助費です。3 項中学校費、1 目学校管理費、

11 節需用費（消耗品費）、補正額 821 千円の増額です。これは、

中学校保健用消耗品費です。12 節役務費（手数料）、補正額 126

千円の増額です。これは、オージオメーター点検検査手数料で

す。18 節備品購入費、補正額 583 千円の増額です。これは、中

学校保健用備品購入費です。2 目教育振興費、18 節備品購入費、

補正額 100 千円の増額です。これは、先程歳入で説明しました

福原好子氏より教育振興のための備品購入として寄附を受け

ている教材備品です。20 節扶助費、補正額 612 千円の増額です。

これは、要保護及び準用保護生徒就学援助費等です。3 目富津

中学校校舎改築事業費、15 節工事請負費、補正額 1,031 千円の

減額です。これは、富津中学校駐車場舗装工事（第 1 期）終了

に伴う残額です。次に 4 項社会教育費、3 目公民館費、13 節委

託料、補正額 263 千円の減額です。これは、中央公民館及び富

津公民館管理業務委託料で、入札執行に伴う残額です。5 目図
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稲葉委員長 

池田委員 

磯貝課長 

池田委員 

書館費、13 節委託料、補正額 1,850 千円の減額です。これは、

施設整備基本計画策定業務委託料で入札執行に伴う残額です。

5 項保健体育費、1 目保健体育総務費、19 節負担金補助及び交

付金、補正額 140 千円の増額です。これは、千葉県民マラソン

運営委員会に交付するものです。内容につきましては、参加者

などに地元産品の生ノリを入れた味噌汁をふるまうものです。

これを機会に富津市に再び来ていただきたいと考えておりま

す。今回 4,500 人分を用意する予定です。2 目給食管理費、11

節需用費（修繕料）、補正額 479 千円の増額です。これは、火

災報知器設備受信機交換等です。12 節役務費（手数料）、補正

額 752 千円の補正増です。これは、佐貫共同調理場備品移設手

数料です。18 節備品購入費、補正額 2,138 千円の減額です。こ

れは、配送用コンテナ 2 台等で備品購入に伴う執行残です。4

目市体育施設費、13 節委託料、補正額 969 千円の減額です。こ

れは、浅間山運動公園テニスコート改修工事監理業務委託料

で、入札執行に伴う残額です。歳出予算要求合計補正額 30,593

千円の減額です。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。何か質問がありましたらお願

いします。 

はい。佐貫小学校普通教室棟耐震補強工事の予算に対しまし

て、執行残額と比べましてずいぶん金額のずれがございます

が、これは、工法の変更によるものなのか教えていただきたい

と思います。 

はい。当初予算に計上しました佐貫小学校普通教室棟耐震補強

工事は、54,007 千円でございまして、実際に行った工事につき

ましては、ブレースの数が変更になりましたので、入札執行残

額が多くでました。以上でございます。 

はい。歳出予算で見ますと、小学校費の補正前の額は 72,842

千円、補正額が 33,407 千円の減額となっておりますが今説明

をいただいたことでよろしいでしょうか。 
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磯貝課長 

池田委員 

稲葉委員長 

坂井委員 

木出嵜参事 

坂井委員 

木出嵜参事 

坂井委員 

稲葉委員長 

木出嵜参事 

稲葉委員長 

吉原部長 

はい。小学校費、工事請負費の補正前の額は 72,842 千円とな

っておりますが、こちらには佐貫小学校普通教室棟耐震補強工

事の他に上段に記載されております学校施設改修工事も含ま

れております。以上でございます。 

はい。分かりました。 

はい。他に何かありましたらお願いします。 

はい。小学校費の 2 目教育振興費、20 節扶助費、要保護及び準

用保護児童就学援助費と中学校費の 2 目教育振興費、20 節扶助

費、要保護及び準用保護生徒就学援助費が共に補正要求されて

おりますが、自然増なのでしょうか教えてください。 

はい。当初予算に対しまして要保護及び準用保護児童就学援助

費、要保護及び準用保護生徒就学援助費は、共に申請が増加し

ましたので、今回補正予算要求しました。以上でございます。

はい。単純に増加したということでしょうか。 

はい。当初予算につきましては、前年度実績見込みを参考に予

定者を見込んで予算要求をしましたが、見込みより多く増加し

ましたので、今回補正要求いたしました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。 

はい。他に何かありますか。私から質問いたしますが、給食費、

の滞納は増えているのか教えてください。 

はい。給食費の滞納は増加しておりますが、徴収率は、昨年度

に比べまして向上しております。以上でございます。 

はい。分かりました。他に何かありますか。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。次に議案第 2 号富

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

条例の制定についてお願いします。 

はい。議案第 2 号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例の制定について。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例の制定について、
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山中次長 

稲葉委員長 

磯貝課長 

富津市教育委員会行政組織規則第 7 条第 3 号により、これを市

長に申し出るものとする。平成 21 年 11 月 19 日提出。富津市

教育委員会教育長渡辺隆二。提案理由ですが、浅間山運動公園

テニス場の一部を人口芝に改修することに伴い、その使用料を

市民ふれあい公園テニス場の使用料と同額にすること等のた

め、条例の一部を改正しようとするものである。なお、詳細に

つきましては、山中次長より説明をいたさせます。 

はい。それでは、説明させていただきます。資料 14 ページを

ご覧ください。富津市体育施設の設置及び管理に関する条例新

旧対照表でございます。左側が現行の条文で、右側が改正案の

条文です。改正箇所につきましては、下線アンダーラインがつ

いている所です。8 条第 1 項第 1 号の当るを、当たるに改めま

す。第 9 条第 1 項のを変更し、又は取り消しを、の変更又は取

消しに改めます。別表 4 浅間山運動公園使用料です。資料 15

ページをご覧ください。現行区分、テニス場使用料、入場料の

類を徴収しない場合、入場料の類を徴収する場合、全天候型ア

スファルト系コート、単位、1 面、1 時間以内、金額 520 円、

2,620 円を改正案区分、テニス場使用料、全天候型アスファル

ト系コート、全天候型人口芝コート、単位 1 面、1 時間以内、

金額 520 円、730 円に改めます。施設的に入場料を取る施設で

は無いため、今回の改正に併せて金額も改正させていただきま

した。附則としてこの条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行し

ます。以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいた

します。 

はい。ありがとうございました。議案第 2 号について何か質問

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。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。報告第 1 号後援申請について。平成 21 年 10 月 28 日か
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稲葉委員長 

磯貝課長 

稲葉委員長 

磯貝課長 

稲葉委員長 

ら 11 月 2 日までの後援申請受付分につきましては、虹の音楽

会代表勝谷壽子氏他 2 件を別紙のとおり承認しましたので報告

します。平成 21 年 11 月 19 日提出。富津市教育委員会教育長

渡辺隆二。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。次にその他に入ります。何か

ありましたらお願いします 

はい。庶務課より報告させていただきます。天羽中学校校舎耐

震補強工事及び普通教室棟内部改修工事の完成検査が、11 月

17 日（火）午後 1 時 30 分から行われ、特に指摘事項もなく、

当初予定工期の平成 21 年 12 月 25 日（金）より、約 1 か月余

り早く完成いたしました。工事の概要は、耐震補強工事で鉄骨

ブレース補強 25 箇所、耐震スリット設置 25 箇所、トイレ開口

部閉塞 10 箇所等でございます。また、改修工事は、生徒が常

時使用する 6 教室の床の張り替え、壁の塗装等でございます。

なお、学校への引き渡しは、11 月 24 日（火）を予定していま

す。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて事務局お願いします。

はい。それでは次回の会議日程でございますが、11 月 26 日（木）

午後 12 時 15 分から佐貫中学校 3 階図書室で、教育委員会臨時

会議を行います。出席職員につきましては、吉原部長、山中次

長、木出嵜参事、学校教育課横田主幹、庶務課長、事務局職員

でございます。また、12 月 25 日（金）午後 4 時より 401 会議

室で教育委員会定例会議を行います。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。本日の会議は、終了させてい

ただきます。 


