
平成２５年１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２５年１月３１日（木）

１３時３０分から１５時００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２５年度富津市一般会計予算教育費歳入歳

出予算について

○報告事項

報告第１号 平成２５年富津市成人式結果報告について

報告第２号 後援申請について

５ 出席者名

池田委員長、小坂委員長職務代理者、宮田委員、榎本委員、渡

辺教育長、藤平教育部長、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、岩名庶務課長、髙梨学校教育課

主幹、石井学校教育課主幹兼学務係長、川田教育センター所長、

清水教育センター主幹、平野生涯学習課主幹兼社会教育係長、

小柴体育振興課長、進藤中央公民館館長兼事業係長、髙橋富津

公民館館長、村石市民会館館長、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２５年１月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

池田委員長 皆さんこんにちは。早いもので年が明けて１か月が過ぎようと

しております。今年も皆様と一緒に、はりきって行きましょう。

それでは、只今より１月の定例会議を始めます。委員長報告で

すが、後の庶務課の報告とだぶりますが、１月２８日に浦安市

文化会館において千葉県市町村教育委員会連絡協議会の教育委

員研修会があり、参加して参りました。｢最近の教育課題と教育

委員会の役割｣というテーマで、国立教育政策研究所の尾崎春樹

所長から大変有意義な話を聞かせていただきました。講和の内

容は、教育行政上の４つの主な課題として、①教職員定数の改

善を柱とした教育の量に関わる課題、②教育養成の見直し、採

用・研修の改善を柱とした教育の質に関わる課題、③学校と地

域の連携について、そして④教育委員会の在り方、活性化の課

題についてです。特に、教育委員会の在り方について、教育委

員会制度の意義と課題を踏まえ、今後の教育委員会改革の基本

的な方向性について大変示唆に富むお話が伺えました。すなわ

ち、地域の意見や地域の力を学校運営に生かすためにコミュニ

ティスクールの設置促進を図ることの必要性や、主体的・機動

的な教育行政の推進に向けた教育委員会活性化のための施策と

して、教育委員選任の在り方や会議の開催時期（土日開催・夕

方以降開催）・場所の工夫が必要であること、更に小規模市町村

で充実した教育行政を行うには、権限の移譲とともに教育行政

の広域化を推進し、複数の市町村が共同で教育事務を広域処理

していくことが有効であることなどが指摘されました。私自身、

非常勤の教育委員として、自分に何が出来るのか、何をすべき

なのかを模索しながら努めておりますが、今回の研修は自身の

存在意義を見直す大変良い機会となりました。改めて、地域の

皆さんの意見を出来るだけ教育行政に反映できるよう心掛けて

まいりたいと思います。本日の会議録署名委員の指名ですが榎
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榎本委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

池田委員長 

岩名課長 

本委員さんにお願いします。 

はい。 

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。例年同様たくさんの行事

があった年末年始ですが、委員の皆様にはご協力いただきあり

がとうございました。今年は今のところ、各種行事が大変天候

に恵まれています。まず３項目目。新年最初の行事である元旦

マラソン大会は富津市体育協会の主催です。富士山もよく見え

る穏やかな明るい日差しの下で行われました。今年は中学校運

動部の団体参加が目立っていたように思います。８項目目の出

初式も、とても温かな空気の中で行われました。この日は午後

に成人式が行われましたが、翌日が大荒れの雪の日になったこ

とを考えると非常に幸運だったと思います。成人式については

後で報告があります。１項目目の剣道大会と６項目目の武道大

会は、総合社会体育館の工事のため会場の変更などをして開催

されたものです。このほか、工事の影響で新春バドミントン大

会や富津地区新年子ども大会などいくつかの行事や日常活動

で、中止・会場変更・規模の縮小などの対応をしていただいて

います。工事は２月一杯で終了し、３月から安心して使ってい

ただく予定です。他の項目についてはご覧ください。教育長報

告は以上です。 

はい。ありがとうございます。次に各課報告に入ります。庶務

課お願いします。 

はい。庶務課から報告いたします。１月２８日に平成２４年度

千葉県市町村教育委員会連絡協議会 第２回教育委員研修会が

浦安市文化会館で開催され、教育委員長さんほか３名が出席さ

れました。研修の内容は、国立教育政策研究所 所長尾崎春樹

氏より「最近の教育課題と教育委員会の役割」について講演が

ありました。次に、今後の予定でございますが、２月３日（日）

に、平成２４年度富津市教育委員会表彰式が富津公民館で予定
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池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

川田所長 

されています。これは、昨年同様生涯学習推進大会の前に行い

まして、より多くの方々に見ていただこうということで計画し

たところでございます。表彰につきましては、体育功労表彰個

人１６名、団体で１団体、文化功労表彰個人で２名合計１８名、

１団体の方が表彰の予定になっております。以上でございます。

はい。ありがとうございます。続いて学校教育課お願いします。

はい。１月１０，１１日に教育長室に於いて、市内１７小・中

学校長と、目標申告評価並びに人事異動にかかる教育長面接を

実施しました。これは、各学校の、教育の成果と課題等の報告、

人事異動の要望について面接を開催したものであります。１月

１８日君津合同庁舎に於いて、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一次面接が開催されました。市内

小・中学校長は、この面接で２４年度末人事異動について、教

育事務所長に説明・要望をしたところであります。以上でござ

います。 

はい。ありがとうございます。続いて教育センターお願いしま

す。 

はい。教育センターの各課報告をいたします。１月１０日、４

０１会議にて第２回富津市学校行事調整委員会を開催しまし

た。各団体から出された平成２５年度学校関係行事の日程の調

整を行いました。１月１６日、４０１会議室にて富津市校長会

長である佐貫小学校長沢辺喜美夫先生を講師にお招きして、第

３回管理運営研修会を開催しました。校長をしている佐貫小学

校の実践や富津市の抱える教育課題を中心に、具体的で示唆に

富むお話しをいただきました。１月２５日、４０１会議室にて

長欠不登校対策会議を開催しました。千葉県子どもと親のサポ

ートセンター研究指導主事の金高美津子先生を講師にお迎えし

て、長欠不登校児童生徒を抱える保護者への支援の在り方につ

いて、研修を行いました。１月３０日、５０４会議室にてコン

ピュータ主任会議を開催しました。各校のコンピュータ主任か
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池田委員長 

藤江参事 

ら今年度の問題点や課題、また次年度以降の活用についての話

し合いを行いました。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す。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課の各課報告を申しあげます。１月１９日大佐

和地区青少年相談員連絡協議会及び富津市子ども会育成連絡協

議会大佐和支部の共催による「第４１回大佐和地区新春子ども

大会」が佐貫小学校体育館で渡辺教育長ご臨席のもと開催され、

「かるた大会」が行われました。当日は、子ども達１０５人、

来賓・各小学校の先生・保護者・役員の約９５人、合計約２０

０人の参加がありました。大会は、団体戦・個人戦が各ブロッ

ク別に実施されました。次に、１月２０日天羽地区青少年相談

員連絡協議会主催による「第３５回天羽地区新年子ども大会」

が環小学校グラウンドで吉本県議・渡辺教育長ご臨席のもと開

催され、ドッジボール大会が行われました。当日は、子ども達

２２８人、来賓・各小学校の先生・保護者・役員の約２７２人、

合計約５００人の参加がありました。なお、富津地区青少年相

談員連絡協議会主催による富津地区子ども大会は会場等の都合

により本年は中止となりました。次に、１２月２１日開催の定

例会でも報告させていただきましたが、２月３日（日）、第１３

回富津市生涯学習推進大会を富津公民館にて開催いたします。

当日は、庶務課で報告のありました教育委員会表彰式を１２時

４５分から行った後、１３時２０分から推進大会を実施いたし

ます。オープニングは、県立君津商業高等学校吹奏楽部の皆さ

んに演奏をお願いしてございます。また、講師に乳腺専門医で

あるとともに、アンチエイジング（抗老化医学）についての著

書を多数執筆しているナグモクリニック総院長南雲吉則氏をお

招きし、普段の生活をしながら実践できる若返り術について、

「若返りと長寿の秘訣」と題した演題で講演を行います。ご多

忙のこととは存じますが、委員皆様のご参加をお願いいたしま

す。以上で、生涯学習課の各課報告を終わります。 
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池田委員長 

小柴課長 

池田委員長 

高橋館長 

池田委員長 

藤平部長 

はい。ありがとうございます。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。１月１日に第

４２回元旦歩こう大会が市内３か所にて行われ参加者は、３８

１人で昨年より１３人増となりました。参加者は約５㎞のコー

スを歩いた後、スポーツ推進委員によるトン汁や甘酒が振る舞

われました。次に１月１３日に第２５回新春グラウンドゴルフ

大会が佐貫運動広場にて開催され１２１名の参加がありまし

た。参加者の多くは、６５歳以上の高齢者の方で最高年齢者は

８８歳の男性でした。その男性に話を伺ったところ日頃から健

康に留意され毎朝、犬を連れて１時間程度の散歩を行うことや

１週間に３・４回グラウンドゴルフの練習をしているとのこと

でした。また同日、第４２回新春バドミントン大会が富津市総

合社会体育館にて実施され今回はメインアリーナが天井安全ネ

ット設置工事のため、サブアリーナで実施したため、小学生大

会として、４０人の参加者があり熱戦が繰り広げられました。 

次に１月２７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１８名でした。 

講義は、大貫中学校栄養教諭坂井幸栄先生による食育「楽しく

食べて健康に」テーマで食を通じて児童生徒の健康管理につい

てお話がありました。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。最後に富津公民館お願いします。

はい。富津公民館から報告します。１月１３日（日）に、富津

公民館ホールにおいて、平成２５年富津市成人式が行われまし

た。当日の出席状況等につきましては、この後の報告事項にお

いてご報告いたします。以上です。 

はい。ありがとうございます。教育長報告及び各課報告の中で

質問がございますか。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２５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１号平成２５年度富津市一般会計予算教育費歳入
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池田委員長 

岩名課長 

歳出予算について。なお、詳細につきましては、各担当課長よ

り説明をいたさせますが、平成２５年度教育費当初予算要求で

新規のもの、前年度と比較しまして大きく変化があったものに

ついて説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

はい。ありがとうございます。庶務課お願いします。 

はい。庶務課の予算要求についてご説明いたします。７ページ

をお開きください。歳入でございますが、１４款、２項、５目

教育費国庫補助金２節小学校費補助金の 28,375 千円につきま

しては、学校施設環境改善交付金として、大貫小学校普通教室

棟（増築棟）・湊小学校屋内運動場の耐震補強工事にかかる交付

金でございます。次に、３節中学校費補助金の 9,792 千円の要

求につきましては、学校施設環境改善交付金として、佐貫中学

校技術室棟・天羽中学校技術室棟耐震補強工事にかかる交付金

及び、理科教育振興費補助金として、５中学校の理科備品整備

にかかる補助金でございます。次に、２１款、１項、７目教育

債、１節小学校債 108,100 千円及び２節中学校債 81,400 千円に

つきましては、小中学校４校４棟の耐震補強工事等にかかる

小・中学校債でございます。以上、歳入予算要求合計額は、

229,599 千円で前年度当初予算と比較して、186,251 千円の増額

となります。増額の主な原因は、平成２４年度当初予算では耐

震補強工事にかかる予算の一部を平成２３年度１２月及び３月

補正予算に前倒ししたことにより、前年度の当初予算が減額と

なったためでございます。次に、歳出についてご説明いたしま

す。９ページをお開きください。１０款、２項小学校費、１目

学 校 管 理 費 の 小 学 校 施 設 整 備 事 業 、 １ ５ 節 工 事 請 負 費 の

167,255 千円は、２校２棟の耐震補強工事と施設・設備改修工

事でございます。続きまして、１０ページの中学校施設整備事

業、１５節工事請負費の 102,882 千円につきましては、2 校 2

棟の耐震補強工事と中学校施設・設備改修工事でございます。
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池田委員長 

川名次長 

続きまして、３目の大貫中学校武道場整備事業の１３節委託料

の 21,357 千円は、大貫中学校武道場新築工事実施設計業務委託

料でございます。以上、歳出予算要求合計額は、514,096 千円

で、前年度当初予算額と比較して、272,591 千円の増額となり

ます。増額の主な原因は、歳入同様平成２４年度当初予算では

耐震補強工事にかかる予算の一部を平成２３年度１２月及び３

月補正予算に前倒ししたことにより、前年度の当初予算が減額

となったためでございます。 

以上で庶務課の説明を終わります。 

はい。続いて学校教育課お願いします。 

はい。学校教育課の当初予算要求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ので、１１ページをご覧

下さい。当初予算要求額は、206,098 千円で前年度当初予算額

と比較し、8,788 千円の減額となっています。内訳につきまし

ては、主なものをご説明いたします。１４款国庫支出金中の

２項５目１節の幼稚園費補助金 8,206 千円は、私立幼稚園に

通園する保護者負担の軽減を図ることを目的として支出した

額に対し、３分の１以内を国庫補助金として受け入れようと

するものであります。次に、２０款諸収入中の５項５目１節

の給食事業収入 190,040 万円は、現年度並びに過年度分の給

食費収入です。 歳入につきましては、以上でございます。次

に歳出についてご説明いたします。１２ページからとなりま

す。当初予算要求額は 492,753 千円で、前年度当初予算額と

比較して、15,787 千円の増額となっています。内訳につきま

して は、 主 なも の をご 説明 い たし ま すの で、１２ページを

ご覧下さい。上から１５行目、１０款教育費中の１項２目（事

務局関係費２）の１８節備品購入費は、前年度の教科書改訂

が今年度はありませんので、17,530 千円の減額となっていま

す。同じく、下から１１行目、（私立幼稚園就園奨励費事業）

の１９節負担金補助及び交付金 42,084 千円の要求につきまし
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池田委員長 

川田所長 

ては、所得状況に応じて保護者の経済的負担を軽減するため

に就園奨励費補助金を交付するものです。次に１３ページを

ご覧下さい。上から１１行目、２項２目２０節の扶助費 8,052

千円と、下から１３行目、３項２目２０節の扶助費 8,476 千

円の要求につきましては、経済的な理由により就学困難な児

童・生徒に対し、給食費、学用品費等の経済的な支援をする

ものであります。１４ページをご覧下さい。上から２行目の、

５項２目１３節の委託料 71,997 千円の要求につきましては、

大貫・天羽共同調理場の調理業務委託料、給食運搬委託料、

設備保守点検等の委託料であります。中段の（給食費整備事

業）の１５節工事請負費 13,720 千円の要求につきましては、

大貫・天羽共同調理場、青堀小学校調理場の改修工事費であ

ります。以上で、学校教育課の説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。続いて教育センターお願いしま

す。 

はい。教育センターの予算要求について説明いたします。教育

センターの当初予算要求の内、まず、歳入の予算要求について

きましては、１５ページをご覧いただければと思います。歳出

の予算要求について、主なものを説明いたします。１６ページ

をご覧ください。歳出当初予算要求額 76，996 千円は、前年度

当初予算比較で、39 千円の増額要求です。主だったものにつ

いて説明いたします。まず、１０款教育費、１項教育総務費、

（自立支援事業）８節報償費 2，980 千円は、①自立支援指導

員４名を小・中学校に派遣することにより、不登校児童生徒や

イジメ・児童虐待で深刻な問題行動を起こす、又は引き起こす

こと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を行うこと。②自立支援指導員による不登

校児童生徒宅への訪問による相談・学習支援を行うものです。

次に、１０款教育費、１項教育総務費、（適応指導教室事業）

８節報償費 1，587 千円等は、適応指導教室を中央公民館内に
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池田委員長 

藤江参事 

設置し、２名の適応指導相談員を置き、不登校児童生徒に人間

関係づくりの構築のための支援や学習支援を行うものです。次

に、１０款教育費、１項教育総務費、（学力向上推進事業）１

節報酬 9，137 千円は、教員資格を有する指導補助教員５名を

市内小・中学校に配置し、少人数指導の推進を図り、学力の定

着が遅れ気味の児童生徒に対して学習支援・生徒指導を行うも

のです。また、１１節印刷製本費 300 千円は、「富津市家庭学

習の手引き（小学校版）」の作成・配布を行うものです。次に、

１０款教育費、１項教育総務費、（ＩＣＴコーディネーター派

遣事業）１３節委託料 1，071 千円は、ＩＣＴ教育推進ために、

市内小中学校にＩＣＴコーディネーターの派遣を行うもので

す。１７ページをご覧ください。１０款教育費、２項小学校費、

（英語指導員設置事業）１節報酬 3，313 千円は、英語指導資

格を有する英語指導員３名を全小学校に週に１日～２日配置

し、全小学校の５、６年生外国語活動の学習支援を行うもので

す。次に、１０款教育費、３項中学校費、（外国人英語指導者

招致事業）１３節委託料 12，960 千円は、業務委託により、全

小中学校にＡＬＴ３名を配置し、ネイティブスピーカーとして

活用やコミュニケーション能力の向上を図るものです。教育セ

ンターの説明は、以上です。 

はい。ありがとうございます。続いて生涯学習課お願いします。

はい。それでは生涯学習課の関係についてご説明申し上げます。

初めに歳入から説明いたします。お手元の資料の１８ページを

ご覧ください。表の一番下、歳入予算要求合計額でありますが

7，445 千円、隣の前年度当初予算額 12，875 千円と比較すると

5，430 千円の減となっております。減額の主な要因は、２５年

度に文化財史跡用地取得事業を実施しないことにより、国庫補

助金が減額となったためです。主な要求内容につきましては、

まず、表の上段、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・社会教育費補助金の要求額が 1，
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000 千円でございます。説明欄に記載してありますように、発

掘調査補助金であります。内容につきましては、遺跡のエリア

内に個人住宅等建てようとする時の確認調査に係るものであり

ます。負担割合は、国が２分の１、県が８分の１、市が８分の

３でございます。次に、１５款県支出金、２項県補助金、８目

教育費補助金、１節社会教育費補助金要求額 575 千円でござい

ますが、説明欄に記載の通り「青少年相談員活動費補助金」と

先ほど説明いたしました県負担分の「市内遺跡発掘調査事業補

助金」であります。次に、２０款諸収入、５項雑入、５目雑入、

２節雑入 4，058 千円は民間開発発掘調査事業委託費と雇用保険

料被保険者負担分であります。なお、民間開発発掘調査につき

ましては、調査費は全額事業者負担となります。次に、２１款

市債、１項市債、７目教育債、３節社会教育債 1，800 千円は文

教施設整備事業債であり、文化財施設改修に伴うものでござい

ます。続きまして歳出の予算要求に移ります。２１ページをご

覧ください。表の一番下でございますが、歳出予算要求合計額

49，197 千円、前年度当初予算額が 44，115 千円、比較で 4，958

千円の増額要求でございます。増額の主な要因は、後ほど説明

いたしますが、複合施設整備事業の増額によるものであります。

１９ページをお開きください。款項目節欄にカッコ書きで事業

名が載っておりますが、上から３番目の「社会教育総務費」と

して、１８節備品購入費 382 千円はポータブルワイヤレスアン

プの老朽化に伴い、購入するものであります。次に、２０ペー

ジをお開きください。一番上の「生涯学習バス設置事業」の１

３節委託料ですが２５年４月３０日までの長期継続期間が終了

するため、４月の１か月分と新たに長期継続契約を締結しよう

とする５月からの１１か月分の生涯学習バス管理運行業務委託

料 5，396 千円を要求いたしました。続きまして、「移動図書館

事業」の１３節委託料ですが、先ほど説明いたしました生涯学

習バスと同様に外部委託とするため、移動図書館車運行管理委
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池田委員長 

小柴課長 

託料として 1，704 千円を要求するものです。続きまして、「複

合施設整備事業」の１３節委託料ですが、図書館を含みます複

合施設整備に伴う実施計画策定業務委託料として 5，250 千円を

要求するものです。なお、スケジュール的には平成３０年度の

開館を予定しております。次に、２１ページをお開きください。

上から２番目の「文化財保護関係費」ですが、１５節の工事請

負費 6，946 千円の主なものは、飯野陣屋濠跡浚渫工事、西谷古

墳石室モニュメント製作、弁天山古墳石室覆屋引戸取替工事で

あります。次に同ページ下から２番目の「高宕山のサル被害防

止事業」は、富津市と君津市の両教育委員会が事業主体となり

委託しているもので、昨年と同額の 2，460 千円を要求するもの

であります。以上で、生涯学習課の説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。続いて体育振興課お願いします。

はい。体育振興課の予算要求について説明いたします。２２ペ

ージをお開きください。はじめに歳入ですが主なものは６目、

教育使用料の 3，533 千円などで歳入予算要求合計額は、3，730

千円、対前年比 62 千円の減額です。次に歳出についてですが２

３ページをお開きください。歳出で２４年度に引き続き、４目

市体育施設費、１３節委託料の中で浅間山運動公園フットサル

場整備工事に伴う設計業務料として 301 千円、次に、１５節工

事請負費 4，550 千円で、はじめに浅間山運動公園野球場バック

スクリーン塗装工事として 875 千円、浅間山運動公園フットサ

ル場整備工事として 3，675 千円、現在、小中学校の耐震補強工

事実施に伴い屋内運動場が整備されたことにより屋外スポーツ

を屋内で実施した場合、基礎練習での使用を行っていただいて

いることから、小中学校の屋内運動場でフットサルをしている

方々からフットサル場の建設をとの要望があり、施設を整備し

ようとするものです。次に１８節備品購入費 260 千円、浅間山

運動公園フットサル場整備工事に伴うフットサル用ゴール１組

分です。歳出予算要求合計額 46，348 千円、対前年度比 10，579
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池田委員長 

進藤館長 

千円の減額となります。以上で説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。続いて中央公民館お願いします。

はい。中央公民館の２５年度当初予算要求について説明いたし

ます。まず、歳入予算について説明いたします。２４ページを

ご覧いただきたいと思います。２０款諸収入、５項雑入、５目

雑入、２節の雑入ですが、要求額 21 千円、前年比で 1 千円の増

額です。これは、事務補助員負担分の雇用保険料とコピー使用

料等です。増額の理由は、後ほど説明いたしますが、非常勤職

員の勤務時間の変更要求に伴う報酬の増額要求による雇用保険

料の増によるものです。次に、２１款市債、１項市債、７目教

育債３節の社会教育債ですが、要求額 46,800 千円、前年度比

33,507 千円の増額です。増額の理由は、平成２４年度はアスベ

スト除去工事に伴う事業債でしたが、平成２５年度は公民館施

設整備事業を行うための事業債の増額によるものです。｛舞台設

備改修工事・非常用畜電池改修工事｝以上、歳入予算要求合計

額は 47,093 千円、前年度比較で 33,507 千円の増額要求となり

ました。続きまして、歳出予算について説明いたします。２５

ページをご覧いただきたいと思います。１０款教育費、４項社

会教育費、３目の公民館費ですが、事業費別に説明させていた

だきます。まず、中央公民館管理運営費のうち、１節の報酬で

すが、要求額 2,339 千円、前年比較で 470 千円の増額です。こ

れは、公民館運営審議会委員報酬と非常勤一般事務補助員報酬

です。増額理由の主なものは、非常勤一般事務補助員の１日の

勤務時間を１５時１５分から１７時１５分までの勤務変更要求

によるものです。４節の共済費ですが、要求額 316 千円、前年

比で 74 千円の増額です。これは、非常勤一般事務補助員の社会

保険料等の事業主負担分で、勤務時間の増額に伴うものです。

１１節の需用費ですが、要求額 8,154 千円、前年比で 1,856 千

円の増額です。主なものは、燃料費・光熱水費・修繕料等です。

増額の主な理由は、燃料費要求単価の上昇分 2,402 千円、前年
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比 172 千円の増額、電気料の単価の上昇分 4,287 千円、前年比

488 千円の増額、修繕料 1,466 千円、前年比 1,196 千円の増額、

内容は、一般修繕費前年度と同額の 27 千円のほか消火栓ホース

修繕 260,820 円、ホール自働火災報知設備修繕 179,025 円の増

額、和室畳取替 357 千円の増額、玄関ドア交換 399 千円の増額

等による修繕料 1,196 千円の増額によるものです。１２節の役

務費ですが、要求額 366 千円、前年比で 38 千円の減額です。こ

れは、通信運搬費・手数料・建物火災保険等の保険料です。減

額の主なものは、重油貯蔵地下タンクの廃止に伴う検査手数料

の 68,250 円の減額、また光回線への契約品行に伴う経費 13,800

円及び学級・講座関係費の役務費で計上していたインターネッ

トプロダイバー接続料を平成２５年度より管理運営費で計上す

ることでの変更により 16,380 円の増額で、合計 30,180 円の増

額によるものです。１３節の委託料ですが、要求額 5,508 円、

前年比で 109 千円の減額です。これは各種保守点検・管理業務

等の委託料です。増額の主なものは、各種保守点検業務のうち

特殊建築物の建物の定期調査報告が２年毎となることによるも

のです。１４節の使用料及び賃借料ですが、要求額 743 千円、

前年比 4 千円の増額です。増額の主なものは、土地借地料関東

財務局、小久保 3014 番地 604．81 ㎡、105,780 円前年比 5 千円

の増額、放送受信料 29 千円で前年比１千円の減額です。事務機

器（複写機・印刷機等）の借上料は前年度と同額です。１８節

の備品購入費ですが、要求額 0 円、前年比 440 千円の減額です。

減額の理由は、平成２４年度に市民文化祭に必要なパネルが不

足していたため、防炎パネル２０枚・ポール２２本を購入した

ものです。１９節の負担金及び交付金ですが、要求額 83 千円、

前年比 10 千円の減額です。これは、平成２５年度より全国公民

館連絡協議会を脱会したことによる負担金 10 千円の減額です。

次に、学級・講座関係費について説明いたします。８節の報償

費ですが、要求額 814 千円、前年比 95 千円の増額です。これは、
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池田委員長 

学級・講座実施のための講師謝礼で、前年に比べ２教室を増と

し１８教室・講座を計画しております分の講師謝礼の増による

ものです。１２節の役務費ですが、要求額 31 千円、前年度と

17 千円減額です。これは、ハガキ・切手購入代で、減額の理由

はインターネットプロバイダー接続料を管理運営費に要求変更

したことによる減です。１３節の委託料ですが、要求額 0 円で

前年比 244 千円の減額です。これは平成２４年度まで中央公民

館ほか２館で実施していましたパソコン（IT）講習を平成２５

年度より企画財政部情報課で行うとの調整ができましたので、

業者委託料を減額いたしました。１４節の使用料及び賃借料で

すが、要求額は６千円で前年と同額です。これは、館外学習に

伴うテントの借上料です。次に、市民文化祭事業費について説

明いたします。３節の職員手当等ですが、要求額 283 千円、前

年比で７千円の減額です。これは、市民文化祭従事職員の時間

外勤務手当です。減額の理由は、要求単価の変更によるもので

す。１９節の負担金及び交付金ですが、要求額は 1,078 千円、

前年と同額です。これは、市民文化祭実行委員会への市民文化

祭事業交付金です。次に、公民館施設整備事業費について説明

いたします。１５節の工事請負費ですが、62,576 千円前年度比

48,548 千円の増額です。主な増額は、平成２４年度は実施設計

に基づき、アスベスト除去工事を実施いたしましたが、平成２

５年度は、各種点検業務委託業務での改修・改善報告のありま

した、蓄電池等の消防設備、舞台照明設備等の改修工事を行い

たく要望いたしたことによるものです。財源内訳は、両工事合

わせて約７５％の教育債 46,800 千円と残りは一般財源 15,776

千円以上、中央公民館歳出予算要求合計額で、82,810 千円、前

年度比較で 50,176 千円の増額要求となりました。以上で中央公

民館の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

はい。ありがとうございます。続いて富津公民館お願いします。
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髙橋館長 

池田委員長 

村石館長 

はい。富津公民館の平成２５年度当初予算要求の概要について

説明いたします。２６ページをお開き下さい。歳入でございま

すが、予算要求合計額 7，529 千円、前年度当初比較で 2，488

千円の増額でございます。主な理由としましては、埋立記念館

の修繕費用に係る基金からの繰入金の増額でございます。次に、

２７ページをお開き下さい。歳出でございますが、予算要求合

計額 33，095 千円、前年度当初比較で 5，241 千円の増額でござ

います。増額の主な理由として、富津公民館管理運営費の１１

節需用費が、要求額 12，157 千円、前年度比較で 2，830 千円の

増額となっております。その内容としましては、冷暖房設備の

燃料費及び保守点検結果に伴う電気設備の修繕料であります。

また、埋立記念館管理運営費の１１節需用費が、要求額 3，713

千円、前年度比較で 2，618 千円の増額となっております。その

内容としましては、入館者用のリーフレット等の印刷製本費及

び老朽化に伴う施設の修繕料であります。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。最後に市民会館お願いします。 

はい。市民会館の当初予算要求についてご説明いたします。２

８ページをお開きください。はじめに歳入ですが、予算要求合

計額 1,134 千円、前年度当初予算合計 1,056 千円、前年度当初

比較で 78 千円の増額であります。増額理由としまして、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、若干の増を見込んでおります。過去 3 か年

の平均が、前年度は 696 千円、今回要求額が 776 千円で 80 千円

の増、及び雑入で△2 千円。差引き 78 千円の増、次ページをお

開きください。次に歳出についてご説明します。１０款教育費、

４項社会教育費、４目市民会館費の（市民会館管理運営費）１

１節需用費要求額 9,494 千円は、市民会館の消耗品購入費や光

熱水費及び燃料費などで、前年とほぼ同額であります。次に、

１３節委託料要求額 11,837 千円、前年度当初予算額 11,344 千

円、前年度当初比較で 493 千円の増額であります。この増額理
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池田委員長 

藤平部長 

池田委員長 

岩名課長 

由としましては、新規に 2 件、業務委託するものが増えるため

であります。1 件は、駐車場の街灯設置業務委託、もう 1 件は

緑地管理（樹木の剪定）業務委託であります。次に、１４節の

使用料及び賃借料ですが、要求額 7,019 千円に対し前年度当初

予算額 7,319 千円で 300 千円の減額であります。これは、土地

借上げ料の支払い分等でありますが、土地評価の見直しにより、

課税標準額が下がる見込みによる減額分であります。次に、下

段の市民会館文化事業につきましては、隔年で行っている「富

津市民文化事業・ふっつ学びの門」への交付金であります。前

回は、平成２３年１０月１６日（日）に午前１０時から影絵劇

「100 万回生きた猫」と午後２時から落語寄席を行いました。

以上、歳出予算要求合計額 35,181 千円、前年度当初予算額

33,158 千円、前年度当初比較で 2,023 千円の増額であります。

以上で、概要説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。只今各課の新規事業や対前年に

比較しまして大幅な増加した事業について、説明をいただきま

した。平成２５年度当初予算は、第３次基本計画の最終年度の

予算位置付けになると思います。それでは、平成２５年度当初

予算要求について質問がありましたら、各課ごとに質問を受け

たいと思います。私から質問させていただきます。富津市の一

般会計予算の総額に対して、教育費予算の占める割合について、

近隣３市と比較してどうなのか説明をお願いします。 

はい。今資料が手元にありませんので、定例会議が終わりまし

たら、後ほどお答えしたいと思います。 

はい。分かりました。他に何かございますか。無いようですの

で各課ごとに見て行きたいと思います。庶務課の当初予算要求

に対して何かございますか。私から確認させていただきます。

平成２５年度末には、学校施設の耐震化率１００％となる見込

みでしょうか。 

はい。平成２５年度で耐震補強工事が終了しますと、耐震化率
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池田委員長 

小坂委員 

岩名課長 

小坂委員 

岩名課長 

小坂委員 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

川名次長 

１００％となる見込みです。 

はい。他に何かございますか。 

はい。学校施設が平成２５年度で耐震化率が１００％となるこ

とは、非常によいことだと思います。その後の大震災に対する

防災対策についての予算の計画はあるのでしょうか。 

はい。只今の質問にお答えいたします。防災対策については、

特別なものは考えておりませんが、学校施設の老朽化が進んで

おりますので、今後は学校施設の老朽化に対して検討して行き

たいと思います。 

はい。学校施設の老朽化に対して整備を行って行くと言うこと

でしょうか。 

はい。施設が老朽化してまいりますと、外壁の補修工事などが

必要となります。 

はい。分かりました 

はい。学校施設が老朽化してまいりますと、学校から改修工事

の要望はございますか。 

はい。防災対策についての要望はありませんが、学校施設が老

朽化してまいりますと、それに対して計画的に整備をしてほし

いとの要望はございますので、計画的に整備をして行きたいと

考えております。 

はい。ありがとうございます。他にございますか。無いようで

すので次に学校教育課の当初予算要求について質問がございま

すか。私から質問させていただきます。給食費の需用費の対前

年と比較しまして減額は、児童・生徒数の減少に伴う自然減と

いうことでしょうか。 

はい。平成２５年度は児童・生徒数の自然減にあると思います。

はい。他にございますか。私から質問させていただきます。給

食管理費の給食運搬委託料等が 7,856 千円増額しております

が、これについて説明をお願いします。 

はい。大貫・天羽共同調理場の調理業務を業者に委託してござ
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池田委員長 

小坂委員 

川田所長 

小坂委員 

池田委員長 

川田所長 

池田委員長 

川田所長 

池田委員長 

いますので、委託料が増額予定でございます。金額が増加して

いますのは、ボイラー運転管理委託料を平成２５年度から委託

する予定で増加しております。学校給食施設整備委託料を新規

に要求しております。 

はい。ありがとうございます。他にございますか。無いようで

すので次に教育センターの当初予算要求について質問がござい

ますか。 

はい。（学力向上推進事業）の内１１節印刷製本費、家庭学習の

手引き印刷製本費について、もう少し説明をいただきたいと思

います。 

はい。学力向上推進事業につきましては、来年度小学校版とし

て、家庭学習の手引きを、児童・保護者向けに各学年に具体的

な内容を盛り込んだ手引きを各学年に作成しまして、平成２５

年度につきましては、小学生・保護者に配布する予定です。今

後は中学生版も作りまして、配布する予定でございます。 

はい。分かりました。 

はい。他に質問がございますか。私から質問させていただきま

す。新規事業（1CT コーディネーター派遣事業）１３節委託料

1,071 千円の事業ですが、これはどういうものでしょうか。 

はい。今まで県の緊急雇用ＳＥ（システムエンジニア）を配置

していましたが、ＳＥ（システムエンジニア）は雇用の場が高

く、学校施設の人数を考えますと、ホームページの更新や先生

方の使用しているコンピュータでは無くて、各学校をじゅんか

いして回っていただきたいと思います。以上です。 

はい。他にございますか。私から質問させていただきます。（学

力向上推進事業）１節報酬が対前年比で 1,976 千円増加してお

りますが、これは指導補助教員の増員ということでしょうか。 

はい。今年度は４名ですが、平成２５年度は５名で１名増員す

る予定です。 

はい。分かりました。他に質問がございますか。無いようです
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藤江参事 

池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

小柴課長 

池田委員長 

ので次に生涯学習課の当初予算要求について質問がございます

か。私から質問させていただきます。（複合施設整備事業）１３

節委託料 5,250 千円、複合施設整備実施設計策定業務委託料の

新規事業でございますが、平成３０年の開館予定とありました

が、複合施設に実際に事業推進する部所が教育部に戻ったと言

うことでしょうか。 

はい。教育部に戻ったと言うことでは無くて、複合施設につき

ましては、図書館の建設が大部分を占める訳ですので、教育部

で一部を予算要求いたしました。 

はい。建設部にも複合施設整備実施設計策定業務委託料が計上

されているのでしょうか。 

はい。教育部だけでございます。 

はい。分かりました。他に質問がございますか。無いようです

ので次に体育振興課の当初予算要求について質問がございます

か。私から質問させていただきます。（市体育施設管理運営事業）

１５節工事請負費のフットサル場整備工事等が対前年比につき

まして、11,843 千円減額しておりますが、浅間山運動公園のど

の辺に計画されているのでしょうか。 

はい。今サッカー熱が事業ブームになっており、フットサルも

当初は、大貫の社会体育館でフットサルを利用していただいて

おりましたが、建物が老朽化しておりまして、安全上も考えて、

平成１９年１２月に使用廃止しまして、浅間山運動公園に計画

しております。浅間山運動公園には、ハードコートが１箇所、

人口芝のテニスコートが３面あります。今計画している所は、

多目的にテニスも出来る、フットサルも出来る所でハードコー

トの所を予定しております。ハードコートとテニスコートの間

にネットを張りまして、支柱の取り外しが出きるようにしてお

りまして、テニスの利用者も両方出来るように考えております。

はい。分かりました。他に質問がございますか。無いようです

ので次に中央公民館の当初予算要求について質問がございます
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髙橋館長 

池田委員長 

髙橋館長 

池田委員長 

村石館長 

池田委員長 

小坂委員 

村石館長 

小坂委員 

池田委員長 

か。無いようですので次に富津公民館の当初予算要求について

質問がございますか。私から質問させていただきます。（埋立記

念館管理運営費）１１節需用費、１２節役務費、１３節委託料

などがありますが、埋立記念館管理運営基金を利用して歳出に

充当するというという考え方でよろしいでしょうか。 

はい。埋立記念館管理運営基金を繰り入れて歳出に充当してお

ります。 

はい。埋立記念館管理運営基金残高はまだございますか。 

はい。平成１４年度時点で 170,000 千円の基金残高がございま

して、その内 150,000 千円を一般会計に貸し出しておりまして、

平成２０年度から逆に一般会計から返していただいており、そ

の返していただいた中から、平成２３年度末で 23,000 千円ござ

います。３月補正予算で 10,000 千円積立金という形で返してい

ただいております。 

はい。分かりました。他にございますか。無いようですので最

後の市民会館の当初予算要求について質問がございますか。私

から質問させていただきます。（市民会館文化事業）の中１９節

負担金及び交付金の市民会館文化事業交付金 2,000 千円は、ど

う言うものでしょうか。 

はい。前回は平成２３年１０月にございましたが、落語寄席や

影絵劇などがありました。 

はい。分かりました。他にございますか。 

はい。（市民会館管理運営費）の中１４節使用料及び賃借料の土

地借上料は、どう言うものでしょうか。 

はい。この土地借上料は、市民会館が建っております敷地３名

の方に用地を借り入れております。 

はい。分かりました。 

はい。他にございますか。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。 次に報告事項に入ります。報
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髙橋館長 

告第１号平成２５年富津市成人式結果報告についてお願いしま

す。 

はい。富津公民館より、成人式の結果について報告申し上げま

す。３１ページをご覧ください。平成２５年富津市成人式は、

１月１３日（日）に富津公民館ホールで行われました。午後１

時１５分に受付を開始し、午後２時に、予定どおり開式となり

ました。式典は、大貫地区出身の石井千尋さんと多賀友紀子さ

んの司会進行により進められました。平野副市長の「開式のこ

とば」に続き、富津地区出身の澤田安理沙さんの指揮、同じく

富津地区出身の馬場未来さんのピアノで国歌を斉唱し、「主催者

代表あいさつ」へと進みました。佐久間市長の「主催者代表あ

いさつ」の後、来賓の浜田衆議院議員、吉本県議会議員並びに

平野市議会議長よりご祝辞をいただき、前半を終了しました。 

後半は、式典のメインである「成人としての意見」の発表が行

われ、新成人の代表５名が登壇しました。富津地区の齋藤雅裕

さんは「感謝、そして誓い」、大貫地区の保坂恒輔さんが「夢を

与えられる教師を目指して」、佐貫地区の福原啓輔さんが「支え

られる側から支える側へ」、天羽地区の島津裕司さんが「感謝の

気持ち」、峰上地区の小林雅紀さんが「成人として自覚を持つこ

と」のタイトルで、それぞれ発表していただきました。そして、

発表終了後に、「新成人に贈ることば」を富津中学校生徒会長の

本村太一君に述べていただき、渡辺教育長の「閉式のことば」

を結びに、式典は午後３時前に終了しました。当日の出席状況

でございますが、本年の新成人該当者数は５０１名で、その内、

出席者は３９８名、欠席者が１０３名で、出席率は７９．４％

市内住民登録者７７．６％でした。また、案内状をお送りした

招待者につきましては、招待者２１７名に対し、出席者は９０

名、欠席者が１２７名で、出席率は４１．４％でした。なお、

家族等の参観者数は約８０名でした。当日は、天候にも恵まれ、

盛況のうちに無事成人式を終えることができました。関係者の
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池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

皆様のご協力に心より感謝を申し上げ、報告とさせていただき

ます。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。質問がございますか。無いよう

ですので。続いて報告第２号後援申請についてお願いします。 

はい。報告第２号後援申請について。平成２４年１２月３日か

ら１２月２１日までの後援申請受付分につきましては、NPO 法

人将棋普及協会きさらづ理事長金子康男他７件を別紙のとおり

承認しましたので報告します。以上でございます。 

はい。その他に入ります。庶務課ございますか。 

はい。庶務課から平成２４年度富津市教育委員会被表彰者（変

更）について御説明いたします。前回１２月の教育委員会定例

会議において、「平成２４年度富津市教育委員会被表彰者の決定

について」を承認いただきました被表彰者で、表彰の成績に内

容の追加があり、表彰の変更についてご説明いたします。文化

功労表彰個人山口純平さんが、平成２５年１月２６日から２７

日に開催された「第１３回全国中学校創造ものづくり教育フェ

ア」の木工チャレンジコンテスト製作部門に出品された作品が

「田部謝恩財団特別賞」（全国６位相当の入賞）を受賞されまし

た。この受賞は「富津市表彰規則」第２条第１項第６条「体育、

文化等の各種全国大会において入賞以上の優秀な成績であった

もの」に該当いたしますので、教育委員会表彰から市長表彰へ

と変更になります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す。他にございますか。 

はい。それでは、次回の会議日程でございますが２月１４日（木）

午後１時３０分より４０１会議室で行います。以上でございま

す。 

はい。ありがとうございます。本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


