
平成２５年３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３月２８日（木）

１４時００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 富津市社会教育委員の委嘱について

議案第２号 富津市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３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４号 富津市文化財第７次指定について

議案第５号 富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

○報告事項

報告第１号 平成２４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

報告第２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

報告第３号 富津市教育委員会事務部局職員等の人事異動に

      ついて

報告第４号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱について

報告第５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、榎本庶務係副

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３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 

小坂委員 

池田委員長 

渡辺教育長 

皆さんこんにちは。今月は、市内小中学校の卒業式があり、私

は天羽中学校と関豊小学校の卒業式に伺いました。天羽中学校

では、卒業生はもとより在校生も非常に落ち着いた態度で、厳

粛なうちに式が挙行されました。一時期、天羽中学校では、問

題行動がみられ、心配される状況でありましたが、以前の規律

ある天羽中学校に戻っています。市川校長先生はじめ先生方、

保護者の皆さん、そして生徒たち自らが、天羽中学校を良くし

たいという思いのもとで改革に取り組んだ成果が、素晴らしい

卒業式に結実したものと思います。また、関豊小学校では、鹿

子智大君たった一人の卒業式でした。鹿子君は大変立派な態度

で一人きりの卒業式に臨んでおりました。鹿子君のご両親だけ

でなく、13 人の在校生の保護者の方や、関豊小学校を卒業した

中学生、高校生の方たちも同席し、一緒に鹿子君の卒業を祝い

ました。卒業生が加わった全員で清々しい合唱の歌声が関豊の

山々に響き渡り、大変感激いたしました。過疎化、少子化の進

む地域ですが、それだけに関豊小学校が地域の方たちによって

支えられている特別な存在であることを改めて実感いたしまし

た。市内小中学校の卒業生が、新たなステージで、勉強に、運

動に大いに頑張ってくれることを期待し、委員長報告といたし

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、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。始めに行事関係ですが、

いくつかの項目について補足しながら報告します。３項目目は

金谷美術館主催の「みんなの地球、つながる未来」と題した公

募写真展の審査会です。市内小・中学校を通じてチラシが配ら
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れ子どもたちの応募作品もありましたので専門家等に交じって

審査に関わらせていただきました。４項目目は市内小・中学校

の特別支援学級に在籍する子どもたちや保護者・教職員との会

です。市長や市議会議長も出席してくれました。８項目目は隔

年で富津市国際交流協会が実施している海外派遣前の集いで

す。今回は高校生３人・大学生１人が３月 23 日から 30 日まで

の予定でカールスバッド市を訪問しています。引率者２人のう

ちの１人は市内教員です。10 項目目は富津市体育協会が毎年実

施している表彰式です。今年度各種大会で優秀な成績を収めた

個人・団体合わせて 44 功労者と、長年スポーツ振興に貢献され

ている個人６人が表彰されました。なお、式終了後には秋に県

体育協会功労賞を受賞された教育部藤江参事の受賞祝賀会が行

われましたので出席させていただきました。その他の項目はご

覧ください。次に議会関係です。教育委員会関係のものを含め

た 24 年度補正予算案は全員賛成で、25 年度予算案は賛成多数

で可決されました。これについては後ほど別途報告があります。

一般質問に対する藤平部長と私の答弁の概要を報告します。賢

政会代表の石井議員からは、有害鳥獣による被害防止対策の中

で通学路等の安全について質問がありましたので、児童・生徒

が通学途上でイノシシを見た例が複数あることや、イノシシを

むやみに刺激するようなことをしないなどの日ごろの学校での

指導を紹介し、保護者や身守りボランティア、関係機関と連携

して事故防止に努めたい旨答えました。また、文化財に関する

質問には、国・県・市の指定の現状や新年度に案内標識の整備

などを行うこと、古墳群は民有地が大半であるので土地所有者

の理解を得ながら観光資源としての側面も踏まえて活用等につ

いて検討したいことなどを答えました。藤川議員からのスポー

ツ合宿に関する質問には、本市は「長距離合宿のまち」として

イメージが定着しているものの、大会前の調整を目的とした合

宿が多いことなどから市民との交流等には配慮が必要なこと
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池田委員長 

川名次長 

や、宿泊施設が必ずしも十分と言えない現状では官民連携した

対応が必要なこと、また志駒・山中地区のもみじロードはラン

ニング練習に条件のよい面があるものの、選手の安全には不安

な面もあることなどを答えました。学校給食については食物ア

レルギーのある子は多くいるものの、重篤な症状に陥る危険か

らアドレナリン注射器エピペンを携帯しているような子は在籍

していないこと、汎用的なマニュアルに頼るよりも、家庭や学

校医等と連携してその子の状況に合った対応に努めるのが大切

と考えていることなどを答えました。通学路の緊急点検のその

後については、学校での対応は一応終わっていることとハード

面での整備の進捗状況について建設部長が答えました。松原議

員の仮称「福祉・教育施設」についての質問には、第３次基本

計画の後期計画への位置づけを検討したいこと、教育費の負担

軽減に関する質問には、保護者負担の現状や就学援助の本市及

び近隣他市の状況を答えるとともに、給食費は今後も保護者の

負担をお願いしたいこと等を答えました。記載はしてありませ

んが、そのほかに鈴木議員から市の防災対策に関連して学校の

避難訓練等について質問がありましたので、東日本大震災後、

各学校では、立地条件等に合わせた防災計画の見直しと実践的

な指導や訓練の工夫をしていることなどについて答えました。

教育長報告は以上です。 

はい。ありがとうございます。次に各課報告をお願いします。

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 20 日 401 会議室に

て、第４回校長会議を開催しました。各課、教育センターから小

中学校校舎耐震化状況、学校体育施設の開放、学年末・学年始め

休業中の服務及び施設の管理、平成 25 年度富津市学校教育の指

針、生徒指導及び長欠不登校対策等の説明及び依頼を致しまし

た。２月 25 日新富津漁業協同組合から市内小中学校の児童・生

徒に地元富津産の「味付け海苔」をご寄付いただきました。頂戴
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池田委員長 

川田所長 

池田委員長 

藤江参事 

した 7,560 袋の「味付け海苔」は、早速３月の給食に提供させて

いただいたところ、子ども達には大変好評でした。３月９日から

19 日にかけて、市内小中学校の卒業式が各小中学校で開催されま

した。中学校は、進学が 418 名、その他６名で、合計が 424 名の

卒業となっております。小学校は、371 名が卒業し、その内の 13

名が私立中学校へ、１名が県立中学校へ進学いたしました。３月

14 日 臨時校長会議を 401 会議室で開催しました。これは、近隣

市で懲戒処分者が出てしまったことを受け、市内教職員の更なる

綱紀粛正に向け開催したものです。当日は、教育長同席のもと、

ことの重大性と職員一人一人への指導の徹底を重ねて指導いた

しました。３月 22 日に市内各小・中学校で平成 24 年度の修了式

が行われました。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。２月 26 日、503

会議室にて平成 25 年度ＡＬＴプロポーザル業者選定を実施い

たしました。株式会社ハートコーポレーション・株式会社ダブ

リュファイブ・株式会社インタラック・株式会社ボーダーリン

クの４社による業者選定プレゼンテーションを行いました。結

果、株式会社インタラックと業務委託契約を締結することとい

たしました。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。２月 26 日に、第

２回天然記念物「高宕山のサル生息地」被害防止管理委員会会

議が、503 会議室で開催され、平成 24 年度事業経過報告及び予

算の執行状況について、また平成 25 年度事業計画（案）及び予

算（案）について審議されました。次に、３月 15 日に、君津地

区青少年相談員連絡協議会合同会議が君津合同庁舎で開催さ

れ、総会への議案の事前協議として平成 24 年度事業報告（案）

及び決算（案）と平成 25 年度事業計画（案）及び予算（案）な
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池田委員長 

小柴課長 

どについて審議されました。以上で、生涯学習課の各課報告を

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。体育振興課の関係について申しあげます。３月３日に富

津市で６回目の開催となります第 35 回千葉県民マラソン大会

が総合社会体育館周辺にて実施されました。当日の、天候は晴

れで、富士山を望むことができました。レースは、ハーフマラ

ソンの部が９時 30 分にスタートし以後 10 分刻みにレースが行

われ 10 時 30 分スタートの 10 ㎞の部が最後のスタートとなりま

した。参加申込者は、4,667 人でありましたが、当日の完走者

は 3,949 人でした。なお、招待選手は三井海上女子陸上部の渋

井陽子選手など７名、視覚障害者選手としてパラリンピック日

本代表等の選手４名が参加しました。膝をすりむくなどの小さ

な怪我はありましたが、大きな事故もなく無事終了することが

できました。総合社会体育館前では、地元物産品の販売や富津

観光協会提供による生海苔の入った味噌汁が無料提供され会場

周辺は賑わっていました。次に３月 26 日に千葉県庁本庁舎にお

きまして、ちばアクアラインマラソン実行委員会第７回総会が

開催されました。総会では、報告事項として平成 24 年度事業報

告及び「ちばアクアラインマラソン」の検証について、議事２

号議案は全て原案のとおり承認されました。最後に森田会長の

総括として、アクアラインだけでも走りたいとの声が多かった

ので、次回実施する時はハーフマラソンも取り入れた中で検討

したらどうか。また、開催する場合は改めて協力をお願いした

いとの挨拶がありました。次に３月 27 日に千葉県民マラソン大

会運営委員会が 502 会議室にて開催されました。委員から大会

当日のいくつかの不備が指摘されました。一例を挙げますと、

大会終了後に駐車場からスムーズに出られなかった。また手荷

物預り所の受け渡しに時間がかかった等の意見がでましたが、

全体的には良かったとの意見が多かったでした。また、これら
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池田委員長 

進藤館長 

池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

の問題点を整理し来年度実施予定の第 36 回千葉県民マラソン

大会を更に充実させていきたいと考えています。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。２月 21 日、中央公民館

多目的室におきまして、第４回富津市公民館運営審議会を開催

いたしました。会議の内容ですが、平成 25 年度公民館・市民会

館の主催学級・講座の事業計画（案）を説明し、承認されまし

た。また、平成 25 年富津市成人式の結果について報告いたしま

した。２月 28 日、中央公民館多目的室におきまして、富津市民

文化祭 2013 第１回準備委員会を開催いたしました。会議の内容

ですが、市民文化祭 2012 の課題及び対応と 2013 の日程及び今

後の会議等の日程について検討いたしました。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号富津市社会教育委員の委嘱について説明願いま

す。 

はい。議案第１号富津市社会教育委員の委嘱について、ご説明

いたします。３ページをお開きください。提案理由にもありま

すように、平成 25 年３月 31 日をもって富津市社会教育委員の

任期が満了となりますので、社会教育法第 15 条第２項の規定に

より平成 25 年４月１日付けで新たに庄司智子氏他 13 名を委嘱

するものです。なお、任期は平成 25 年４月１日から平成 27 年

３月 31 日までの期間となります。以上をもちまして、議案第１

号富津市社会教育委員の委嘱についての説明を終了させていた

だきます。よろしくご審議下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す。議案第１号について質問がござ

いますか。 

新任の方は何名いますか。 
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藤江参事 

池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

岩名課長 

はい。３名でございます。 

各種団体の責任者の変更によるものですか。 

一般の方が１名増、各団体の方から２名の増です。 

一般の方はどなたですか。 

三富和彦氏です。 

はい。ありがとうございました。他に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。続きまして議案第２

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

について説明願います。 

はい。議案第２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、ご説明いたします。２ページをご覧

ください。富津市教育委員会は、富津市教育委員会行政組織規

則（昭和 46 年富津市教委規則第５号）の一部を次のように改正

する。改正の理由につきましては、富津市行政組織の見直しに

伴い、規則の一部を改正しようとするものであります。７ペー

ジをご覧ください。富津市教育委員会行政組織規則新旧対照表

です。左側が現行、右側が改正案です。改正の内容につきまし

ては、現在１課１係を１課２係に改正しようとするもので、第

13 条の表係の欄中「庶務係」の次に「、施設係」を加える。第

14 条の表教育部の項庶務課の目庶務係の節中 14 項から 17 項ま

でを削り、第 18 項中「部」の次に「及び課内」を加え、同項を

第 14 項とし、同目に次の節を加える。施設係、１教育財産（学

校に係るものに限る。）の管理に関すること。２学校施設（他の

所管に属するものを除く。）の整備計画に関すること。３施設台

帳の整備に関すること。４学校施設の実態調査に関すること。

次に、第 14 条の表教育部の項生涯学習課の目社会教育係の節中

第 11 項を 12 項とし、第 10 項の次に次の１項を加える。11 福

祉・教育施設の整備に関すること。なお、施行日につきまして

は、平成 25 年４月１日から施行します。以上でございます。 
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池田委員長 

藤江参事 

池田委員長 

川名次長 

はい。ありがとうございます。議案第２号について質問がござ

いますか。 

福祉教育施設の整備に関することが社会教育係に加わっており

ますが、これはいわゆる複合施設に関することですか。 

はい。そのとおりです。 

はい。ありがとうございます。他に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

明願います。 

はい。議案第３号について、ご説明いたします。10 ページから

の議案第３号は、富津市学校給食費の徴収等に関する規定の整

理を図るために、規則の一部を改正しようとするものです。そ

れでは、16 ページの新旧対照表をご覧ください。16 ページの上

の方です。左の現行、第２条第１項の表を、右の改正案の通り、

区分を２つとし、文言も改めます。同ページの中段になります。

下線の引いてあります同条第２項第２号中の「調理場」を右の

改正案のとおり「学校給食調理場」に改めます。その下になり

ます。下線の引いてあります第３条第１項中「又は学年が進級」

を、右の改正案の通り削ります。17 ページをお願いします。上

段です。左の現行、第４条第１項中の下線部、「学校給食を提供

すること及び給食費・・・中略・・・により通知」を右の改正

案の通り、「学校給食の提供を決定」に改めます。その下です。

同条第２項中下線部の「、全校に規定する通知書に基づき」を、

改正案の通り削ります。 中段やや下になります。第５条第４項

中の下線部、「教育委員会は、」を削ります。下の方になります。

第９条第２項中の下線部、「第３号様式」を「第２号様式」に改

めます。18 ページになりますが、別記第１号様式を 14 ページ・

15 ページの様式に改めます。別記第２号様式を削り、別記第３

号様式を別記第２号様式とします。附則といたしまして（施行
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池田委員長 

小坂委員 

川名次長 

小坂委員 

川名次長 

池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

川名次長 

池田委員長 

藤江参事 

期日）１この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。（経過

措置）２この規則による改正前の富津市学校給食費徴収規則別

記第１号様式によりなされた学校給食の申込みは、改正後の富

津市学校給食徴収規則別記第１号様式によりなされた学校給食

の申込みとみなす。以上でございます。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す。議案第３号について質問がござ

いますか。 

第５条第４号中「教育委員会は」を削るをもう少し詳しく説明

願います。 

はい。ここの部分だけ教育委員会と入っていますので、削りま

した。 

文言上のことであって教育委員会がやることには変わりないで

すか。 

はい。そのとおりです。 

主な改正は調理場に勤務する職員は 5,700 円でしたが、単独調

理場に勤務する職員は 4,600 円に分かれるのですね。 

はい。以前は、調理場に勤務する職員は 5,700 円でしたが、青

堀、富津、飯野の単独調理場に勤務する職員は 4,600 円になり

ます。 

徴収率は他市と比べ富津市は良いと聞いていますが、給食費日

額 265 円、328 円は近隣市に比べてどうなのですか。 

はい。隣の君津市は今年度改正されましたが、まだ少し富津市

より安かったかと思います。他の近隣市に比べても富津市の方

が少し高いかなと思います。 

はい。ありがとうございます。他に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号富津

市文化財第７次指定について説明願います。 

はい。議案第４号富津市文化財第７次指定についてご説明いた
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池田委員長 

進藤館長 

します。19 ページをお開きください。提案理由にもありますよ

うに、平成 24 年第２回文化財審議会において、市指定文化財に

したい旨諮問したところ、別紙の通り指定する旨の答申がされ

ました。よって、富津市教育委員会行政組織規則の規定により、

議決を求めるものです。なお、答申関係につきましては、鑑の

文書のみ添付いたしました。個々の内容につきましては、別添

資料をご覧いただきたいと思います。名称 木造地蔵菩薩坐像

１躯 所在地 富津市寶龍寺 454 所有者 宗教法人寶龍寺

区分 有形文化財彫刻 指定基準 本市域の仏像彫刻として、

また中世の歴史資料として貴重なもの 名称 木造地蔵菩薩立

像１躯 所在地 富津市本郷 537 所有者 宗教法人金蔵院

区分 有形文化財彫刻 指定基準 本市域の仏像彫刻として、

また中世の歴史資料として貴重なもの 名称 木造阿弥陀如来

座像１躯 所在地 富津市八幡 358 所有者 宗教法人円鏡寺

区分 有形文化財彫刻 指定基準 本市域の仏像彫刻として、

また中世の歴史資料として貴重なもの 名称 古塚古墳１基

所在地 富津市二間塚字西内裏塚 2029-1 他８筆 面積 5,207

㎡  所有者 富津市 平野潤氏 平野八重子氏 平野知子氏

区分 記念物 史跡 指定基準 内裏塚古墳群中で、内裏塚古

墳、九条塚古墳、稲荷山古墳、三条塚古墳とともに盟主の系列

に列せられる前方後円墳である。以上をもちまして、議案第４

号富津市文化財第７次指定についての説明を終了させていただ

きます。よろしくご審議下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す。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号富津市公民館運営審議会委員

の委嘱について説明願います。 

はい。議案第５号富津市公民館運営審議会委員の委嘱について

ご説明いたします。平成 25 年３月 31 日をもって、富津市公民
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池田委員長 

川名次長 

館運営審議会委員の任期が満了となりますので、社会教育法第

30 条第１項及び富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等

に関する条例第 16 条第３項の規定により、別紙、進藤利男氏か

ら渡辺早苗氏までの 12 名を平成 25 年４月１日付けで新規に委

嘱するものです。また、充て職であります社会教育委員の委員

長は社会教育委員会議で決定次第、また、小中学校校長会及び

青少年相談員連絡協議会の代表者につきましては、それぞれか

ら推薦があり次第委嘱したいと思います。なお、任期は、平成

25 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの２年間です。よろ

しくご審議下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す。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。次に報告事項に入ります。報告第１号平成 24

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

説明願います。 

はい。報告第１号については、総括にて説明いたします。補正

理由ですが、事業執行に伴う補正減と平成 24 年度東日本大震

災復興特別会計予備費に係る学校施設環境改善交付金事業に

より、平成 25 年度実施予定の事業を前倒しし、大貫小学校普

通教室棟、湊小学校屋内運動場、佐貫、天羽両中学校の技術棟

の耐震補強工事に係る経費を追加したことによる補正増です。

はじめに歳入の主なものついて説明いたしますので、別冊１の

平成 24 年度教育費３月補正予算（総括）の１ページをご覧く

ださい。いちばん上の段、14 款 国庫支出金、２項 国庫補助

金、５目 教育費国庫補助金、２節 小学校費補助金 34,155 千

円、と３節 中学校費補助金 8,777 千円の補正増は、ともに東

日本大震災復興特別会計予備費に係る学校施設環境改善交付

金です。次に、同ページの下の方になります、21 款 市債、１

項 市債、７目 教育債の補正増につきましては、小学校債と中
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池田委員長 

川名次長 

学校債の学校教育施設整備事業債です。歳入予算合計額（節分）

補正前の額 5,303,965 千円、補正額 195,246 千円、計 5,499,211

千円です。次に歳出の主なものをですが２ページをお開きくだ

さい。10 款 教育費、１項 教育総務費、２目 事務局費、19 節

負担金補助及び交付金 2,974 千円の補正減は、保護者負担額が

定まったことに伴い私立幼稚園就園奨励費補助金が確定した

ことによる減額であります。同じく、２項 小学校費、１目 学

校管理費、13 節 委託料 3,782 千円の補正増は、大貫・湊小学

校の校舎等耐震補強設計業務執行に伴う補正減と耐震補強工

事管理業務委託に伴う補正増です。その下、15 節 工事請負費

128,356 千円の補正増につきましては、同じく大貫・湊小学校

の学校施設改修工事執行に伴う補正減と耐震補強工事に伴う

補正増です。中段のやや下、３項 中学校費、１目 学校管理費、

13 節 委託料 3,198 千円の補正増は、佐貫、天羽両中学校技術

棟の耐震補強工事管理業務委託に伴う補正増です。 その下、

15 節 工事請負費 71,660 千円の補正増につきましても、佐貫、

天羽両中学校技術棟の耐震補強工事実施に伴うものです。３ペ

ージをお開きください。上の方になります。４項 社会教育費、

３目 公民館費、15 節 工事請負費 1,431 千円の減額は、中央

公民館アスベスト除去工事執行に伴う補正減です。その下、７

目 埋立記念館費、25 節積立金 10,000 千円の補正増は、埋立

記念館管理運営基金積立金です。歳出予算要求合計額（節分）

補正前の額 1,409,227 千円、補正額 211,591 千円、計 1,620,818

千円です。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。報告第１号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第２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説明願います。 

はい。報告第２号について説明いたします。 

 平成 25 年度の富津市の予算編成にあたりましては、富津市第

３次基本計画の前期実施計画掲載事業、第三次行財政改革推進
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実施計画等を考慮した中で、基本計画の推進テーマである「安

心して子育てできるまち」を目指すため、引き続き市民生活の

安全･安心の向上を図る事業に重点を置いたところであります。

こ う し た 中 で 、 予 算 規 模 と い た し ま し て は 、 一 般 会 計 は

15,570,000 千円で、対前年度比７．３パーセントの減となった

ほか、国民健康保険事業特別会計で 6,990,000 千円、後期高齢

者医療特別会計で 445,772 千円、介護保険事業特別会計で

4,281,638 千円、水道事業会計で 2,546,893 千円、温泉供給事

業特別会計で 2,310 千円となり、全会計の総額は 29,836,613

千円で対前年度比２．６パーセントの減となったところであり

ます。教育部の平成 25 年度の予算編成は、富津市第３次基本計

画の中にありますように、豊かな心を育む教育と文化の香まち

づくりのために、学校教育・生涯学習の充実、青少年の健全育

成の推進、スポーツ・レクリエーションの振興、文化・芸術活

動の推進、文化財の保護と活用に情熱と誠意をもって取り組ん

でまいります。それでは歳入から主なものについてご説明いた

します。別冊２の１ページをご覧ください。中段、14 款 国庫

支出金、２項 国庫補助金、４目 教育費国庫補助金、４節、社

会教育費補助金 2,222 千円のうち、1,222 千円は史跡等・登録

記念物・歴史の道保存整備費補助金で、国指定史跡・弁天山古

墳の覆屋引戸取替工事にかかる支出に対し受け入れるもので

す。補助率は１／２です。２ページになります。中段、20 款 諸

収入、５項 雑入、５目 雑入、１節、給食事業収入 190,034 千

円は、前年度より 7,867 千円の減額となっておりますが、これ

は児童・生徒数の減少による収入減です。歳入予算合計額

248,026 千円、前年度当初と比較して 46,622 千円の減と成って

おります。次に歳出の主なもの及び新規なものについて説明い

たします。３ページをお願いします。10 款教育費、１項 教育

総務費、２目、事務局費 111,469 千円のうち、特別支援教育指

導員報酬 7,825 千円で、学校生活や学習上の困難さを持つ児
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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 24 年度より 1 名増員し、５名を雇用し、配置しま

す。また、私立幼稚園就園奨励費補助金 35,527 千円で、私立幼

稚園に通園する保護者の所得に応じ保育料の負担軽減を図るこ

とを目的として補助金を交付します。自立支援指導員等報償費

2,980 千円では、生徒指導上の問題への早期対応、予防に対応

するため、自立支援指導員４名を雇用し配置します。さらに、

指導補助教員報酬 9,137 千円で、少人数指導を推進し更なる学

力向上を目指し、教員免許を有する指導補助教員を、平成 24

年度より 1 名増員し、５名として雇用、配置します。印刷製本

費 150 千円では、ふっつ家庭学習の手引き（小学校版）を印刷・

製本し、市内小学校全児童に配布します。２項 小学校費、１目、

学校管理費 161,333 千円のうち、総務管理運営費、使用料及び

賃借料の事務機器借上料 3,563 千円で、個人情報管理等のセキ

ュリティ確保、事務の効率化を目的とし、小学校の教職員用の

ノート型パソコンを 1 人 1 台として配備するため、既に整備し

たパソコンの不足台数分を整備します。また、小学校施設整備

事業 23,340 千円で、天神山・竹岡両小学校の電気設備と佐貫・

湊両小学校の小荷物専用昇降機の改修工事、さらに湊小学校の

プール濾過装置交換工事を実施します。さらに、英語指導員設

置事業 4,165 千円で、英語指導員３名を小学校に配置し、外国

語活動の一層の充実を図ってまいります。３項、中学校費、１

目、学校管理費 87,126 千円のうち、総務管理運営費、使用料及

び賃借料の事務機器借上料 2,070 千円で、小学校事務機器借上

料と同じく、中学校の教職員用ノート型パソコンを 1 人 1 台す

るために不足台数分を整備します。また、中学校施設整備事業

3,065 千円で、大貫中学校普通教室棟・管理棟屋根防水工事を

実施します。２目、教育振興費 36,734 千円のうち外国人英語指

導助手業務委託料 12,024 千円で、外国語指導助手３名への業務

委託により、英語学習の一層の充実を図ってまいります。４項
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池田委員長 

岩名課長 

池田委員長 

社会教育費、３目、公民館費 56,235 千円のうち、中央公民館施

設整備事業の工事請負費 10,130 千円で、中央公民館の既存電源

装置が昭和 47 年２月の製品で、充電装置が不良及びバッテリー

劣化不良のため、新たに蓄電池設備、付帯電源配管一式の改修

工事を行います。また、４目、市民会館費 33,003 千円のうち、

市民会館文化事業の市民会館文化事業交付金 2,000 千円を、隔

年で行っている「富津市民文化事業・ふっつ学びの門」へ交付

いたします。また、６目、文化財保護費 13,611 千円のうち、文

化財保護関係費事業の工事請負費 2,445 千円で、先程歳入でご

説明いたしました国指定史跡、弁天山古墳石室覆屋引戸の取替

工事を行います。５項、保健体育費、４目、市体育施設費 33,895

千円のうち、市体育施設管理運営事業の工事請負費 1,240 千円

と備品購入費 260 千円で、浅間山運動公園の既存のテニスコー

ト１面をフットサル場として多目的に利用できるよう整備しま

す。歳出予算合計 918,550 千円、対前年度対比 71,566 千円の減

額となります。以上で報告第２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説明を終わります。 

はい。ありがとうございます。報告第２号について質問がござ

いますか。 

富津市の総予算が前年比―２．６％と言うことで、教育費も同

様に大変厳しい当初予算となっていますが、予算要求の額から

大分減額されていますが、前倒しになっているので、その分が

減額になっているということでよろしいのでしょうか。 

はい。そのとおりです。国の平成 24 年度東日本大震災復興特

別会計予備費を活用して耐震補強工事を実施しようとするも

ので、平成 24 年度３月補正予算に前倒しで計上したことによ

り減額となっております。 

はい。ありがとうございます。緊縮財政の中、限られた予算を

有効に活用できるよう知恵を絞って業務にあたって頂きたいと

思います。 
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他に無いようですので続いて報告第３号富津市教育委員会事務

部局職員等の人事異動について説明願います。 

はい。報告第３号富津市教育委員会事務部局職員等の人事異動

についてご説明いたします。富津市教育委員会は、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第 23 条第１項第３号の規定に

より、事務部局職員等の人事異動を別添（別冊３）のとおりと

する。お手元配布資料の別冊３の１ページと２ページは、職員

配置表で３ページが人事異動内示書を抜粋したものでございま

す。今回の定期人事異動による事務部局職員の対象者は、転出

者５名・転入者 11 名・部内異動者５名、・昇任、昇格者４名、

新規採用２名です。事務部局職員につきましては、以上でござ

います。 

続きまして、報告第３号の内、県費負担教職員の人事異動に関

することについて、ご説明いたします。別冊４をご覧ください。

これは県費負担教職員の任免に関する内申についての内容でござい

ます。教育長の臨時代理によりまして、１ページから５ページ

のとおり千葉県教育委員会へ内申いたしました。まず、１ペー

ジをご覧ください。１の「市内学校からの転出」では、①退職

職員は 11 名、②転任職員は２ページまでの 36 名でした。３ペ

ージをご覧ください。２の「市内学校への転入」では、①新規採

用職員 12 名、②転任職員は４ページまでの 35 名でした。次に５ペ

ージをご覧ください。３の「市内学校間の配置換え」は、16 名

でした。６ページは、市行政関係の異動でございます。以上で

ございます。

はい。ありがとうございます。報告第３号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第４号富津市青少年問

題協議会委員の委嘱について説明願います。 

はい。報告第４号 富津市青少年問題協議会委員の委嘱につい

て、ご説明いたします。24 ページをお開き下さい。報告理由に

ありますように、新たに蒔田光弘氏が富津警察署長に就任され
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ましたので、富津市青少年問題協議会設置条例第３条第４項及

び第４条第１項の規定により、富津市長が委嘱したものです。

なお、任期は前任者の残任期間の平成 26 年５月 31 日までの期

間となります。以上をもちまして、報告第４号 富津市青少年

問題協議会委員の委嘱についての説明を終了させていただきま

す。以上でございます。 

はい。ありがとうございます。報告第４号について質問がござ

いますか。無いようですので続いて報告第５号後援申請につい

て説明願います。 

はい。報告第５号後援申請について。26 ページをご覧ください。

平成 25 年２月８日から２月 25 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

男氏ほか３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。次にその他に入ります。庶務課お願いします。 

はい。それでは、次回の会議日程でございますが４月 25 日（木）

午後４時より 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。 


