
平成 28 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 28 年２月 18 日（木）

10 時 00 分から 11 時 12 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 富津市学校医の委嘱について

議案第２号 富津市学校歯科医の委嘱について

議案第３号 富津市学校薬剤師の委嘱について

議案第４号 平成 27 年度末退職教職員に対する富津市教育

委員会感謝状の贈呈について

議案第５号 平成 27 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

議案第６号 平成 28 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 後援申請について

５ 出席者名

宮田委員長、池田委員長職務代理者、榎本委員、小坂委員、

渡辺教育長、能城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、

神子教育総務課長、須藤学校教育課主幹、菊地教育センター所

長、竹谷教育センター主幹、中後生涯学習課長、山口公民館長、

刈込教育総務課長補佐、森川教育総務課主事

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)

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 28 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

宮田委員長

榎本委員

宮田委員長

渡辺教育長

宮田委員長

神子課長

おはようございます。暑くなったり、寒くなったりで、体調をくずしや

すく、インフルエンザも流行っているようですので、気をつけていただ

きたいと思います。今日は議案も多く、委員協議会もありますので速や

かに会議を始めたいと思います。それでは、平成 28 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

員お願いします。

はい。

委員長報告は特にありません。それでは、教育長報告をお願いします。

１ページ上段をご覧ください。１項目目、教育委員会表彰式の前に行わ

れた、市表彰式での教育委員会関係の表彰について申し上げます。体育

功労ではスポーツ推進委員３名と、空手・ソフトテニス・陸上・ボウリ

ングの全国レベル以上の大会で優秀な成績を収めた 14 名の皆様、善行表

彰では天羽東中生徒会美化委員会を含む６団体の皆様が受賞されまし

た。３項目目ですが、天神山小横田校長による国語科の公開授業と千葉

大寺井教授の講演等が行われました。授業は８名の６年生を市内外から

の 90 名ほどの参観者が囲む形で行われましたが、子どもたちは臆する様

子もなく鍛えられた実力を見せてくれました。５項目目です。昨年度は

関東大会準優勝、今年度は優勝して２年連続で選抜高校野球大会への切

符を手にした選手たちが訪れてくれました。今回のメンバーには大貫中

出身の鳥海選手もいます。教育委員会表彰式は欠席でしたので、報告会

終了後、その場で表彰状と盾を贈らせていただきました。突然でしたが、

鳥海君の立派な決意の言葉を聞くことができました。６項目目は、市内

の特別支援学級設置校連絡会とあゆみの会が共催する会です。菊地所長

に代理で出席してもらいました。その他の項目はご覧ください。教育長

報告は以上です。

はい。ありがとうございました。次に各課報告をお願いします。始めに

教育総務課お願いします。

はい。それでは教育総務課から報告させていただきます。１ページをご

覧願います。２月５日、平成 27 年度富津市教育委員会表彰式が 15 時か
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宮田委員長

今井参事

宮田委員長

菊地所長

ら大会議室に於いて行われました。今年度の表彰者は体育功労個人９名、

文化功労個人１名でした。当日４名の欠席者があり、６名の方一人ひと

りに委員長から功績を読み上げられ、表彰状と記念の盾を手渡されまし

た。その後集合写真を撮影し終了となりました。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。２月４日、18 時 30 分からいち川旅館１階会議室に於いて富津市

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 17 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 27 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あります。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。教育センターの報告をいたします。１月 29 日に大貫中学校にて第

３回富津市学校関係行事調整委員会を実施し、平成 28 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 会議室にてコンピュー

タ主任会議を開催しました。今年度の活用状況の報告と共に、タブレッ

トパソコンの研修を実施し、活用の促進を図りました。２月２日、401

会議室に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、次年度にむけて、個別の教育支援計画の改善や

指導内容の伝達方法について話し合いを持ちました。２月８日、401 会

議室にて第２回の地区指導行政連絡協議会を行いました。千葉県教育庁

南房総教育事務所主席指導主事鈴木充氏ほか、７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 16 日、第３回富津市学力向上推進委員会議を開催し、本年

度の取り組み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、次年度の取り組みについて意見交換しました。２月 18 日、本日

の午後、401 会議室にて特別支援教育連携協議会を開催します。平成 27

年度の各機関の取り組みを報告し、次年度に向けての課題を話し合う予

定にしています。教育センターの報告は以上でございます。
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宮田委員長

中後課長

宮田委員長

山口館長

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。生涯学習課の関係について申し上げます。２月７日にスポーツ少

年団指導者・母集団研修会を富津公民館多目的室にて実施しました。参

加者は事務局を含め 87 名でした。講習は、加藤大介クリニックの理学療

法士３氏による「多目的にみる子どもとスポーツ障害」をテーマに３氏

がそれぞれ「子どものからだとは」、「本当にからだが硬いと怪我しやす

いのか」、「靴とスポーツ障害の関わり」について話をされました。スポ

ーツ少年団の指導者・保護者はもとより、スポーツ団体の指導者・保護

者・団員、市内小中学校の先生方も参加されておりました。会場では、

皆さん熱心に聴いておられ、子どものからだや成長についてあらためて

確認をし、怪我が発生する原因や仕組みを理解することができてトレー

ニング方法などを再確認する必要があることを意識できたなどの報告が

ありました。次に３月６日に開催予定の千葉県民マラソンについて申し

上げます。今回の参加者申込者数は 5,288 人です。本年も多くの方々の

協力、ボランティアの参加をいただき、また、各分野の方々も趣向を凝

らしておもてなしをし、盛り上げていただけるようでございますので、

大変賑やかな大会になると思われます。委員各位におかれましても、ご

来場のうえ、参加者へのご声援を賜りますようあらためてお願い申し上

げます。今後、26 日午後７時から大会議室において運営に協力をいただ

く方々への説明会を行うことで準備を進めております。また、28 日には

青堀地区を含めた地元区長、観光協会富津支部などで漁港通りの清掃を

していただく予定となっております。大会当日の天候が穏やかで、富士

山が望めることを期待します。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。１月 31 日、第７回富津市民文化事業

「ふっつ学びの門」風の又三郎の公演を富津公民館において開催いたし

ました。この富津市民文化事業は、平成 15 年度から隔年実施により開催

され、本年で第７回を迎えました。実行委員の皆様の誠意と、劇団わら

び座のご協力により、宮沢賢治原作の「風の又三郎」の公演を行いまし

た。当日は、640 名の方々にご来場をいただき、舞台で行われる生演奏

あり、歌あり、民俗芸能や世界中の舞踊ありのバラエティな演出による
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宮田委員長

委員

宮田委員長

今井参事

ファンタジックな世界が表現され、皆さん堪能されておりました。以上、

報告を終わります。

はい。ありがとうございました。教育長報告及び各課報告の中で質問あ

るいは確認したいことがございますか。無いようですので、次に付議議

案に入ります。議案第１号富津市学校医の委嘱についてから、議案第６

号平成 28 年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出予算については、富津

市教育委員会会議規則第 13 条第１項第１号人事に関する事項、第４号議

会に対する意見の申出等を必要とす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。

異議なし。

異議なしということですので、議案第１号から議案第６号の審議は非公

開で行うことに決まりました。なお、これらの議案は、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。なお、議

案第１号から３号までは同様の人事案件ですので、一括にて説明をお願

いします。では、学校教育課お願いします。

はい。議案第１号「富津市学校医の委嘱について」、議案第２号「富津市

学校歯科医の委嘱について」、議案第３号「富津市学校薬剤師の委嘱につ

いて」を一括してご説明いたします。２ページ及び４ページ６ページを

ご覧ください。議案第１号から３号までは、今年度末をもって学校医・

学校歯科医・学校薬剤師の任期が満了となるため、富津市立小学校及び

中学校管理規則第５条の規定により、平成 28 年４月１日より新規に委嘱

するものです。なお、任期は、平成 30 年３月 31 日までの２年間です。

３ページをご覧ください。学校医につきましては、青堀小学校金井徳彰

氏から天羽東中学校鈴木俊彦氏までの、のべ 18 名の方々に新規に委嘱す

るものです。続いて５ページをご覧ください。学校歯科医につきまして

は、青堀小学校大澤憲二氏から天羽東中学校 椎津裕貴氏までののべ 18

名を新規に委嘱するものです。なお、学校歯科医につきましては、児童

生徒の減少から飯野小学校、大貫小学校、富津中学校、大貫中学校、天

羽中学校で１名減となっております。続いて７ページをご覧ください。

学校薬剤師につきましては、青堀小学校海老澤優子氏から天羽東中学校
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

神子課長

石原茂氏までののべ 16 名を新規に委嘱するものです。以上で議案第１号

から第３号までの説明を終わります。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号から３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１号から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１号から３号は、

承認されました。続いて議案第４号平成 27 年度末退職教職員に対する富

津市教育委員会感謝状の贈呈についてお願いします。

はい。それでは議案第４号について、ご説明いたします。８ページをお

開き願います。市教育委員会では、「退職教職員感謝状贈呈」に関する

内規に基づき、感謝状を毎年贈呈しております。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、被贈呈者は、

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

た方です。９ページをご覧願います。こちらに平成 27 年度末富津市退

職教職員感謝状贈呈者名簿がございます。今年度は、青堀小学校柴本校

長から、同じく青堀小学校平野教諭までの 12 名の方が対象となります。

勤務年数は、短い方で 31 年、長い方で 39 年でございます。詳細につき

ましては、10 ページから 15 ページまでにご功績が記載されております

ので、参考にして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号平成 27 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。16 ページを

お開き願います。教育委員会は、平成 27 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、これを市長に申し出るものとする。

17 ページをご覧願います。総括表により一括してご説明いたします。

まずは歳入でございます。16 款財産収入の内の、１節土地建物貸付収

入 338 千円の補正増は、旧環南小学校教室貸付収入で、今年度４月から
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使用している使用者が使用電気代実費相当分を収入として受け入れて

いるものでございます。次に、17 款寄附金の内の、８目教育費寄附金

918 千円の補正増は、湊婦人会様、金谷の恭扇会様、大佐和自動車教習

所様、木更津法人会様、上総モラロジー様から寄附をいただきました。

次に、18 款繰入金の内の、１節学校教育振興基金繰入金 387 千円の補

正減は、歳出に記載がありますが、中学校での滅菌器の故障がなく購入

しなかったため基金の取り崩しがなかったものでございます。次に、20

款諸収入の内の、１節給食事業収入の 406 千円の補正減は、児童・生徒

の減少によるものでございます。以上、歳入補正額は 463 千円の補正増

でございます。次に歳出について、殆どのものが執行残でございますが、

新規または主なものについてご説明いたします。18 ページをお開き願

います。10 款教育費、１項教育総務費、２目事務局費の内の、12 節手

数料の157千円、13節委託料の4,061千円、17節公有財産購入費の1,466

千円の補正増は、いずれも旧関豊小学校跡地利用に伴う費用で、測量業

務委託は、学校敷地周囲の境界確定及び地積確定、敷地内の赤道の用途

廃止に伴う図面の作成等でございます。次の公有財産購入費は、学校敷

地内に２筆の借地があり校舎がかかっていることから取り壊して返す

こともできないことから、購入しようとするものでございます。手数料

はこの借地の不動産鑑定手数料でございます。なお、この手数料、測量

委託料、土地購入費は、測量委託で３か月位要し、その後の土地購入と

なりますので、繰越明許しようとするものでございます。次に、２項小

学校費の内の、11 節光熱水費 4,612 千円の補正減と３項中学校費の内

の、11 節光熱水費 2,102 千円の補正減は、電気料金の減額が大きく、

特定規模電気事業者である日本ロジテックとの契約及び電気料単価の

減額によるものでございます。また、小学校費の水道料金も富津小学校

調理場の廃止と飯野小プールの使用中止により減額となっております。

次に、小学校費の 11 節需用費の内の修繕料とその下の方、中学校費の

11 節需用費の内の修繕料ですが、21 ページをご覧願います。２項小学

校費の 11 節需用費の修繕料 80 万円の補正増と中学校費の 11 節修繕料

240 万円の補正増は、環小学校と佐貫中学校のどちらも県からの指摘に

より浄化槽修繕を行うもので、環小学校は、浄化槽蓋の交換工事で、佐
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宮田委員長

神子課長

貫中学校は撹拌装置及び破砕機交換工事でございます。次に、18 ペー

ジに戻っていただいて、小学校費の 13 節委託料 1,649 千円の補正減と

中学校費の 13 節委託料 317 千円の補正減は、ともに各種保守点検等委

託料の入札執行残でございます。次に、４項社会教育費の内の、25 節

積立金９千万円の補正増は、社会教育施設管理運営基金積立金で、一般

会計へ繰替運用を行っておりました残高９千万円を一括当該基金に繰

り戻すことによるものでございます。次に、５項保健体育費、２目給食

管理費の内の１節報酬 206 千円の補正減と、７節賃金 1,026 千円の補正

減は、予定給食実施日より、実際に給食を実施する日数が少ないための

執行残でございます。次に、11 節修繕料 782 千円の補正増は、緊急的

に修繕しなければならない件数が多く予算が不足するための増額でご

ざいます。20 ページから 25 ページは、各課毎の補正予算資料でござい

ます。以上でございます。よろしくご審議のほど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。続いて議案

第６号平成 28 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。それでは議案第６号について、ご説明いたします。26 ページをお

開き願います。教育委員会は、平成 28 年度富津市一般会計予算教育費歳

入歳出予算について、これを市長に申し出るものとする。27 ページをご

覧願います。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 28 年度も 27 年度と同様に枠配分方式により、枠配分

額は、27 年度当初予算額に人件費、普通建設事業費、長期継続契約、土

地借上料を除いた 95％要求となりました。また、枠外につきましては、

普通建設事業費として、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、土地借上料、長期継続契約委託

料等を要求いたしました。28 ページをお開き願います。歳入予算要求合

計額は、２億 7,275 万２千円で前年度当初と比較して 2,850 万７千円の
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減額となっております。主な要因は、27 ページに戻って頂いて、真ん中

辺りの、中学校補助金と 28 ページの中学校債で、補助対象工事の減額に

よるものでございます。次に、29 ページの１をお開き願います。歳出予

算要求合計額は、９億 7,678 万５千円で前年度当初と比較して 4,076 万

１千円の増額となっております。主な要因は、３項、中学校費の１目、

学校管理費で、工事費が減ったことがありますが、１項、教育総務費の

２目、事務局費及び４項社会教育費の内の、１目社会教育総務費、６目

文化財保護費の増額によるものでございます。詳細については、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。29 の２ページをお開き願います。まず、歳入についてですが、

当初予算要求額は合計で２億 1,132 万７千円で、27 年度予算より 6,308

万５千円の減額となっております。主な内容は、14 款国庫支出金の中の、

３節中学校費補助金の要求額 70 万円は、昨年やむを得ず休止いたしまし

た、理科教育振興費補助金でございます。27 年度武道場改修工事の補助

金がありましたが、28 年度はないことからの減額でございます。次に、

18 款繰入金の内の、１節学校教育振興基金繰入金 215 万５千円は、富津

中学校にグランドピアノを購入することに伴い基金を取り崩す予算でご

ざいます。次に、20 款諸収入の内の、１節奨学金貸付金収入は、事務の

見直しにより、今まで学校教育課で担当していましたが、28 年度から教

育総務課で担当することになったことにより、前年度予算が０円となっ

ております。次に、５項雑入の内の、１節給食事業収入１億 7,277 万３

千円は、児童・生徒 2,821 人、教職員 320 人の現年度分給食費及び過年

度分給食費でございます。27 年度より児童・生徒で 78 人、教職員で３

人の減の見込みでございます。次に、21 款市債の内の、１節中学校債

3,390 万円は、大貫中学校屋根防水工事１件に伴う起債の借入で、工事

費に対し 92％の借入でございます。27 年度は武道場天井改修工事に伴う

借入がありましたので、4,350 万円の減額となりました。次に、歳出で

ございます。33 ページをご覧願います。当初予算要求額は合計で５億

5,728 万５千円で、平成 27 年度当初予算より 3,064 万２千円の減額とな

っております。主な内訳につきましては、30 ページをご覧願います。10

款教育費のうち、１項教育総務費は 1,074 万７千円で対前年度比 446 万
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２千円の増額です。この主な理由は、２目事務局費の内の、11 節需用費

の旧環南小及び旧関豊小の消防設備修繕の増額でございます。次に、12

節役務費の内の手数料で、旧関豊小学校跡地利用に伴う不動産鑑定評価

手数料 102 万２千円が新規の要求でございます。これは財産処分に伴う

評価額を算出する業務でございます。次に、19 節負担金補助及び交付金

と 21 節貸付金は、学校教育課との事務の見直しによるものでございま

す。次に、２項小学校費の内の、11 節需用費、12 節役務費、13 節委託

料は実績による減額でございます。次に、14 節使用料及び賃借料 1,499

万円は、土地借上料、コピー機使用料、パソコン借上料等でございます。

27 年度より 816 万円の増額は、21 年度に購入した校務用パソコンが６年

少し使用し、故障が頻繁になってきたことから、62 台をリースにより更

新しようとするもので、この予算額は、852 万１千円でございます。次

に、31 ページをご覧願います。小学校施設整備事業で 13 節委託料の 202

万９千円は、小学校施設整備設計委託料で、学校施設の老朽化の状況を

調査・分析したうえで、中長期にわたり施設を適切に維持保全するため

の指針となる「学校施設等整備基本計画」を策定するものです。この計

画では、学校施設再配置構想及び各学校の状況を踏まえたなかで、緊急

性などを考慮した優先順位を定め、適切な実施時期や改修規模及び必要

な費用などを検討し、具体的な目標を設定しようとするものでございま

す。次に、15 節工事請負費 640 万円は、青堀小学校プールろ過装置改修、

富津小学校昇降口床及び扉改修、佐貫小学校汚水管改修及び環小学校給

水ポンプ交換工事の４件を予定しています。次に、２目教育振興費の 19

節負担金補助及び交付金で対外競技選手派遣補助金及び児童活動補助金

は、事務の見直しにより学校教育課の担当になるものでございます。次

に、３項中学校費の内の、11 節需用費の 194 万３千円の減額は、電気料

の実績による減額や修繕費の減額でございます。次に、14 節使用料及び

賃借料 1,128 万２千円は、小学校費と同じく土地借上料、コピー機使用

料、パソコン借上料等でございます。27 年度よりの 421 万７千円の増額

は、小学校費と同じで 21 年度に購入した校務用パソコン 34 台をリース

により更新しようとするもので、予算額 467 万３千円でございます。次

に、中学校施設整備事業の 12 節役務費 15 万９千円は、17 節の天羽東中
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学校の進入路用地の借地を購入するための不動産鑑定評価手数料等でご

ざいます。次に、13 節委託料 726 万円は、中学校施設整備設計委託料で、

中学校分につきましては、小学校分で説明いたしました「学校施設等整

備基本計画」の策定業務に加えて、学校施設再配置構想に基づく整備順

位の現段階での最優先校である天羽中学校についての提案業務も委託い

たします。既存校舎の耐力度調査を実施したうえで、適切な校舎の整備

比較検討を行い、具体的な事業計画及び事業スケジュールなどの提案を

してもらい、翌年度の実施設計の委託につなげようとするものでござい

ます。次に、15 節工事請負費 3,790 万円は、大貫中学校屋根防水改修工

事及び佐貫中学校屋上パイプスペース内配水管改修工事の２件を予定し

ております。次に、17 節公有財産購入費 403 万４千円は、天羽東中学校

進入路用地の借地を購入しようとするものでございます。次に、32 ペー

ジをご覧願います。２目教育振興費の内の、18 節備品購入費 140 万円は、

昨年度休止いたしました理科教育振興備品を購入しようとするものでご

ざいます。次に、19 節負担金補助及び交付金で対外競技選手派遣補助金、

通学費、生徒活動補助金は、事務の見直しにより学校教育課の担当にな

るものでございます。次に、富津中教育振興費 395 万６千円は、消耗品

費、備品購入費等に合わせて、グランドピアノを購入しようとするもの

でございます。次に、５項保健体育費の内の、１節報酬 823 万１千円は、

６名の給食運営委員報酬、９名の学校配膳員報酬、２名の事務補助員報

酬で、28 年度から飯野小学校調理場の廃止に伴い、飯野小に配膳員を配

置したこと及び 27 年度は事務補助員１名が総務課予算であったことに

よる増額でございます。次に、７節賃金 356 万９千円は、青堀小学校調

理場調理員の７名で７月までの賃金でございます。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する予定にしております。

27 年との減額は、この青堀小学校調理場の民間委託及び飯野小学校調理

場が廃止になることによる減額でございます。次に、13 節委託料 9,396

万９千円は、調理及び配送委託、各種設備保守点検委託で、27 年度に比

べ 2,177 万８千円の増額は、28 年度から飯野小学校調理場が大貫共同調

理場に統合になるため及び青堀小学校調理場を８月から共同調理場と合

わせて調理業務を委託する予定による増額分でございます。次に、18 節
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今井参事

備品購入費 601 万４千円は、天羽共同調理場にスチームコンベクション

オーブン２台等を購入するものでございます。次に、15 節工事請負費 580

万円は、天羽共同調理場の合併浄化槽設置工事でございます。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 7,277 万３千円、給食実施予定日が 194 日で、児童・生徒 2,821

人、教職員 320 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。

はい。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。はじめに歳入についてご説明いたしますので、35 ページをご

覧ください。中段やや上の欄、14 款 国庫支出金、２項 国庫補助金、

６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す。補助率は１／３以内です。歳入予算要求合計額

は、1,804 万７千円で前年度当初比較で 686 万４千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。36 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、１節 報酬 32,922 千円は用務員・特別支援教

育指導員・事務補助員の報酬です。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、平成 27 年度と同数の５名を雇用し、配置します。

その７行下、18 節備品購入費 14,005 千円は、平成 27 年度教科用図書

君津採択協議会の協議の結果に基づき採択された中学校教科書に対す

る教師用指導書及び指導用教材等を購入するとともに、前年度採択され

た小学校教科書に対する教師用指導書及び指導用教材の不足分を購入

するもので前年度当初予算比較 7,634 千円の増額です。中段、学校バス

運営事業の欄中、13 節 委託料の 999 万円はスクールバス運行管理委託

料で、天羽東中学校及び環小学校のスクールバスの運行と、市内小・中

学校がスクールバスを校外学習等で利用するための特例利用運行を実

施します。その５行下の 19 節、負担金補助及び交付金 4,733 万１千円

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
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菊地所長

園就園奨励補助金と私立幼稚園振興費補助金です。私立幼稚園就園奨励

補助金については、今年度まで国庫補助限度額の８割を補助しておりま

したが、次年度より、国庫補助限度額相当を補助することとなり前年度

当初比較で 1,095 万５千円の増額となりました。続いて、38 ページ上

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

児童就学奨励事業の 799 万円は、前年度当初比較 95 万５千円の増額と

なり、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奨励事業の 972 万５千円につきましても、前年度

当初比較 222 万６千円の増額となっております。これにより、学用品費、

通学用品費、校外活動費等につきましても、他市と同程度の支給金額と

なります。学校教育課の歳出予算要求合計額は、２億 2,758 万３千円で

前年度当初比較で 2,067 万７千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。

はい。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、36 ページをご覧ください。まず、教職員研修推進事業

の報償費 178 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った研修に心が

けてまいります。続いて、37 ページをご覧ください。自立支援事業報

償費 2,972 千円は、前年度と同様、自立支援指導員４名の報償費です。

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、適応指導教室事業の報償費 1,587 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。続いて学力向上推進事業の報酬 9,422 千円は、指導補助教員５

名の報酬です。一人あたりの単価の見直しにより、昨年度より減額とな

っております。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、

個に応じた支援のもと、学力の定着を目指しています。また、需用費の
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中後課長

印刷製本費 96 千円により、家庭学習の手引きを増刷し、配付を継続し

ます。英語指導員設置事業ですが、報酬として 2,258 千円を予算要求し

ています。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日から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、37 ページの小学校管理費の使用料及び賃借料 17,509 千円と

38 ページ中学校管理費における使用料及び賃借料 17,917 千円は、小・

中学校の教育用パソコン等の借り上げ料です。小学校では１年間の延

長、再リース契約をする予定です、29 年度の新規入れ替えに向け、来

年度より導入機器の検討をして参ります。最後に、外国人英語指導助手

活用事業の委託料 12,000 千円は、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まいります。教育セ

ンター説明は、以上です。

はい。生涯学習課の予算要求のうち主なものについて説明いたします。

39 ページをお開きください。歳入として増減の大きいもの、新規のも

のについて説明いたします。13・１・６・３保健体育使用料は、本年度

5,121 千円で前年度比 778 千円の増額を見込んでおります。浅間運動公

園でテニス場の使用が多いこと、総合社会体育館で大きな大会の使用が

あったこと、減免を見直したことなどによります。14・２・６・４社会

教育費補助金は、国庫補助金で、後ほど歳出で説明いたします内裏塚遺

跡の史跡用地取得等に伴う史跡等購入費補助金 23,113 千円でありま

す。また、これに伴う県補助金として 15・２・７・１社会教育費補助

金、1,926 千円でございます。歳入合計は、36,069 千円、前年度比較

25,964 千円の増額となります。増減の理由といたしましては、ただい

ま説明をいたしましたものとなります。40 ページをお願いいたします。

歳出について説明いたします。４社会教育費、１社会教育総務費、社会

教育委員関係費の前年度当初比較欄の増額については平成28年10月に

開催される第 58 回全国社会教育研究大会千葉大会にかかる経費であり

ます。生涯学習バス設置事業、18 備品購入費については、現在バス２

台で実施している事業ですが、ともに購入から 20 年以上が経過してお
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山口館長

ります。利用者の安全を確保するため、バス１台更新の予算 15,120 千

円を計上しました。今後更新にあわせて順次２台を廃車し、更新した車

両１台による運用にしてまいります。これにあわせて、13 委託料、生

涯学習バス運行管理委託料は移行期であることから３年の長期継続契

約を単年度契約で実施いたします。41 ページをお願いします。５図書

館費、図書館関係費、18 備品購入費、図書備品購入でございますが、

前年同額の図書を購入いたします。移動図書館事業の 13 委託料、移動

図書館運行管理委託料 597 千円の増額は、生涯学習バス購入に伴い、こ

れまでの３か年の長期継続契約を単年度の契約としたことによる管理

経費の増額等によるものです。６文化財保護費の増額については、文化

財保護関係費で、国指定史跡である内裏塚古墳はこれまで既存住宅の建

替えは認めず、段階的に公有地化を進めてまいりましたが、後円部東側

周溝内で建物の建替え意思が示されたため、国・県補助事業による史跡

用地取得、物件補償等を予算化したものであります。42 ページをお願

いします。公共工事発掘調査事業は、公共工事の施工に伴う埋蔵文化財

包蔵地の事前調査のために新設した事業で、本年は、市道山王下飯野線

建設工事に伴い実施するものです。５保健体育費、１保健体育総務費、

社会体育振興費、７賃金は育児休業からの職員の復職に伴う臨時職員の

減員によるものです。19 負担金及び交付金のうち市体育団体への補助

金は 1,500 千円で前年同額です。ふれあいスポーツフェスタ事業は、前

年度同額の予算 800 千円で実施いたします。４体育施設費 市体育施設

管理運営事業 13 委託料 市体育施設指定管理料の減額 1,127 千円は、

新富地先において企業庁より駐車場用地として譲渡をされた土地を平

成27年10月に普通財産に移管したことにより草刈り経費等の管理経費

が減額になったこと及びＰＰＳ業者への移行に伴う体育館電気料の減

額によるものです。なお、本年は指定管理期間５年のうちの２年目とな

ります。歳出合計は、114,770 千円となり、前年度比較 46,951 千円の

増額となりました。増額の大きな要因は、内裏塚古墳の土地購入と生涯

学習バスの購入によるものです。以上でございます。

はい。それでは公民館の予算要求についてご説明いたします。43 頁を

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
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宮田委員長

池田委員

中後課長

合計額は 730 万９千円で、平成 27 年度当初予算額より 175 万円の増額

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、６節社会教育施設管理運営基金繰入金 519 万８千円これ

は、埋立記念館運営費への繰入の他に、新たに富津公民館の空調設備交

換工事に伴う設計業務委託料を計上したことにより増額したものであ

ります。次に、歳出についてご説明いたします。44 頁から 45 頁までの

３目公民館費、４目市民会館費、７目埋立記念館費ですが、当初予算要

求合計額は 7,714 万７千円で、平成 27 年度当初予算要求合計額より 337

万５千円の増額となっています。主な増額要因としましては、中央公民

館管理運営費では、非常勤一般職員２名の勤務時間を２時間延長し、正

職員と同時間数にしたことによる報酬の増及び、高圧負荷開閉器設置工

事による工事請負費が発生したことによる増、富津公民館管理運営費で

は、29 年度実施予定の空調機器交換工事のための設計業務委託料を計

上したことによる委託料の増、市民会館管理運営費では、敷地内の排水

路整備工事を計上したことによる工事請負費の増、埋立記念館管理運営

費では、浄化槽ポンプ及びブラインド修繕による需用費の増が主なもの

となっております。減額分の主なものにつきましては、各施設共に、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

の更なる削減に努めます。以上で公民館の説明を終わります。よろしく

ご審議の程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号について質問がございますか。

はい、池田委員。

はい。生涯学習課の生涯学習バス設置事業についてでございます。バス

を１台更新するということですが、確認なのですが、現在バスが２台あ

るということで、１台をプラスで運用して、最終的に現在使っている２

台を廃車し、今度購入する１台で運用していくということで説明を受け

取ったのですが、そういうことでよろしいのでしょうか。

はい。現在、運行している２台のうち１台は７月に車検がございまして、

もう１台は 11 月に車検があります。７月の車検は受けることを考えて

いますが、11 月の車検は受けず廃車します。新車の購入につきまして

は４月早々に入札手続きに入りたいと考えていますが、納品までに時間
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池田委員

中後課長

池田委員

中後課長

池田委員

宮田委員長

小坂委員

神子課長

小坂委員

宮田委員長

榎本委員

菊地所長

がかかるということが懸念されます。いずれにしても 11 月以降は１台

で進めていきたいと考えています。新車が納品されましたら、もう一台

の方も廃車にしたいと思います。

今後は１台で運行するということですか。

はい。

１台で市民のニーズに合わせた十分な対応は可能なのでしょうか。

現在の生涯学習バスにつきましては社会教育関係の利用とスクールバ

スの補助、そして市の行事搬送の３つの利用があります。今の質問の要

点は、社会教育関係の利用への影響のことだと思います。結論から言い

ますと、今後ある程度利用形態について検討させていただくということ

を考えております。利用頻度につきましてもご意見がありますし、また、

受益者負担のお話もあると思います。それらを総合していくと、１台で

対応できるのではと思います。

ありがとうございました。いずれにしても運行計画を事前に準備をして

対応していただければと思います。よろしくお願いします。

他には、何かございますか。はい、小坂委員。

はい。予算のない中、優先度と配分をよく考えてのことで、大変ご苦労

があったことと思います。教えていただきたいのですが、31 ページの

歳出、工事請負費の内訳について４件あったと思うのですが、それを聞

き逃してしまったので、もう一度お願いします。

はい。１件目は青堀小学校プールろ過装置の改修。２件目は富津小学校

昇降口床および扉の改修。３件目は佐貫小学校汚泥管改修。４件目は、

環小学校給水ポンプの交換工事です。

はい、わかりました。その４件の中に私が気になっていた所が入ってお

りましたので大丈夫です。ありがとうございました。

他には、何かございますか。はい、榎本委員。

はい。38 ページ英語指導員設置事業ですが、説明に非常勤の英語指導

員３名とありますが、これは下に記載されているＡＬＴの人たちが、こ

こに非常勤で配置されるのですか。それとも全く別の人がいらっしゃる

のでしょうか。

はい。英語指導員の方は日本人の方で、外国人のＡＬＴと協調しながら、
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榎本委員

宮田委員長

池田委員

神子課長

池田委員

神子課長

池田委員

宮田委員長

神子課長

担任の先生と上手くＡＬＴの方を繋いでいただいています。また、英語

指導員の方は英語の指導に堪能ですので、担任の先生に英語の指導につ

いても支援をしていただいています。

こちらの要求額が少なかったので、もしかしたら、同じ人が配置される

のかなと思い質問させていただきました。ありがとうございました。

他には、何かございますか。はい、池田委員。

はい。教育総務課の予算についてお聞きをしたいと思います。当初、予

算要求をするにあたっての部内協議の中で方針というものがあったと

思いますが、当初の方針と実際の予算要求が異なってきているものがあ

るのかなと思います。具体的には学校施設整備事業、その中の佐貫中学

校武道場天井の落下防止改修工事が、当初は盛り込みたいという方針だ

ったと記憶しているのですが、それが予算上要求されていないので、こ

の点について説明をお願いします。

はい。教育部としては、当初は要求したいと考えていたのですが、市の

全体の予算の中で削ることになりました。

今の時点での安全性が確保されていれば問題はないと思いますが、その

点どうなのでしょうか。

はい。佐貫中学校は天羽中学校、富津中学校と違い、１部屋の天井面積

が狭いことから、大規模な地震が起こるとすぐに落下するということで

はないと考え、先延ばしすることになりました。

はい。ありがとうございました。

ほかに何かございますか。なかなか厳しい中で予算を組んで大変だとは

思いますがよろしくお願いします。それでは、議案第６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６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。それでは報告第１号、後援申請につきまして、ご報告させて頂き

ます。資料の 46 ページをお開き願います。平成 28 年１月 19 日までの後

援申請受付分につきましては、次の 47 ページに記載のとおり富津市ボー

リング協会会長、浜田靖一氏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。
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宮田委員長

神子課長

宮田委員長

はい。ありがとうございました。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の日程でございますが、３

月 28 日、月曜日、午後２時 30 分から、今回と同様、市役所４階、401

会議室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。

また、この定例会終了後、この場において先日依頼してございます委員

協議会の開催を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。引続き、委員協議会を開催しますので

よろしくお願いします。


