
平成 30 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 30 年２月 15 日（木）

15 時 00 分から 16 時 10 分

３ 開催場所 富津市役所 本庁舎２階 第１委員会室

４ 審議等事項

○報告事項

議案第１号 富津市学校医等の委嘱について

議案第２号 平成29年度富津市一般会計予算教育費３月補正予算案に

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当初予算

案について

議案第４号 平成 29 年度末退職教職員に対する教育功労者の

表彰について

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、能城教育部長、髙梨教育部参事兼学校教育課長、鶴岡

教育総務課長、河野学校教育課主幹、鈴木学校再配置推進室長、

竹谷教育センター所長、鳩飼教育センター主幹、岩名生涯学習

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 条第第１項第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２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

榎本委員

岡根教育長

こんにちは。２月の定例教育委員会会議にご出席いただき、感謝申し

上げます。現在、全国的な猛威を振るっているインフルエンザの学校

への影響につきましては、本日、吉野小学校の２年生が学年閉鎖とな

っている状況でございます。特に受験を控えた中学３年生は、留意し

てほしいと思います。さて、それでは、教育委員会会議を開催いたし

ます。本日は、議案４件、報告１件でございます。忌憚のないご意見

をお願いいたします。本日の会議録署名委員の指名でございますが、

榎本委員にお願いします。

はい。

最初に、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

目の第 37 回富津市社会福祉大会でございますが、『みんなでつくろう

心ふれあうハートフルタウン』をテーマに、式典と記念講演が行われ

まして、式典の部では、地域福祉活動に功労のあった個人 11 名と３団

体が表彰され、寄附のあった個人２名と２団体に感謝状が送られまし

た。記念講演は、『みんなで支える地域づくり』と題しまして、千葉県

の社会福祉協議会地域福祉推進部長の川上浩嗣氏の講演がございまし

た。２番目のふれあいＴｏｗｎニューイヤーフェスタでございますが、

富津市国際交流協会の主催で、佐貫コミュニティセンターを会場に開

催されました。富津市在住の外国の方々をお呼びして、それぞれの国

のお菓子や料理を囲み、楽しい雰囲気の中で交流を深めることができ

ました。３番目の新日鉄住金との意見交換会でございますが、木更津

ビューホテルを会場に、市長・副市長・議長とともに参加いたしまし

て、君津製鉄所の所長をはじめ幹部の方々と、天羽高校にできる工業

コースに期待するものについて話合いを行いました。新日鉄住金から

は、高校で取得できる資格等についての要望が出されたり、求める人

材についての意見交換をさせていただきました。私からは、職場見学

や体験を通じて、小中学生の理解も深めていきたいとお話させていた

だきました。４番目の平成 29 年度富津市表彰式でございますが、統計
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鶴岡課長

功労など、長年にわたり功労のあった個人 11 名と体育面での優秀な成

績を収めた 13 名、文化面での優秀な成績を収めた１名、また多額の寄

附を頂いて、善行表彰を受けられた個人２名と６団体が対象となりま

した。５番目の第 18 回富津市経営改革本部会議でございますが、今後

の公共施設のあり方について、財政面から見た方向性が出され、それ

についての各部の検討案を持ち寄るということで話合いが行われまし

た。今後は、各部で検討案について意見を出して、次回の会議を行う

という段取りなっております。６番目の高齢者叙勲伝達式でございま

すが、長年にわたり学校医として、ご功績のあった金井徳博氏の叙勲

に対し、市長より伝達したものでございます。当日は、市長室におい

でいただき、表彰状と勲章が伝達されました。７番目の海苔の寄附に

関する贈呈式でございますが、毎年、ご寄附を頂いている新富津漁業

協同組合さんからの申し出によるもので、当日が海苔の日だというこ

とで、その日の給食に出して児童生徒に味わっていただきました。９

番目の自衛隊協力会視察研修でございますが、２月 13 日に防衛大学校

を訪問いたしました。日本の安全保障に関する状況が刻々と変化する

中での防衛大学の役割について、担当者の方からお話をお伺いいたし

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。無いようですので、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。教育総務課から報告いたします。資料の２ページをご覧願いま

す。１月 31 日、午後３時から市役所大会議室において、平成 29 年度

富津市教育委員会表彰式が行われました。今年度の表彰者は、体育功

労個人 31 名、文化功労個人１名でございます。当日は、30 名の方々に、

教育長から表彰状と記念の盾を手渡しされました。教育委員の皆様に

は、ご臨席いただきありがとうございました。同日、午後７時から、

市役所 502 会議室において、第８回天羽中学校校舎改築基本設計検討

委員会を開催いたしました。当日の会議では、１月の教育委員会協議

会でご説明申し上げました配置計画・平面計画等を提示いたしました。

検討委員会では、ピロティー内への車両の出入、スクールバス停留所、
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岡根教育長

高梨参事

岡根教育長

竹谷所長

自転車通学生徒の昇降口までの動線、防犯対策と職員室の位置等につ

いて活発な意見交換がございましたが、基本的事項については原案ど

おり進めることでご承認いただきました。今後、基本設計報告書を作

成し、３月末には教育委員の皆様にご報告させていただきたいと考え

ております。２月６日、茂原市民会館において、千葉県市町村教育委

員会連絡協議会主催の平成 29 年度第２回教育長・教育委員研修会が行

われ、出席いたしました。当日は、榎本委員、小坂委員にご出席いた

だき、ありがとうございました。講演につきましては、『更生保護～立

ち直りを支えるしくみ～』という演題で、法務省千葉保護観察所の企

画調整課長である松川正德氏よりご講演いただいたところでございま

す。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて学校教育課、お願いします。

はい。学校教育課から報告いたします。２月１日、いち川の１階会議

室において、医師会、歯科医師会、薬剤師会の通称三師会と教育部を

はじめ市の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、様々な角度からご質問・ご意見等をいただきました。２月７

日、大貫中学校において、大貫中・佐貫中学校の個別計画検討協議会

ＰＴＡ部会が開かれました。第１回目ということで、顔合わせと両校

の組織や行事等の洗い出しを行いました。２月９日、大貫中学校にお

いて、大貫、吉野、佐貫３小学校の６年生 72 名による交流授業が行わ

れました。大佐和地区の交流授業は初めてのこともあり、最初は戸惑

いも見られましたが、すぐに打ち解け、楽しそうに活動していました。

２月 14 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。本市小・中学校

長は、この面接で平成 29 年度末人事異動について、一次面接に基づい

た個々の異動の進捗状況の確認を行いました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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。１月 26 日、環小学校におい

て、中国の華南師範大学附属外国語学校との交流を行いました。歓迎

集会では、それぞれの学校が歌を歌ったり、記念品を交換し合ったり
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岡根教育長

岩名課長

ゲームを行い、子ども同士ですぐに打ち解け、大変盛り上がりました。

１～４年生は、グループごとに日本の昔遊びを行いました。子どもた

ちだけでなく、中国の保護者も楽しむ姿が見られました。５・６年生

は外国語活動を行いました。英語を通じてコミュニケーションをとる

ことができました。最後のお別れの会では、歓迎集会のときに撮った

全体写真を貼った色紙を記念品として渡し、大変喜ばれ、思いやりの

こもったすばらしい交流となりました。１月 26 日、青堀小学校におい

て、第３回富津市学校関係行事調整委員会を実施いたしました。平成

30 年度の富津市の学校関係行事の最終調整を行いました。１月 30 日、

401 会議室において、コンピュータ主任会議を開催いたしました。今年

度の活用状況の報告とともに教育用ソフトの活用方法についての研修

を実施いたしました。１月 31 日、401 会議室において、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、

次年度に向けて、個別の教育支援計画の改善や指導の内容の伝達方法

について話合いを持ちました。２月９日、401 会議室において、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

務所指導室の横田経一郎主席指導主事ほか、12 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 14 日、404 会議室において、第３回富津市学力向上推

進委員会議を開催いたしました。本年度の取組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、次年度の取組について意見

交換を行いました。２月 15 日、401 会議室において、特別支援教育連

携協議会を開催しております。平成 29 年度の各機関の取組を報告し、

次年度に向けての課題を話し合う予定となっております。以上でござ

います。

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課、お願いします。

はい。生涯学習課から報告いたします。1 月 25 日、いち川において、

第３回君津地区スポーツ推進委員連絡協議会役員会議が開催されまし

た。役員会議は、平成 29 年度君津地区スポレク祭について、ほか２件

の報告及び平成 30 年度事業計画について、ほか４件の議題について協
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議し、事務局案のとおり承認されました。引き続き行われた懇親会で

は、それぞれが抱えるスポーツ推進や振興の課題などの意見を交わし、

有意義な時間を過ごしていました。１月 28 日、総合社会体育館におい

て、富津地区青少年相談員連絡協議会主催による、第 51 回富津地区子

ども大会が開催されました。午前中に実施したドッジボール大会には、

低学年８チーム、中学年６チーム、高学年８チームの計 181 名の子供

たちが参加しました。低学年・中学年・高学年の部、いずれも飯野小

学校のチームが優勝し、同校は４年連続となる最優秀小学校賞となり

ました。午後からの競技は、未就学児も参加できるチャレンジゲーム

として行われ、輪投げ、剣玉等、楽しく出来るスポーツを通じ、167 名

の参加者が友情を深めていました。１月 29 日、504 会議室において、

第 39 回千葉県民マラソン大会第３回運営委員会を開催いたしました。

千葉日報社から、第 40 回大会の記念イベントとして３月３日に開催す

る『金哲彦氏によるランニングクリニック』及び現在までのマラソン

参加人数 4,068 人の報告、運営委員からは、それぞれの団体の準備状

況について報告を受け、協議いたしました。今回も、富津地区区長会

によるマラソンコースのボランティア清掃や富津市観光協会からのり

味噌汁 5,000 食分を無料提供することなどの報告がございました。２

月６日、504 会議室において、平成 29 年度第２回富津市文化財審議会

を開催いたしました。西川に所在する福恩寺の本尊・木造阿弥陀如来
もくぞう あ み だ にょらい

坐像について、富津市の新たな指定文化財にするよう、文化財審議会
ざ ぞ う

より答申をいただきました。３月の教育委員会定例会でお諮りし、富

津市文化財指定としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

また、平成 25 年 10 月の台風 26 号で被災した、県指定有形文化財であ

る竹岡三柱神社本殿の再建工事が、平成 30 年度から８か年事業として

実施される旨の報告と、その工事内容についてご審議いただいたほか、

竹岡地区で発見された鎌倉時代後期の武蔵型板碑について、指定文化
むさしかたいたび

財にする価値があるか否かについてをご審議いただきました。同日、

午後７時より、502 会議室において、富津市スポーツ推進員役員会議を

開催いたしました。事務局から平成 29 年度事業及び収支見込みについ
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岡根教育長

渡邉館長

ての報告、平成 30 年度の事業計画（案）及び予算（案）についてを議

題とし、一部修正を行い承認されました。２月７日、富津公民館にお

いて、平成 29 年度君津地方社会教育委員及び公民館運営審議会委員合

同研修会を開催いたしました。『連携・協働による未来志向の社会教育

のあり方を考える』をテーマに、平成 30 年度に関東甲信越静社会教育

研究大会が開催される長野県から、社教連会長である小池玲子氏をお

迎えし、ご講演いただいた後、５・６人の小グループでの語り合いを

経て、再び講師を交えて意見交換をするという内容で、初めての合同

実施となった研修会は、当市からの参加者 22 人を含む総勢 72 人が参

加する大規模なものになりました。開会後の導入部で、講師への君津

地方の紹介と講師紹介を兼ねたデモンストレーションで和やかな雰囲

気ができたこともあり、小池氏のパワフルな活動のお話を受け、最後

まで活発な意見交換や質疑応答がされ、さらに講師を囲んでの懇親会

でも語り合いが盛り上がり、実り多い研修会となりました。２月９日、

午後７時より、502 会議室において、富津市スポーツ・レクリエーショ

ン推進員連絡協議会役員会を開催いたしました。平成 30 年度の事業計

画（案）が事務局より示され、平成 30 年度総会に提出することで承認

されました。また、平成 30 年度実施予定の健康ウォークラリー大会の

コース選定が行われ、吉野小学校をスタート・ゴールとする周辺約４

㎞で行うことで内定いたしました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。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 24 日、市民会館において、第

６回富津市民文化事業『ふっつ学びの門』実行委員会を開催し、『ミュ

ージカル KINJIRO!』の結果報告を行いました。チケットの最終販売数

は、Ｓ席大人 545 席・子供８席、Ａ席大人 59 席・子供３席、合計 615

席であり、そのうち当日の来場者数は 525 席となっております。会計

につきましては、現在、最終的な精算を行っております。次に、アン

ケート結果につきましては、総入場者 525 人に対し、180 件の回答とな

っており、満足度の回答として『とてもよかった』・『よかった』が 77％

と、大変高い評価を得ております。また、前回から『劇団わらび座』
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岡根教育長

小坂委員

髙梨参事

小坂委員

髙梨参事

小坂委員

岡根教育長

榎本委員

竹谷所長

のファンも増え、リピーター回答が約半数となっていることや、市外

からも多くの方が見に来ていることも分かりました。これらを参考に

し、次回に向けて取り組んでいきたいと思います。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。小坂委員。

はい。教育センターからご報告のありました、１月 26 日に行われた環

小学校と中国の外国語学校との交流についてお聞きしますが、これは

どのような過程で実施することとなったのでしょうか。また、今後も

実施される予定があるのでしょうか。

はい。千葉県の観光誘致課というところが、外国人を誘致して千葉県

の観光を活発化を図っておりまして、そちらへ中国からの旅行者より、

『マザー牧場に行きたい。』というお話から始まり、そこから発展して

最終的に、『その近くにある環小学校と交流する機会を設けることはで

きないか。』というお話になり、環小学校に確認しましたところ、受諾

する旨の回答がございましたので、今回の交流を行うこととなりまし

た。

では、今後も実施を予定しているということではないですね。

はい。定期的に交流を図るというものではございません。

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。はい。榎本委員。

はい。教育センターから報告のありました、１月 26 日に開催された第

３回富津市学校関係行事調整委員会に関連して、お聞きします。私は

以前に、新聞等のアンケート結果だったかと思いますが、教職員の皆

さんの長時間労働の原因のひとつに、『行事』が多くあるという記事を

読んだことがあります。そこでお聞きしたいのですが、今後について

は、各学校ではそのような行事等は減少していく方向ではあるのでし

ょうか。

はい。この学校関係行事調整委員会というのは、市の行事と教育事務

所から出されている県の行事を調整する目的で実施しており、同日に

研修等が重ならないようにする等の調整を行っております。また、行
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岡根教育長

榎本委員

岡根教育長

小坂委員

竹谷所長

小坂委員

岡根教育長

竹谷所長

小坂委員

岡根教育長

小坂委員

事の回数につきましても、精選を図っていこうという話合いも行って

おり、昨年度と比較して今年度の方が行事が行われる回数は少なくな

っており、学校に負担をかけずに済むような調整ということで図って

おります。

例えば、一定の『10％の削減』ですとか、そのようなところまではな

かなか言い切ることは難しいと思います。ただ、重なりが少なくなる

ようにするですとか、負担がかからないよう少しずつ減らしていこう

という方向性にはなっているということですね。

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。教育センターから報告のありました、２月 14 日に行われた第３

回富津市学力向上推進委員会について、今年度の取組のまとめという

ことで会議が行われたということでしたが、会議で話し合われた内容

につきましては、この定例会議等で報告はありますでしょうか。

はい。富津市の学力向上推進委員会での取組ということでは、富津市

の子供たちは、『思考して書く』ことに対して弱いところがございます

ので、そちらをテーマに取り組んで今年で３年目になります。そのよ

な中で、書く意欲を高めようということで取り組んできまして、意欲

の向上については、少しずつポイントが上がってきており、書こうと

する態度や姿勢が見られるようになってきました。そこで、次年度か

らはさらに深く踏み込んだ取組を行っていこうという話合いがなされ

ました。以上でございます。

ありがとうございました。

今回のような現在の状況報告等については、何かしらの広報紙等での

報告はしないということでよろしいですか。

はい。

わかりました。

他にご意見・ご質問等はございますか。はい。小坂委員。

はい。生涯学習課から報告のありました、１月 28 日に行われた第 51

回富津地区子ども大会についてですが、こちらは以前に環小学校のグ
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岩名課長

小坂委員

岡根教育長

小坂委員

岡根教育長

髙梨参事

ラウンドを会場として開催していたものでしょうか。

はい。１月 25 日に行われた定例教育委員会議にて、環小学校の件につ

きましてはご報告させていただきましたが、青少年連絡協議会という

ものが富津地区、大佐和地区、天羽地区とそれぞれにございまして、

１月 21 日に環小学校において開催されたものは天羽地区少年連絡協議

会が、先ほどご報告いたしました１月 28 日に総合社会体育館において

開催されたものは富津地区青少年連絡協議会が主催となっておりま

す。以上でございます。

わかりました。181 名の方が参加されたということで、『すごいな。』と

感じました。今回が第 51 回ということで、ずっと長く続いているので

すね。

そうですね。とても歴史のあるものですね。大佐和地区はかるた大会

なので、富津地区と天羽地区については、ドッジボール大会を行って

います。

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、次に付議

議案に入ります。議案第１号富津市学校医等の委嘱について、説明を

お願いします。なお、議案第１号から第４号までにつきましては、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ございますので、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。

全員賛成でございますので、議案第１号から第４号までの審議は非公

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

関わるものでございますので、退席すべき職員の指定はありません。

それでは、議案第１号富津市学校医等の委嘱について、説明をお願い

します。

はい。それでは議案第１号について、ご説明いたします。３ページを

ご覧願います。議案第１号は、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
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坂部委員

髙梨参事

坂部委員

髙梨参事

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

鶴岡課長

規則第５条の規定により、平成 30 年４月１日より新規に委嘱するもの

でございます。なお、任期は、平成 32 年３月 31 日までの２年間でご

ざいます。４ページをご覧願います。学校医につきましては、11 人全

員再任でございます。５人の先生が兼務し、述べ数は 18 人でございま

す。続いて、５ページをご覧願います。学校歯科医につきましては、

大貫小学校の間瀬慎一郎氏など２名の新任を含め、延べ 18 名、実数 14

名の歯科医の先生に委嘱するものでございます。続いて、６ページを

ご覧願います。学校薬剤師につきましては、大貫小学校と大貫中学校

に榎本玲子氏、吉野小学校に宮野京子氏の新規を含め、延べ 16 名、実

数 12 名を委嘱するものでございます。以上で議案第１号の説明を終わ

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。学校医・学校歯科医・学校薬剤師の任命につきましては、どの

ような形で決定しているのか教えてください。

はい。それぞれ歯科医師会・医師会・薬業会へこちらから依頼し、ご

推薦をいただいた方に委嘱するという形をとっております。

わかりました。では、先ほど学校教育課より報告のありました、２月

１日行われた三師会というもので協議・決定したということではない

のですね。

はい。三師会と今回の委嘱に関しましては、特に関係はございません。

選抜は全て医師会・医師会・薬業会の推薦ということで行っていりま

す。

わかりました。ありがとうございました。

他にご意見・ご質問等はございますか。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号平成 29 年度富津市

一般会計予算教育費３月補正予算案について、説明をお願いします。

はい。それでは議案第２号について、ご説明いたします。資料７ペー

ジをご覧願います。教育委員会は、富津市教育委員会に係る平成 29 年
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度富津市一般会計予算教育費３月補正予算案について、市長から意見

を求められましたので、富津市教育委員会行政組織規則第５条第３号

の規定により、議決を求めようとするものでございます。まず始めに、

資料はございませんが、教育費に係る繰越明許費について説明させて

いただきます。湊小学校浄化槽の制御盤の改修に係る費用 324 万円に

ついては、適正な工期が確保出来ないため予算を繰り越そうとするも

のでございます。次に、天羽中学校校舎改築事業に係る基本設計・実

施設計等業務委託料 1,908 万３千円については、業務の遅れにより予

算を繰越そうとするものでございます。天羽中学校校舎改築基本設計

については、関係する学校のＰＴＡ会長や天羽地区区長会長等を構成

委員とする検討委員会を設置し検討しておりますが、教室タイプ等の

検討に時間を要したことなどから設計業務が遅れています。このため、

当初設定しておりました履行期限内に業務が完了出来ないことなどか

ら、履行期限を変更し、予算を繰り越そうとするものでございます。

続いて、歳入でございますが、資料８ページをご覧願います。１節、

小学校費寄附金６万円の補正増につきましては、富津シティーロータ

リークラブ及び湊婦人会からの教育振興係る寄附でございます。次に

その下、２節、中学校費寄附金６万円の補正増につきましても、富津

シティーロータリークラブ及び湊婦人会からの教育振興に係る寄附で

ございます。この寄附金につきましては、湊小学校及び中学校の図書

購入費等の財源に充てようとするものでござます。次に市債の４行目、

２節、中学校債 2,170 万円の補正減につきましては、天羽中学校校舎

改築事業に伴う基本設計・実施設計業務委託料を入札による執行残等

を決算見込みにより減額することに伴う、市債の補正減でございます。

次にその下、３節社会教育債 440 万円の補正減につきましては、富津

公民館の吸収式冷温水発生機交換工事費を入札による執行残等を決算

見込みにより減額することに伴う、市債の補正減でございます。続い

て、主な歳出について、説明をさせていただきます。資料 11 ページを

ご覧願います。事務局費の 18 節備品購入費 166 万２千円の補正減につ

きましては、スクールバス購入費を入札による執行残等の決算見込み
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鶴岡課長

により減額するものでございます。その下、25 節学校教育振興基金積

立金 3,166 万２千円の補正増につきましては、ふるさとふっつ応援寄

附金等を活用し、学校教育振興費に要する経費の後年度の財源として

基金に積み立てるものでございます。18 節、小学校費の教材備品５万

円、図書購入費１万円は、歳入でご説明いたしました富津シティーロ

ータリークラブ及び湊婦人会からの教育振興係る寄附金を充てるもの

でございます。その下、天羽中学校校舎改築費の 12 節、役務費 93 万

９千円の補正増につきましては、天羽中学校校舎建設に係る建築確認

申請等手数料でございます。13 節、委託料 3,170 万円の補正減につき

ましては、天羽中学校校舎改築工事設計業務委託料等を入札による執

行残等を決算見込みにより減額するものでございます。その下、社会

教育総務費の 13 節、委託料 100 万円の補正減につきましては、生涯学

習バス管理運行業務委託料を入札による執行残等を決算見込みにより

減額するものでございます。その下、公民館費の 15 節、工事請負費 585

万４千円の補正減につきましては、富津公民館の吸収式冷温水発生機

交換工事費を入札による執行残等を決算見込みにより減額するもので

ございます。その下、市民会館費の 13 節、委託料 147 万 6,000 円の補

正減につきましては、旧市役所第二庁舎解体設計業務委託料を入札に

よる執行残等を決算見込みにより減額するものでございます。その下、

給食管理費の 11 節、需用費 80 万円の補正増につきましては、給食設

備等の修繕に伴うものでございます。教育費全体の歳入補正額は、資

料８ページ下段に記載しましたとおり、2,598 万円の減額、歳出補正額

につきましては、資料 11 ページ下段のとおり、817 万１千円の減額補

正となっております。なお、課別集計につきましても資料を添付して

ございますので、ご参照願います。以上で教育費に係る３月補正予算

の説明を終わります。ご審議の程、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。はい。鶴岡課長。

はい。申し訳ございませんが、追加でご説明申し上げます。今回、天

羽中学校の校舎改築基本設計業務委託料につきましては、繰越明許費
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とさせていただきましたが、当初契約した金額との変更は一切ござい

ません。以上でございます。

時期が遅くなり延びてしまったということで、来年度予算へ繰越とい

うことですが、金額の変更はないということですね。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

教育費当初予算案について、説明をお願いします。

はい。それでは議案第３号について、ご説明いたします。資料の 16 ペ

ージからご覧願います。教育委員会は、富津市教育員会に係る平成 30

年度富津市一般会計予算教育費当初予算案について、市長から意見を

求められたので、富津市教育委員会行政組織規則第５条第３号の規定

により、議決を求めようとするものでございます。平成 30 年度予算に

つきましては、持続可能な行政運営の実現に向け、引き続き経営改革

に取り組むとともに、富津市まち・ひと・しごとの創生による活力あ

るまちづくりのための施策の更なる充実を図ることを基本理念にして

おります。教育費の歳入合計については、資料 18 ページ、下段のとお

り５億 9,963 万１千円となっており、これは前年度当初予算に比べ２

億 4,028 万５千円の増となっております。歳入増の主な要因は、天羽

中学校校舎改築事業に伴う既存校舎解体工事及び旧市役所第二庁舎解

体工事に係る起債の借入れによるものでございます。続いて歳出合計

ですが、資料 24 ページ、下段のとおり 12 億 7,069 万２千円となって

おり、これは前年度当初予算に比べ２億 346 万２千円の増となってお

ります。歳出増の主な要因につきましては、天羽中学校校舎改築事業

に伴う既存校舎解体工事及び旧市役所第二庁舎解体工事によるもので

ございます。なお、天羽中学校校舎改築工事に係る予算につきまして

は、６月補正予算に要求させていただく予定でございます。続いて、

教育総務課所管の主な予算要求について、ご説明いたします。資料 19

ページをご覧願います。最初に歳入でございますが、18 款繰入金、1

項基金繰入金、１目基金繰入金、10 節学校教育振興基金繰入金 2,588
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万５千円は、基金を取り崩し、大貫中学校体育館暗幕 88 万５千円、学

校教育課所管事業の準要保護児童就学援助金 750 万円、準要保護生徒

就学援助金 750 万円、教育センター所管事業の小学校指導補助教員報

酬 500 万円、中学校指導補助教員報酬 500 万円に充てようとするもの

であり、前年度当初予算より 2,485 万５千円の増額となってございま

す。増額要因としましては、学校教育課及び教育センター所管事業が

追加されたことによるものでございます。11 節学校施設整備基金繰入

金 120 万円は、基金を取り崩し、天羽中学校校舎改築に伴い体育館脇

の通路工事を実施しようとするものあり、前年度当初予算より 2,110

万円減額となっております。減額要因としましては、前年度実施した

湊小学校職員室等改修工事によるものでございます。次に資料 20 ペー

ジをご覧願います。21 款市債、１項市債、６目教育債、１節中学校債

２億 3,970 万円は、天羽中学校校舎改築に伴う既存校舎解体工事及び

解体工事監理業務委託に伴う起債で、工事費及び委託料に対し 90 パー

セントの借入れとなり、前年度当初予算より２億 170 万円の増額とな

っております。次に歳出ですが、25 ページをご覧願います。10 款教育

費、１項教育総務費、２目事務局費、事務局関係費の７節賃金 151 万

３千円は、天羽中学校校舎改築事業等に係る臨時職員の賃金でござい

ます。次に 26 ページ中段をご覧願います。２項小学校費、1 目学校管

理費、小学校施設整備事業の 17 節公有財産購入費 50 万１千円につい

ては、金谷小学校敷地内の未買収物件を購入するためのものでござい

ます。小学校費が前年度当初予算より 5,584 万３千円減額しておりま

すが、これは前年度に実施した湊小学校のトイレ、電気設備、職員室

等改修工事等に係るものでございます。次に 27 ページ中段をご覧願い

ます。３項中学校費、３目天羽中学校校舎改築費、天羽中学校校舎改

築事業の７節、賃金 41 万３千円、14 節使用料及び賃借料７万２千円は、

天羽中学校校舎改築に伴う文化財調査に必要な調査補助員賃金及び重

機借上料でございます。13 節委託料 675 万５千円は、校舎移転業務委

託料 35 万５千円、既存校舎解体工事監理業務委託料 640 万円で、前年

度当初予算より 4,974 万５千円の減額となっています。減額要因は、
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髙梨参事

前年度実施した天羽中学校校舎改築基本、実施設計によるものでござ

います。15 節工事請負費２億 6,120 万円は、既存校舎解体工事費２億

6千万円及び校舎解体に伴う体育館脇通路の整備工事費120万円でござ

います。中学校費が前年度当初予算より２億 958 万８千円増額してい

ますが、これは天羽中学校校舎改築事業に伴う既存校舎解体工事等に

係るものでございます。先ほどもご説明いたしましたが、天羽中学校

新校舎の建設等の予算につきましては、６月補正予算に要求させてい

ただく予定でございます。また、天羽中学校前の道路整備に係る詳細

設計業務委託料等につきましては、建設経済部所管の市道富士見台線

整備事業として 1,560 万円が予算要求されております。以上で教育総

務課所管の主な予算要求についての予算説明を終わります。この後、

各課が所管する予算について説明いたします。

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、21 ページを

ご覧願います。12 款分担金及び負担金、２項負担金、３目教育費負担

金、１節小学校費負担金、同じく２節中学校費負担金にある日本スポ

ーツ振興センター保護者負担金は、学校教育上の負傷等について保障

する制度の申込みにあたり、要保護・準要保護家庭を除く保護者から、

１人945円の費用のうち、460円を負担していただくものでございます。

20 款諸収入、５項雑入、５目雑入の給食事業収入は、３調理場の現年

度分の給食費、過年度分給食費徴収の見込み額を合計したものでござ

います。歳入予算要求合計額は、１億 8,048 万７千円で前年度当初比

較で 951 万８千円の減額となっております。次に歳出について、主な

ものをご説明いたします。28 ページをご覧願います。10 款教育費、１

項教育総務費、２目事務局費、８節報酬費の校章制作謝礼の７万５千

円は再配置により新しくスタートする２中学校、１小学校の校章制作

の謝礼でございます。同じく 13 節委託料の校歌制作委託料も同じく再

配置により新しくスタートする３校の校歌制作の委託料 92 万７千円で

ございます。続いて、29 ページをご覧願います。10 款教育費、２項小
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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

援助費の 905 万４千円のうち、小学１年生用入学準備金 44 万６千円を

含んでおります。これは今まで小学校入学後に支給していた入学準備

金を入学前の準備時に支給できるようにするためのものでございま

す。30 ページ、10 款教育費、５項保健体育費、２目給食管理費、11 節

需用費 470 万９千円のうち修繕料の 397 万５千円は３調理場の老朽化

等に伴う施設・設備の修繕を行うためのものでございます。学校教育

課の歳出予算要求合計額は、４億 4,830 万５千円で前年度当初比較で

2,655 万４千円の減額となっております。以上でございます。

教育センター、お願いします。

続きまして、教育センターの当初予算要求の主なものについて、説明

いたします。31 ページ、32 ページをご覧願います。10 款教育費、１項

教育総務費、２目事務局費、８節教職員研修事業の報償費 15 万５千円

は，研修会の講師謝礼でございます。教育センターの中心事業として

予算要求しております。10 款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、

14 節教育センター管理費の使用料貸借料 2,356 万４千円は、小学校教

育用パソコンのリース料となります。平成 29 年 10 月 1 日から４年契

約をするため 378 万７千円の増額となっております。現在、小学校と

中学校で契約先が分かれているものを、平成 33 年度からはリース契約

先を統一する予定でございます。同じく、10 款教育費、２項小学校費、

２目教育振興費、18 節備品購入費は、英語教育推進事業の備品購入費

98 万５千円は市内小学校に１セットずつ配付する副教材を購入するた

めのものでございます。外国語活動や教科化にともない、授業数が増

加するため、英語に楽みながら触れ、学ぶことができるようにデジタ

ル教材を購入しようとするものでございます。10 款教育費、２項小学

校費、２目教育振興費、学力向上推進事業１節報酬の 799 万６千円と

下の 10 款教育費、３項中学校費、２目教育振興費学力向上推進事業１

節報償費 599 万７千円は，指導補助教員７名の報酬が主なものとなり

ます。市長の公約である放課後教室の先行研究校設置及びきめ細かな

指導の充実のために指導補助教員を１名増員し平成 29 年度予算より、
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竹谷所長

岡根教育長

岩名課長

208 万円増額となっています。10 款教育費、３項中学校費、２目教育

振興費 13 節、外国人英語指導助手活用事業としての 1,200 万円は、小

中学校に派遣するＡＬＴ３名の派遣契約における委託料でございま

す。こちらも、平成 29 年度と同額の予算要求となっております。その

他、各事業の消耗品関係につきまして、必要額を再度見直し、設定し

ております。教育センターの予算要求合計額は、8,328 万４千円となっ

ており、前年度当初比較して 480 万８千円の増額となっております。

教育センターの主なものにつきましては、以上です。

備品購入費が空欄になっていますが、これは先ほど説明のあったよう

にデジタル購入費ということでよろしいですね。

はい。

生涯学習課、お願いします。

はい。生涯学習課の当初予算要求のうち、主なものについてご説明い

たします。最初に歳入からご説明いたします。22 ページをご覧願いま

す。13 款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料、３節保健

体育使用料は、要求額 656 万円で前年度比 59 万円の増額でござます。

これは、総合社会体育館・浅間運動公園・新富運動広場・富津運動広

場の施設使用料で各施設の３年間の使用料の推移を基に見込んだもの

でございます。14 款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補

助金、４節社会教育費補助金は、市内遺跡発掘調査事業費 200 万円に

対する国庫補助率分２分の１の 100 万円を要求したもので、前年度と

同額でございます。個人住宅建設等の営利を目的としない開発を計画

した者に対し、国の補助事業として実施するものでございます。20 款

諸収入・５項雑入・５目雑入・２節雑入は、民間開発発掘調査が行わ

れる埋蔵文化財包蔵地を、開発事業者の全額費用負担による発掘調査

事業委託費として 309 万３千円と、千葉県スポーツ振興基金助成金等

10 万４千円を要求したもので、前年度比 11 万円の増額でございます。

以上、歳入予算要求合計額は、1,247 万６千円で、前年度比較 73 万９

千円の増額となります。次に、歳出について説明いたします。33 ペー

ジをご覧願います。10 款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務
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費のうち、社会教育指導員設置事業は、教育に関する識見と豊富な体

験を持った人材に、社会教育の指導や相談にあたり、生涯学習の推進

に資することを目的に、市民会館、各公民館にそれぞれ配置するもの

で、１節報酬 288 万円を同額要求したものでございます。同じく、生

涯学習バス設置事業の 13 節委託料は、社会教育団体等の活動の場を広

げ、社会教育・生涯学習の充実を図ることを目的に、平成 29 年度から

３か年の長期継続契約で実施している事業で、414 万８千円、前年度対

比で 64 万８千円の減額要求したものでございます。次に、２目青少年

健全育成費のうち、青少年問題協議会関係費は、青少年の非行防止に

ついての情報交換の場として実施してきましたが、青少年の社会的状

況の変化及び市夏期観光安全対策本部と事業内容が重複することか

ら、本協議会は休止することになり、予算要求はございません。恐れ

入りますが 34 ページをご覧願います。５目図書館費のうち、図書館関

係費の、18 節備品購入費は、市民からのリクエスト等も考慮した図書

などの備品購入費で、前年と同額の 257 万８千円を要求いたしました。

同じく移動図書館事業の、13 節委託料は、移動図書館車管理運行業務

委託として 206 万１千円を同額要求いたしました。この業務は、生涯

学習バス管理運行業務委託と同様に平成 29 年度から３か年の長期継続

契約として実施しているものでございます。次に、６目文化財保護費

のうち、文化財保護関係費、13 節委託料は、平成 30 年度実施予定の旧

市役所第二庁舎の解体工事により、庁舎及び湊文化財収蔵庫に保管し

てある、遺跡からの出土遺物の移動作業に係る運搬業務委託等で、227

万２千円、前年度比 130 万円の増額要求でございます。下の 19 節負担

金補助及び交付金は、市内の指定文化財の適正な保存管理とその活用

を図るため、保存整備事業に要する経費に対し交付する補助金で、竹

岡三柱神社再建事業補助金等、100 万４千円、前年度比 100 万円の増額

要求でございます。３５ページをご覧願います。５項保健体育費、１

目保健体育総務費のうち、社会体育振興費は、１節報酬、スポーツ推

進委員報酬 93 万２千円、８節報償費、大会入賞者に対する賞品購入等

72 万８千円や、19 節負担金補助及び交付金として、市体育団体補助金
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等 183 万５千円、ふれあいスポーツフェスタ事業では、19 節負担金補

助及び交付金としてふれあいスポーツフェスタ事業交付金 80 万円を要

求いたしました。４目の市体育施設費のうち、13 節委託料は、財団法

人施設利用振興公社を平成 26 年度から５か年の指定管理者とし、総合

社会体育館ほか３施設の体育施設指定管理料として 3,100 万円と、新

規事業で大貫小学校脇の旧社会体育館解体設計業務委託料 400 万円

を要求したもので、前年度比 434 万円の増額要求でございます。以上、

歳出予算要求合計額は、7,539 万８千円、前年度比較 534 万円の増額と

なります。以上でございます。

公民館、お願いします。

公民館の当初予算要求のうち、主なものについてご説明いたします。

最初に歳入からご説明いたします。23 ページをご覧願います。14 款国

庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金に旧市役所第二庁

舎解体に伴うアスベストの撤去・処分費の補助金として、2,106 万円を

計上しております。また、18 款繰入金、１項基金繰入金、１目基金繰

入金に富津埋立記念館運営費として、247 万８千円、富津公民館空調機

改修工事設計業務委託として、200 万円、合計 447 万８千円を計上した

ためでございます。次に歳出について、主なものをご説明いたします。

恐れ入りますが、36 ページから 37 ページをご覧願います。３目公民館

費、４目市民会館費、７目埋立記念館費の当初予算の要求額合計は２

億 1,782 万３千円であり、平成 29 年度当初予算額より 6,755 万９千円

の増額となっております。内訳として、増額分の主な要因として、４

目市民会館費、13 節委託料の旧市役所第二庁舎解体工事監理業務とし

て委託料 300 万円、また 15 節工事請負費の旧市役所第二庁舎解体にか

かる工事費１億４千万円を計上したことによる増でございます。また、

減額分の主な要因として、３目公民館費のうち、富津公民館管理運営

費の 15 節工事請負費の吸収式冷温水発生機交換工事が執行済みとなっ

たことに伴う工事請負費 7,370 万円が減額となったたこと、また、４

目市民会館費、19 節負担金補助金及び交付金のふっつ学びの門が実施

年度ではないことから事業交付金 100 万円が減額となっております。
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岡根教育長

鶴岡課長

このほか、代表的な需用費や委託料などの経費は、ほぼ例年通りの予

算規模となっております。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。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号平成 29 年度末退職教職員に対す

る教育功労者の表彰について、説明をお願いします。

それでは、議案第４号についてご説明申し上げます。38 ページをご覧

願います。教育委員会では、退職教職員感謝状贈呈に関する内規及び

富津市教育委員会行政組織規則第５条第 13 号の規定により、候補者名

簿を別紙のとおり提出し、議決を求めようとするものでございます。

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

養教員で、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、本市における教育の振興に関し、特に顕著であっ

た教職員を教育功労者として感謝状を贈呈しようとするのでございま

す。資料は、49 ページに添付してございますので、ご参照願います。

39 ページから 40 ページをご覧願います。こちらが平成 29 年度末退職

教職員教育功労表彰候補者名簿でございます。今年度は、青堀小学校、

牧田校長から佐貫中学校、野島教諭まで 16 名の方が対象となっており

ます。該当者のご功績につきましては、41 ページから 48 ページまでに

記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。ご審議の程、よ

ろしくお願いします。

はい。ありがとうございました。議案第４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。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号専決事項の報告について、お願いします。

はい。報告第１号、後援申請についてご報告いたします。資料の 50 ペ

ージをご覧願います。平成 30 年１月 26 日から２月２日までの後援申

請受付分につきましては、次の 51 ページに記載のとおり、かずさ地区



21

岡根教育長

鶴岡課長
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スポーツ少年団空手道協議会会長、浜田靖一氏ほか３件を承認しまし

たのでご報告いたします。以上でござます。

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・ご意

見等はございますか。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等の日程でございますが、

３月 29 日、木曜日、午後２時より、市役所５階、502 会議室において

退職教職員感謝状贈呈式、午後３時より、401 会議室において教育委員

会定例会議の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。


