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議案第１号 

令和４年度富津市一般会計予算 12 月補正予算（第 10 号）案のうち教育に関

する事務に係る部分について 

 富津市教育委員会に係る予算議案を市議会に提出することについて、富津市教育

委員会行政組織規則（昭和 46 年富津市教育委員会規則第５号）第５条第３号の規定

により、意見を求める。 

  令和４年 11 月 17 日提出 

                       富津市教育委員会       

                       教育長  岡 根  茂 

提案理由 

 令和４年 12 月市議会定例会に提出する令和４年度富津市一般会計予算 12 月補正

予算（第 10 号）案のうち教育に関する事務に係る部分について、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、意見を求めるものである。 



歳入 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１７．県支出金 1,366,960 17,929 1,384,889

　　　２．県補助金 410,734 8,724 419,458

　　　　　８．教育費県補助金 3,262 2,675 5,937

　　　　　　　３．保健体育費補助金 0 2,675 2,675
１　公立学校給食費無償化支援
　　事業補助金　2,675

１９．寄附金 508,107 13,767 521,874

　　　１．寄附金 508,107 13,767 521,874

　　　　　１．一般寄附金 501,202 13,500 514,702

　　　　　　　１．企業版ふるさと納税寄附金 1,201 13,500 14,701 １　企業版ふるさと納税寄附金　13,500

歳入予算要求合計額（節分） 1,201 16,175 17,376

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（総括）（案）

 ４



歳入 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１７．県支出金

　　　２．県補助金

　　　　　８．教育費県補助金

　　　　　　　３．保健体育費補助金 0 2,675 2,675
１　公立学校給食費無償化支援
　　事業補助金　2,675

歳入予算要求合計額（節分） 0 2,675 2,675

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（学校教育課）（案）

 ５



歳入 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１９．寄附金

　　　１．寄附金

　　　　　１．一般寄附金

　　　　　　　１．企業版ふるさと納税寄附金 1,201 13,500 14,701 １　企業版ふるさと納税寄附金　13,500

歳入予算要求合計額（節分） 1,201 13,500 14,701

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（生涯学習課）（案）

 ６



歳出 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１０．教育費 1,989,738 60,260 2,049,998

　　２．小学校費 257,492 10,866 268,358

　　　　１．学校管理費 192,724 10,866 203,590

　　　　　（総務管理運営費1）

　　　　　　　１０．需用費 60,471 10,866 71,337
光熱水費　9,205
修繕料　 　1,661

　　３．中学校費 164,705 8,125 172,830

　　　　１．学校管理費 113,672 8,125 121,797

　　　　　（総務管理運営費1）

　　　　　　　１０．需用費 26,917 8,125 35,042 光熱水費　8,125

　　４．社会教育費 607,484 28,427 635,911

　　　　３．公民館費 101,078 5,071 106,149

　　　　　（中央公民館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 5,194 1,357 6,551
燃料費　　77
光熱水費　1,280

　　　　　（富津公民館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 11,632 2,595 14,227
燃料費　　366
光熱水費　2,229

　　　　４．市民会館費 62,853 1,899 64,752

　　　　　（市民会館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 9,437 1,835 11,272
燃料費　　540
光熱水費　1,295

　　　 　５．図書館費 325,430 18,467 343,897

　 　　  　（図書館整備事業）

　　 　　　  　１７．備品購入費 120,976 13,500 134,476 図書館用図書　13,500

　　 　　　  　１８．負担金補助及び交付金 5,639 4,967 10,606 テナント区画整備工事等負担金　4,967

　　　　７．埋立記念館費 2,768 449 3,217

　　　　　（富津埋立記念館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 593 449 1,042 光熱水費　449

　　５．保健体育費 557,129 11,763 568,892

　　　　２．給食管理費 168,547 11,439 179,986

　　　　　（総務管理運営関係費）

　　　　　　　１０．需用費 4,663 1,488 6,151 修繕料　 　1,488

　　　　　　　１１．役務費 1,797 62 1,859 通信運搬費　　62

　　　　　　　１８．負担金補助及び交付金 21 5,351 5,372
第3子以降学校給食費無償化事業
補助金　5,351

　　　　　（青堀小学校管理運営費）

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（総括）（案）
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款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

　　　　　　　１０．需用費 1,872 516 2,388 光熱水費　　516

　　　　　（大貫共同調理場管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 11,049 3,286 14,335 光熱水費　3,286

　　　　　（天羽共同調理場管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 7,194 475 7,669 光熱水費　475

歳出予算要求合計額（節分） 267,455 54,872 322,327
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歳出 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１０．教育費

　　２．小学校費

　　　　１．学校管理費

　　　　　（総務管理運営費1）

　　　　　　　１０．需用費 60,471 10,866 71,337
光熱水費　9,205
修繕料　 　1,661

　　３．中学校費

　　　　１．学校管理費

　　　　　（総務管理運営費1）

　　　　　　　１０．需用費 26,917 8,125 35,042 光熱水費　8,125

歳出予算要求合計額（節分） 87,388 18,991 106,379

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（教育総務課）（案）

 ９



歳出 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１０．教育費

　　５．保健体育費

　　　　２．給食管理費

　　　　　（総務管理運営関係費）

　　　　　　　１０．需用費 4,663 1,488 6,151 修繕料　 　1,488

　　　　　　　１１．役務費 1,797 62 1,859 通信運搬費　　62

　　　　　　　１８．負担金補助及び交付金 21 5,351 5,372
第3子以降学校給食費無償化事業
補助金　5,351

　　　　　（青堀小学校管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 1,872 516 2,388 光熱水費　　516

　　　　　（大貫共同調理場管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 11,049 3,286 14,335 光熱水費　3,286

　　　　　（天羽共同調理場管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 7,194 475 7,669 光熱水費　475

歳出予算要求合計額（節分） 26,596 11,178 37,774

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（学校教育課）（案）

 １０



歳出 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１０．教育費

　　４．社会教育費

　　　 　５．図書館費

　 　　  　（図書館整備事業）

　　 　　　  　１７．備品購入費 120,976 13,500 134,476 図書館用図書　13,500

　　 　　　  　１８．負担金補助及び交付金 5,639 4,967 10,606 テナント区画整備工事等負担金　4,967

歳出予算要求合計額（節分） 126,615 18,467 145,082

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（生涯学習課）（案）

 １１



歳出 （単位：千円）

款　・　項　　・目　　・節 補正前の額 補正額 計 説　　　明

１０．教育費

　　４．社会教育費

　　　　３．公民館費

　　　　　（中央公民館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 5,194 1,357 6,551
燃料費　　77
光熱水費　1,280

　　　　　（富津公民館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 11,632 2,595 14,227
燃料費　　366
光熱水費　2,229

　　　　４．市民会館費

　　　　　（市民会館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 9,437 1,835 11,272
燃料費　　540
光熱水費　1,295

　　　　７．埋立記念館費

　　　　　（富津埋立記念館管理運営費）

　　　　　　　１０．需用費 593 449 1,042 光熱水費　449

歳出予算要求合計額（節分） 26,856 6,236 33,092

令和４年度富津市一般会計予算12月補正予算（第10号）（公民館）（案）

 １２



債務負担行為 （単位：千円）

事　　　　　　　　項　 期　　　　　間 限　　　度　　　額

市立図書館指定管理料 令和5年度から令和9年度まで 409,500

 １３
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議案第２号 

   富津市立図書館の指定管理者の指定について 

 富津市立図書館の指定管理者を別紙のとおり指定することを市議会に提出するこ

とについて、富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５

号）第５条第３号の規定により、意見を求める。 

令和４年11月17日提出 

富津市教育委員会 

教育長  岡 根  茂 

提案理由 

 令和４年12月市議会定例会に提出する富津市立図書館の指定管理者の指定につい

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により議会の議

決を得るため、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、意見を

求めるものである。 
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議案第 号 

   富津市立図書館の指定管理者の指定について 

 富津市立図書館の指定管理者を次のとおり指定することについて、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

   名  称 富津市立図書館 

   所 在 地 富津市青木一丁目５番地１ 

２ 指定管理者となる団体 

   所 在 地 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

   名  称 株式会社図書館流通センター 

   代表者名 代表取締役 谷一 文子 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和10年３月31日まで 

  令和４年11月24日提出 

富津市長  高 橋 恭 市   

提案理由 

 富津市立図書館の指定管理者を株式会社図書館流通センターに指定することにつ

いて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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議案第 号資料 

株式会社図書館流通センターの概要 

１ 所 在 地  東京都文京区大塚三丁目１番１号 

２ 名  称  株式会社図書館流通センター 

３ 代表者名  代表取締役 谷一 文子 

４ 設  立  昭和54年12月20日 

５ 役員数等  代表取締役２名、取締役12名、監査役４名、従業員9,296名 

６ 目  的  次の事業を営むこと。 

(１) 書籍及び雑誌の販売 

(２) 書籍の情報収集及び情報検索・受発注用機械可読データの

作成及び販売 

(３) ビデオ、ＣＤ、ＤＶＤ等の視聴覚資料の販売 

(４) 書籍の分類・整理並びに加工 

(５) 一般労働者派遣事業 

(６) 事務用家具、事務用スチール用品、事務用機器、調度品、

什器、文房具の販売 

(７) 視聴覚機器の販売 

(８) 移動図書館を目的とした車両及びこの部品・付属品等の企

画開発、設計、製造、販売、修理並びにこれらの取次ぎ 

(９) 図書館管理運営業務の受託及び代行業 

(10) 図書館の設計・運営管理・システムに関する企画及び技術

の提供 

(11) 図書館に併設する保育室・キッズスペース等の企画並びに

図書館利用者向けの各種イベントの企画及び運営補助 

(12) 地方自治法による指定管理者制度に基づく公共施設管理 

(13) 建築物の維持管理に関する業務 

(14) インターネットを利用した情報提供及び物品販売 
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(15) 書籍、雑誌その他印刷物の企画、制作、輸出、輸入及び販

売 

(16) コンピュータソフトウェア、ビデオソフト及びコンパクト

ディスクの輸出、輸入及び販売並びにレンタルリース 

(17) コンピュータ周辺機器の輸出、輸入及び販売 

(18) コンピュータ、その周辺機器、関連機器及びそのソフトウ

ェアの利用に関するサービスの提供 

(19) コンピュータ・システムの開発、設計、製作、販売、リー

ス、賃貸及び管理 

(20) コンピュータソフトウェアの企画、開発及びその受託並び

に販売 

(21) 書籍、雑誌その他印刷物の輸出、輸入及び販売 

(22) 情報提供サービス業及び情報処理サービス業 

(23) 広告代理店業及び広告の仲介 

(24) 不動産賃貸業及び管理業 

(25) 前各号に関するコンサルティング業 

        (26) 前各号に付帯関連する一切の事業 

７ 事業内容  (１) 指定管理者制度による図書館運営 

(２) 公共図書館、学校図書館を中心とした図書館運営業務の 

受託 

(３) 公共図書館、学校図書館を中心とした図書館用書籍の販売 

(４) 図書館用書籍の加工（装備） 

(５) 書誌データの作成・販売 

(６) 図書館専用ＩＣタグの開発・販売 

(７) 電子図書館プラットフォーム・デジタルコンテンツの提供 

(８) 図書館の設計・運営管理・システムに関するコンサルタン

ト業務 

(９) 図書館用品・什器・機器の販売等、図書館を効率よく運営   

するためのさまざまなサービスを提供 
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８ 事業実績  令和４年９月現在 

(１) 指定管理者受託業務      402 館 

(２) 業務委託受託業務        145 館 

(３) ＰＦＩ施設         13 館 

(４) その他事業 

           装備付き図書の納入      2,593 館 

           書誌データの作成・販売  2,940 館 

           電子図書館サービス   267 自治体 

   図書館コンサルティング業務、図書館用品の販売等 
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議案第３号 

   令和５年度富津市立小学校及び中学校の学年始め休業日を定めることについて 

 令和５年度富津市立小学校及び中学校の学年始め休業日を別紙のとおり定めるこ

とについて、富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５

号）第５条第21号の規定により、議決を求める。 

  令和４年11月17日提出 

                       富津市教育委員会 

                       教育長  岡 根  茂 

提案理由 

富津市立小学校及び中学校の学年始め休業日は、富津市立小学校及び中学校管理

規則第19条の２に４月１日から４月５日までと定めているが、令和５年度は、同休

業日に休日が含まれるため、新年度準備期間を確保したく１日延長し同規則ただし

書きの規定により、教育委員会の承認を求めるものである。 
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令和５年度富津市立小中学校の学年始め休業日の期間(案) 

令和５年度 令和５年４月１日（土）から４月６日（木）まで 
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報告第１号 

   専決事項の報告について（後援申請） 

 富津市教育委員会行政組織規則（昭和 46 年富津市教育委員会規則第５号）第９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

  令和４年 11 月 17 日提出 

                         富津市教育委員会 

                         教育長  岡 根  茂 




