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議案第１号 

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第６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８月 18 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９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９月補正予

算（第６号）案のうち教育に関する事務に係る部分について、令和５年４月に富津

市立図書館を開館するには内装工事を年内に完了させる必要があり、補正の先議を

求めるため、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。 



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 1,961,498 27,985 1,989,483

　　４．社会教育費 580,932 27,985 608,917

　　　 　５．図書館費 295,215 27,985 323,200

　 　　  　（図書館整備事業）

　　　　　　　 １４．工事請負費 78,870 65,120 143,990 工事請負費の増額

　　 　　　  　１７．備品購入費 161,520 △ 42,774 118,746
図書館用図書　106,740
什器・家具等一式　12,006

　　 　　　  　１８．負担金補助及び交付金 0 5,639 5,639 イオンモールテナント区画整備工事負担金

歳出予算要求合計額（節分） 240,390 27,985 268,375

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第６号）（総括）（案）
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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

　　４．社会教育費

　　　 　５．図書館費

　 　　  　（図書館整備事業）

　　　　　　　 １４．工事請負費 78,870 65,120 143,990 工事請負費の増額

　　 　　　  　１７．備品購入費 161,520 △ 42,774 118,746
図書館用図書　106,740
什器・家具等一式　12,006

　　 　　　  　１８．負担金補助及び交付金 0 5,639 5,639 イオンモールテナント区画整備工事負担金

歳出予算要求合計額（節分） 240,390 27,985 268,375

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第６号）（生涯学習課）（案）
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議案第２号 

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第７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８月 18 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９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９月補正予

算（第７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

１９．寄附金 504,877 3,230 508,107

　　　１．寄附金 504,877 3,230 508,107

　　　　　１．一般寄附金 500,002 1,200 501,202

　　　　　　　１．企業版ふるさと納税寄附金 1 1,200 1,201 １　企業版ふるさと納税寄附金

　　　　　７．教育費寄附金 4,867 1,030 5,897

　　　　　　　３．社会教育費寄附金 51 1,030 1,081 １　図書整備費寄附金

歳入予算要求合計額（節分） 52 2,230 2,282

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第７号）（総括）（案）
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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 1,200 1,201 １　企業版ふるさと納税寄附金

　　　　　７．教育費寄附金

　　　　　　　３．社会教育費寄附金 51 1,030 1,081 １　図書整備費寄附金

歳入予算要求合計額（節分） 52 2,230 2,282

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第７号）（生涯学習課）（案）
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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 1,989,483 255 1,989,738

　　２．小学校費 250,991 6,501 257,492

　　　　１．学校管理費 192,163 561 192,724

　　　　　（総務管理運営費1）

　　　　　　　１２．委託料 18,903 205 19,108
水泳授業の民間施設利用への移行に係
る委託料（吉野小学校試験運用）

　　　　　　　１３．使用料及び賃借料 56,793 356 57,149
水泳授業の民間施設利用への移行に係
るプール使用料（吉野小学校試験運用）

　　　　３．青堀小学校校舎改築費 7,315 5,940 13,255

　　　　　（青堀小学校校舎改築費）

　　　　　　　１２．委託料 7,315 5,940 13,255 測量業務委託料

　　４．社会教育費 608,917 △ 1,433 607,484

　　　 　５．図書館費 323,200 2,230 325,430

　 　　  　（図書館整備事業）

　　 　　　  　１７．備品購入費 118,746 2,230 120,976
図書館用図書　108,970
什器・家具等一式　12,006

　　　 　６．文化財保護費 36,482 500 36,982

　 　　  　（文化財保護関係費）

　　 　　　  　１８．負担金補助及び交付金 23,551 500 24,051
指定文化財保存整備事業補助金1/2
（内藤家長の墓修復工事費）

歳出予算要求合計額（節分） 225,308 9,231 234,539

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第７号）（総括）（案）
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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）

　　　　　　　１２．委託料 18,903 205 19,108
水泳授業の民間施設利用への移行に係
る委託料（吉野小学校試験運用）

　　　　　　　１３．使用料及び賃借料 56,793 356 57,149
水泳授業の民間施設利用への移行に係
るプール使用料（吉野小学校試験運用）

　　　　３．青堀小学校校舎改築費

　　　　　（青堀小学校校舎改築費）

　　　　　　　１２．委託料 7,315 5,940 13,255 測量業務委託料

歳出予算要求合計額（節分） 83,011 6,501 89,512

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第７号）（教育総務課）（案）
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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

　　４．社会教育費

　　　 　５．図書館費

　 　　  　（図書館整備事業）

　　 　　　  　１７．備品購入費 118,746 2,230 120,976
図書館用図書　108,970
什器・家具等一式　12,006

　　　 　６．文化財保護費

　 　　  　（文化財保護関係費）

　　 　　　  　１８．負担金補助及び交付金 23,551 500 24,051
指定文化財保存整備事業補助金1/2
（内藤家長の墓修復工事費）

歳出予算要求合計額（節分） 142,297 2,730 145,027

令和４年度富津市一般会計予算９月補正予算（第７号）（生涯学習課）（案）
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議案第３号 

   財産の取得について 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和46年富

津市条例第30号）第３条の規定により財産を取得する議案を、令和４年９月市議

会定例会に提案することについて、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８月18日提出 

富津市教育委員会 

教育長  岡 根  茂 

提案理由 

 富津市立図書館用図書を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決に付すため、

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 

財産の取得について 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和46年富津

市条例第30号）第３条の規定により次の財産を取得することについて、議会の議決

を求める。 

１ 名    称  富津市立図書館用図書 

２ 種 類  物品 

３ 数    量  図書 54,050冊 

４ 契 約 の 方 法  随意契約 

５ 取 得 金 額  106,740,000円 

６ 契約の相手方  東京都文京区大塚三丁目１番１号 

株式会社図書館流通センター 

          代表取締役 谷一 文子 

令和４年８月26日提出 

富津市長  高 橋 恭 市 

提案理由 

富津市立図書館用図書を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条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 

富津市立図書館用図書購入概要 

１ 物 品 名  富津市立図書館用図書 

２ 納品場所  富津市青木一丁目５番地１（富津市立図書館） 

３ 納入期間  議会の議決日の翌日から令和５年３月24日まで 

４ 購入内容  装備付図書

        〔図書〕 

         ・一般図書 31,450 冊程度 

         ・児童図書 19,500 冊程度 

         ・ＹＡ図書  1,000 冊程度 

         ・参考図書  2,100 冊程度 

        〔装備品〕 

         ・バーコード型 IC タグ 

         ・書誌データ（TRC MARC） 

         ・フィルムコート・背ラベル 
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報告第１号 

   富津市通学路安全対策協議会委員の委嘱について 

富津市教育委員会は、富津市通学路安全対策協議会設置要綱（平成27年富津市教

育委員会告示第１号）第３条の規定により、次の者を委員として委嘱したので報告

する。 

区  分 氏   名 備     考 

１ 警察 渡邉 幹夫 富津警察署交通課長 

２ 国・道路管理者 淺沼 真仁  千葉国道事務所木更津出張所長 

３ 県・道路管理者 鈴木 一三 君津土木事務所維持課長 

４ 学校関係 野尻 剛史 市ＰＴＡ連絡協議会代表者 

５ 学校関係 鳩 飼  直 市校長会代表者 

６ 市関係 秦野 憲一 総務部防災安全課長 

７ 市・道路管理者 棟方 雅典 建設経済部建設課長 

８ 市関係 平野  勉 教育部長 

９ 市関係 黒川 雅人 教育部学校教育課長 

１０ 市関係 保坂 典江 教育部学校教育課教育センター所長 

（任期：令和４年８月 15 日～令和５年３月 31 日） 

令和４年８月 18 日提出 

富津市教育委員会 

教育長  岡 根  茂 
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報告第２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８月 18 日提出 

                         富津市教育委員会 

                         教育長  岡 根  茂 




