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〇教育総務課 

取組名 P6 青堀小学校校舎改築事業 

点検 ・評 価

記載内容 

・青堀小学校校舎等の改築に当たり、耐力度調査の結果を

受け、次年度以降、既存体育館の課題等を含め施設全体の

整備方針の検討を行うこととした。また、関係者の意見を

踏まえた基本構想・基本計画を策定することで当該事業

を円滑に推進する。 

進捗 状況 及

び補足説明 

① 保護者や自治会、地域活動団体など、青堀小学校関係者

からなる「検討委員会」を設置し、どのような学校施設

を望むか、基本構想・基本計画に反映させるため、会議

を重ねる。 

実績：6 月 20 日・8 月 24 日・9 月 12 日 

予定：基本計画策定までの間、さらに 3 回の開催を予定

② 学校建築の専門的立場から助言をいただくため、千葉大

学大学院柳澤要教授にアドバイザーを委嘱し、会議に参

加いただく。 

③青堀小学校児童・保護者・教職員の意向を把握するため、

アンケートを実施。 

回収率：79.6％（児童 92.5％、保護者 60.6％、教職員

97.4％） 

④先進事例視察：千葉市立美浜打瀬小学校・習志野市立谷

津小学校の 2 校 

※コロナ感染症対応のため、事務局職員のみで実施した

が、参考としていただくため、検討委員会には報告を行

った。 

検討委員会委員の視察を改めて計画し、八千代市立みど

りが丘小学校・木更津市立中郷小学校を視察予定。 

年度内の基本構想・基本計画策定に向け、以上の取組を

行っています。 
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〇学校教育課 

取組名 P8 学校給食管理運営事業（公会計化） 

点検 ・評 価

記載内容 

・学校給食管理運営事業 

現在３箇所ある調理場を統合し、新たな共同調理場が完成

するまで、既存調理場の安定した運用のため、施設及び厨

房機器等に必要な維持補修、修繕等を実施していく。また、

令和４年９月からの学校給食費公会計化に伴う規則等を整

備し、システム管理に向けて口座振替に必要な準備を行う。

進捗 状況 及

び補足説明 

①既存調理場の安定した運用のため、新調理場が完成するま

での間は、維持していくために必要な補修・修繕を実施し

ていく。 

令和 4 年度 給食管理費修繕料 予算額 400 万円  

令和４年 8 月 31 日現在 修繕件数 25 件  

執行額 2,059,200 円 執行率 51.48％ 

②公会計化に伴う規則・要綱等の改正 

教育委員会規則の富津市学校給食費徴収規則を廃止し、新

たに富津市学校給食費管理規則を市規則として令和 4 年 9

月 1 日から施行した。 

学校給食費の口座振替依頼書様式を新規作成し、様式を追

加するため口座振替事務取扱要綱の一部を改正。 

また、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の

一部改正については、富津市学校給食費管理規則に基づく

事務に関することを追加した。 

③契約関係（令和４年４月１日付） 

・給食管理システム導入契約 （株）ディ・エス・ケイ 

【契約内容】システム構築・振替データ伝送テスト・コン

ビニ収納サービスバーコード読取テスト・稼

働用データ作成等 
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・給食費口座振替依頼書作成処理業務委託 

【契約内容】口座振替依頼書用紙に予め児童・生徒の宛名 

番号（認識番号）等を打ち込む業務及び口座

情報を給食費管理システムへの入力業務 

・学校給食費納付書印刷（納付書印刷 4,000 枚） 

・口座振替データ集中サービス科目追加対応業務委託  

ちばぎんコンピューターサービス（株） 

 【契約内容】学校給食費科目追加対応費・ゆうちょ銀行追

加対応費 

・富津市公金収納事務の取扱いに関する確認書  

（株）ゆうちょ銀行 さいたま支店  

【締結内容】富津市公金収納事務の一部取扱に関する確認

書の締結 

④学校・保護者・金融機関への周知 

4/15 校長会へ公会計化実施について説明した。 

5/10 収納代理金融機関８社へ納付書見本を送付した。 

5/20 口座振替依頼書及び保護者へ手続き依頼文書を各学 

校へ配付した。 

5/25 収納代理金融機関８社及び指定金融機関１社へ口座

振替依頼（解約）書兼自動払込利用申込書見本の送

付及び保護者からの口座振替依頼書受付について依

頼した。 

⑤給食費管理システム用機器の設置 

プリンター賃貸借契約の実施 

 （令和４年６月１日から令和９年５月３１日長期継続契約）

⑥ホームページへの掲載 

 令和４年９月から学校給食費の徴収方法の変更及び口座振

替について掲載した。 

⑦運用テスト 
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7/1 コンビニ収納サービス納付書バーコード読取テスト

のため千葉銀行法人営業部を経由し、地銀ネットワークサ

ービス （株）へテスト用納付書送付した。8/1 テスト

結果通知（読取可） 

7 月上旬 保護者から金融機関へ提出のあった口座データ

投入テスト実施 （株）ディ・エス・ケイ 

8/17 納税課を経由し、ちばぎんコンピューターサービス

（株）へ口座振替テストデータの送付。8/23 結果通 

知 問題なし 

⑧学校給食費管理システム関係 

7/25 学校給食費管理システム研修 

8/31 給食費台帳の当初データ一括作成 

9/1  給食費システム給食費メニュー開放 

⑨２学期無償化事業に伴う事務 

収納開始月変更処理のため、自動払込取扱変更届出書を 

（株）ゆうちょ銀行へ提出した。 

２学期分給食費無償化に伴う口座振替延期通知を保護者・

金融機関宛へ通知した。 
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〇教育センター 

取組名 P10 学力向上推進事業（読書活動の推進） 

点検 ・ 評価

記載内容 

・学力向上推進事業では、｢読むこと｣｢書くこと｣の取組を

継続させ、特に読書活動の推進に重点を置く。具体的に

は、読書好きの子供を育てることを大切にする。読書の

日の設定し、推進するとともに、読書支援員を有効活用

できるように学校支援を行う。また、市内全小学校での

放課後学習教室については、内容の充実を目指す。 

進捗 状 況及

び補足説明 

《市内全小中学校で読書の日の設定及び読書支援員の配置

６月～》 

① 読書の日 

毎月５のつく日（５日・１５ 

日・２５日）を読書の日とし 

て、各学校の実態に合わせた 

取り組みを依頼し、「読書が 

好きな児童・生徒を増やす」を目標に、掲示物や声か 

けによる啓発をしている。読書の日の取組例としては、

読み聞かせ・本の紹介をするブックトークの実施、宿題

を出さずに読書の奨励、便りやホームページでの周知等

の取り組みを展開している。評価については、９月・２

月に児童・生徒アンケートを実施し、成果と課題を分析

して、今後につなげる予定である。 

② 読書支援員の配置 

各学校に週１回４時間の配置をしている。読み聞かせや

本の紹介をするブックトーク並びに図書室や校内の掲

示物作成などの図書環境整備に努めている。定期的な会

議や学校訪問で活用状況を把握し、活動内容の充実を図

っている。今後は、配置の拡大に努めたい。 

《放課後学習教室の内容の充実》 

 放課後学習教室は、市内全小学校で主に低学年を対象 

に実施して、２年目となる。宿題、自主学習、課題を 

行い、学習のつまずきの解消や学習意欲の向上につな 
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がるように、各学校の実態に合わせて運営方法を工夫 

している。７月（別紙参照）・３月に評価を行い、実施 

内容・方法の見直しに努める。 
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〇生涯学習課 

取組名 P17 図書館関係事業 

点検 ・評 価

記載内容 

・図書館関係事業では、令和５年度の市立図書館の開館に

向けてイオンモール富津内での図書館整備事業を進め、

よりよい図書館サービスを提供するため、公民館図書室、

移動図書館、学校等と連携を図りながら、市民とともに成

長していく図書館を目指す。 

進捗 状況 及

び補足説明 

《図書館整備事業》 

① 富津市立図書館条例の策定（６月議会で議決） 

施行規則の策定（７月定例教育委員会で議決） 

②図書館整備工事設計業務委託（公募型プロポーザル方 

式） 

４月１日第１回審査委員会、１８日第２回審査委員会・

提案者決定、５月２７日第３回審査委員会・プレゼンテ

ーション実施 

設計業務期間６月７日～８月１５日 

監理業務委託(工事落札後、設計業者と随意契約) 

③図書購入（随意契約） 

８月５日仮契約・発注開始、９月議会上程（財産の取得）・

議決後本契約  購入予定冊数５４，０５０冊（その他

１１，０００冊 

は既存施設から一部移動するほか、寄附金で購入予定）

④図書館整備工事(制限付き一般競争入札) 

８月２６日入札参加資格審査基準設定審査会、８月２９

日公示、9 月２１日開札予定 

⑤図書館備品購入（指名競争入札） 

８月２６日指名審査会、８月２９日公示、９月２１日開

札予定 
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⑥指定管理者（公募型プロポーザル方式） 

６月２９日第 1 回候補者選定委員会、７月１１日公告、

９月９日申請書受付締切、９月３０日第２回選定委員会

（プレゼンテーション）・１０月７日候補者決定予定 

⑦開館準備業務（随意契約）１月～３月 

指定管理者候補者と契約 

⑧図書館システム構築（随意契約） １０月～３月 

⑨図書館システム賃貸借（随意契約）令和５年４月～

現行図書システムの契約者と契約予定 

⑩図書館協議会（令和５年４月１日付けで委嘱予定） 

３月教育委員会定例会上程予定 

《図書館関係事業（既存図書施設）》 

移動図書館及び公民館３館の図書室の管理運営 

図書システムによる蔵書管理 

毎月の発注で新刊図書を年間約１，４００冊購入 

移動図書館の巡回（月７回） 

学校図書館との連携 

今年度から配置された３名の読書支援員を介して、団体 

貸出等、学校からのリクエストに対応 
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〇生涯学習課 

取組名 P１７ 鋸山日本遺産「候補地域」活用推進協議会事業 

記載内容 ・鋸山については、引き続き鋸南町と共同し、日本遺産「候

補地域」活用推進協議会で地域活性化のための各種事業

を実施し、将来の日本遺産本認定を目指す。また、現在、

日本寺エリアが県指定の名勝となっていることから、石

切場跡までの範囲拡大、更に国名勝への格上げとともに、

史跡指定に向けて取り組む。 

補足説明 令和４年度事業費 ２８，８５０千円 

 （負担内訳：富津市２２，５４７千円、鋸南町６，３０

３千円） 

① 令和４年度国庫補助金交付申請書提出 

４月２２日（文化芸術振興費補助金） 

        申請額：１３，０００千円 

６月３０日（文化資源活用事業費補助金） 

        申請額： ７，０９１千円 

② 鋸山日本遺産「候補地域」活用推進協議会の開催（年２

回）。開催日：６月３０日、次回予定：令和５年２月 

③ 補助金の交付決定を受け、７月から今年度の各種事業に

順次着手している。 

全１２事業のうち、５事業を新規事業として実施。 

・石工武田石翁調査事業 

 ・洋上から巡る日本遺産「候補地域」紀行実施事業 

 ・鋸山シンポジウム開催事業 

 ・域内小中学校での普及啓発活動 

 ・鋸山の高付加価値検証事業 

円滑な事業の遂行に向け、鋸南町や各種受託事業者等と

密に連携を図りながら取組みを行っている。 
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〇公民館 

取組名 P18 公民館・市民会館の個別施設計画の策定に向けた検討

点検 ・評 価

記載内容 

・管理運営については、計画的な施設改修等に係る個別施

設計画の策定に向けて検討するとともに、施設利用者へ

の環境整備に努める。 

進捗 状況 及

び補足説明 

《個別施設計画》 

①各種事務・工事スケジュールの作成 

教育部内協議の実施（５月～８月） 

市長・副市長説明の実施（９月９日） 

②「公民館改修計画策定業務委託」について検討 

教育部内協議の実施（５月～８月） 

市長・副市長説明の実施（９月９日） 

③活用可能な補助金の調査 

文部科学省等への確認（５月～８月） 

④中央公民館及び市民会館の借地に係る地権者交渉 

地権者との連絡調整（９月～） 

⑤中央公民館敷地の文化財調査 

生涯学習課文化係との協議（５月～） 

《施設環境整備》 

①エアコン設置工事 

中央公民館：多目的室（設置済） 

富津公民館：娯楽室（設置済） 

市民会館：第２会議室、音楽室、研修室（９月～３月）

②空調設備改修工事 

中央公民館：空調用ボイラー軟水器オーバーホール修繕

（１０月～１１月）

市民会館：吸収式冷温水発生機改修工事（９月～３月）

③空気清浄機購入 
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AirdogX5s を各館３台購入（１０月購入予定） 

④赤ちゃん休憩室購入 

Miruru を各館１台（購入設置済） 

⑤富津公民館ブラインド交換修繕（９月～） 

⑥富津公民館非常用照明ＬＥＤ交換修繕（１０月～） 


