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令和元年９月 木更津市定例教育委員会会議 会議録 
 
１．日   時   令和元年９月２７日（金） 午後１時００分～午後２時３０分 
２．場   所   木更津市役所朝日庁舎 会議室Ｆ 
３．出 席 者   教育長及び委員 
           教育長 髙澤 茂夫 
           委 員 武井 紀夫 
           委 員 吉田 一雄 
           委 員 渡部 佳子 
           委 員 豊田 雅之 

職 員 
           教育部長         岩埜 伸二 
           教育部次長兼教育総務課長 秋元  淳 
           教育部参事兼学校教育課長 今井 克彦 
           教育部参事兼文化課長   稲木 章宏 
           教育部参事兼図書館長   渡邉 雅夫 
           教育部参事兼中央公民館長 石井 一彦 
           学校給食課長       重城 秋子 
           生涯学習課長       野口 琢郎 
           まなび支援センター所長  岡崎 由子 
           学校給食センター所長   栗原 一郎 
           郷土博物館金のすず副館長 稲葉 昭智 
           （会議事務局） 
           教育総務課主幹      長谷川光敏 
           教育総務課主任主事    萩原奈央子 
４．傍 聴 人 数   ０名（非公開議案０件） 
５．議    案 

議案第 34 号 令和元年度教育功労者の表彰について 

６．報 告 事 項 

報告第 ９ 号 臨時代理の報告について 

市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費９月補正予算

案）について 

７．議 事 大 要 
○髙澤教育長 

 会議に入る前に１点ご報告がございます。これまで２期８年にわたり教育委員としてお力

添えをいただきました吉田委員ですが、この９月３０日をもって任期が満了となり、ご退任

なされることとなりました。大変長い間、様々な面でご尽力いただきましてありがとうござ

います。最後にご挨拶を頂戴できればと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは定刻となりましたので、令和元年９月定例教育委員会会議を開催いたします。 
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 会議録署名人には、渡部委員にお願いいたします。また前回、８月定例会議の会議録

につきましては、武井委員と私で、それぞれ確認、署名いたしました。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 はじめに、議案第３４号「令和元年度教育功労者の表彰について」を議題に供します。

事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 
○秋元教育部次長 

 議案第３４号「令和元年度教育功労者の表彰について」の提案理由をご説明申し上げます。 
 議案資料２ページをご覧ください。本議案は、本市における教育、学術または文化の振興

に関し、特に顕著であった個人または団体を教育功労者として表彰することについて、木更

津市教育委員会表彰規程第３条並びに木更津市教育委員会組織及び運営規則第５条第９号の

規定により、議決を得ようとするものでございます。 
 表彰の候補者につきましては、３ページから９ページの候補者名簿にございます１３名及

び１団体の方々となります。 
 今回の候補者につきましては、１３名１団体のうち、１２名が教職員であり、木更津市教

育委員会表彰規程第２条第１号の「教職員にして教育向上のため尽力し、その功績が顕著な

者」に該当するほか教職員の勤続年数等を別途定めております表彰基準の内規に基づき選定

させていただきました。また、同条第３号の「学校教育又は社会教育の振興について、その

功績が顕著であつたもの」に該当する方として、１名を選定させていただきました。さらに、

同条第４号の「学術又は文化の向上発展について、その功績が顕著であつたもの」に該当す

る団体として、１団体を選定させていただきました。 
 それでは、表彰候補者の氏名を申し上げます。清見台小学校校長 佐藤 千明 様、八幡台

小学校校長 田村 淳也 様、木更津第一中学校校長 廣部 昌弘 様、木更津第二中学校校長 

矢野 直明 様、富来田小学校教頭 北川 久雄様、鎌足中学校教頭 越川 茂夫 様、木更津第

一小学校教諭 伊藤 裕美 様、富来田小学校教諭 星野 志げ子 様、畑沢小学校教諭 鈴木 
一枝 様、真舟小学校教諭 緒形 由美子 様、岩根中学校教諭 鶴岡 宗一 様、東清小学校事

務長 中澤 恵 様、スポーツ推進委員会書記 松本 衣江 様、木更津ユネスコ協会様、以上

１２名１団体の方々でございます。それぞれの方の功績につきましては、候補者名簿記載の

とおりでございます。 
 なお、表彰式につきましては、１１月１８日（月）午前に市役所駅前庁舎で執り行う予定

となっております。 
 説明は以上でございます。 

○髙澤教育長 
 ただいま、事務局から説明がありました。 
 この件につきまして、ご質問はございますでしょうか。 

＜質問なし＞ 

 ご質問がなければ、ご意見はございますでしょうか 

＜意見なし＞ 

○髙澤教育長 
 他にご意見がなければ、採決に移ります。議案第３４号「令和元年度教育功労者の表彰
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について」につきまして、原案どおり賛成の方、挙手をお願いいたします。 

＜挙手全員＞ 

 賛成全員で原案どおり決定いたしました。 

 以上で、本日予定しておりました議案の審議を終了いたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。 

 報告第９号、臨時代理の報告「市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費９

月補正予算案）について」事務局から説明をお願いいたします。 

○秋元教育部次長 

 報告第９号臨時代理の報告「市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費９

月補正予算案）について」の提案理由をご説明申し上げます。 
 議案資料１０ページをご覧ください。この報告は木更津市教育委員会組織及び運営規

則第６条第１項の規定により、教育長の臨時代理により処理を行いました案件に関する

ものでございます。 
 １１ページをご覧ください。９月市議会定例会に提案する教育委員会に係る令和元年

度９月補正予算案につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の

規定により、１５ページのとおり令和元年８月２０日付けで市長から教育委員会教育長

に対し意見の聴取がございましたが、９月市議会定例会への議案上程の日程を勘案する

と、期日までに教育委員会会議を招集する暇がございませんでした。そのため、１２ペ

ージにございますとおり８月２７日付けで教育長の臨時代理で処理をし、「意見なし」と

回答いたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 
 それでは、教育委員会に係る９月補正予算案の概要につきましてご説明申し上げます。

１３ページをご覧ください。今回の補正予算につきましては、はじめに歳入といたしま

して補正前予算額（予算現額）１２億５，０８６万２千円であったところ、２００万円

を増額し、総額１２億５，２８６万２千円にしようとするものでございます。 
 続きまして、１４ページをご覧ください。歳出といたしましては、補正前予算額（予

算現額）４３億４，４５２万８千円であったところ、５０款 教育費を３１３万５千円増

額し、総額を４３億４，７６６万３千円にしようとするものでございます。 
 それでは、歳入・歳出のうち、人件費を除く補正予算の内容につきまして、ご説明申

し上げます。１６ページから１８ページまでが、補正予算及び補正予算に関する説明書

の教育委員会に関する部分の抜粋でございます。まず歳出をご説明させていただき、そ

の中で関連する歳入をあわせてご説明申し上げます。 
 １８ページをご覧ください。１０項 小学校費、５目 学校管理費、説明欄１．学校施

設改修事業費の（１）中郷小学校倉庫新築工事費 ２００万円につきましては、中郷小学

校へ教育環境の整備に充てるためとして寄附をいただいたことから、学校等と協議の上、

倉庫の新築をすることにより増額するものでございます。恐れ入りますが、関連する歳

入といたしまして１７ページをご覧ください。７５款 寄附金、５項 寄附金、３０目 教
育費寄附金 ２００万円が当該事業実施に伴う歳入補正予算でございます。 
 １８ページにお戻り願います。続きまして、３０項 保健体育費、２０目 学校給食費、

説明欄１．学校給食を活用した地域活性化事業費 １１３万５千円につきましては、有機
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農業により生産された米を学校給食へ提供するための米飯にかかる差額の必要経費を増

額するものでございます。 
 説明は以上でございます。 

○髙澤教育長 
 ただいま、事務局から説明がありました。 
 この件につきまして、ご質問・ご意見はございますでしょうか。 

○武井委員 
 寄附についてですが、先日資料を見かけたように思いますが、どちらからいただいた

ものなのでしょうか。 
○秋元教育部次長 

 社長様が中郷地区にお住まいの方でして、株式会社 吉川電気 様よりいただいたもの

でございます。 
○渡部委員 
 倉庫新築工事とのことですが、どういったものになるのでしょうか。 

○佐藤資産管理課長 
 説明のとおり、予算がつく前に学校と打合せをしたところでございます。内容といた

しましては、体育の授業で使うような器具をしまう屋外倉庫を希望するとのことでした

ので、軽量鉄骨造の２０平方メートルから３０平方メートル弱の体育倉庫を予定してお

ります。 
○渡部委員 
 例えば家庭に置いてあるような、置き型の倉庫を買ってくるといったことではないのです

ね。 

○佐藤資産管理課長 
 市の予算で執行するものでございますので、建築基準法に基づいた建物を建てること

としており、それに伴う申請料等も含めた予算となります。先ほどお話のありました、

倉庫を買ってきて置くといったことではなく、しっかり基礎から作ったうえで恒久的な

建物を建てようとするものでございます。 
○髙澤教育長 
 ほかにご質問・ご意見がなければ、報告事項につきましては、以上といたします。 

 続きまして、その他の事項につきまして、説明をお願いいたします。 

 

【その他、事務局連絡・報告事項】 

・令和元年９月市議会定例会の一般質問における答弁要旨について 

説明：秋元教育部次長 

・平成３０年度教育費決算について 

説明：秋元教育部次長 

・木更津市立小中学校空調整備事業にかかる進捗状況について 

説明：佐藤資産管理課長 

・台風１５号による被害状況等について 
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説明：秋元教育部次長、今井教育部参事兼学校教育課長、野口生涯学習課長、稲

木教育部参事兼文化課長、稲葉郷土博物館金のすず副館長、石井教育部参

事兼中央公民館長 

・金鈴塚古墳出土品国宝化推進事業公開シンポジウムの開催について 

説明：稲木教育部参事兼文化課長 

 

○髙澤教育長 
 その他、委員からご意見等ございますか。 

○渡部委員 
 ９月１０日だったかと思いますが、請西郵便局の交差点が停電で消えておりまして、

たまたま請西小学校の児童が下校する際、車で通ったのですが、その時に中学校の先生

も含めまして児童の横断を対応されているのを拝見しました。小学校の先生だけでなく、

中学校の先生もいらっしゃるのを見てすごいな、と思いましてここでお話させていただ

きました。 
○今井教育部参事兼学校教育課長 
 木更津第二中学校の話かと思います。学校自体は休校だったのですが、職員はおりま

して、ボランティアではないですけれども、地域に貢献するという意味で校長より指示

がでまして、それぞれの地区に出まして倒木を片付けたり、先ほど渡部委員がおっしゃ

られた子どもの見守りをしたりしたと聞いております。 
○髙澤教育長 
 他になければ、その他を終了いたします。 

 それでは、事務局から次回の教育委員会会議につきまして、連絡をお願いいたします。 

○事務局 

 次回、１０月の定例教育委員会会議につきましては、１０月１６日（水）午後１時か

ら市役所朝日庁舎会議室Ｆで開催いたしますのでよろしくお願いいたします。 

○髙澤教育長 

 それでは冒頭申し上げましたとおり、吉田委員が本日をもって最終の教育委員会会議

となりますので、大変恐縮ですがご挨拶をいただければと思います。 

○吉田委員 

 大変ありがとうございました。子どももいない、大学の教授が教育委員ということで

色々とご迷惑をおかけしたこともあるかと思います。丁度教育委員会制度が変わったと

きも経験させていただきまして、総合教育会議等にも出席させていただきました。その

間、私どもの清和大学といたしましてまず図書館と協定を結ばせていただきました。続

いて教育委員会と、そして木更津市自体と結ばせていただき、微力ながら貢献できたの

かと考えております。教育委員としては退任となりますが、まだまだ私自身は清和大学

におりますので、何かとお会いする事もあるかと思います。その際はどうぞよろしくお

願いいたします。 

○髙澤教育長 

 以上をもちまして、令和元年９月定例教育委員会会議を終了いたします。 
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            会議録署名人  教  育  長 
 
 
                    委     員 


