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令和２年１月 木更津市臨時教育委員会会議 会議録 
 
１．日   時   令和２年１月２８日（火） 午後１時００分～午後２時００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 渡部 佳子 
           委 員 豊田 雅之 
           委 員 井上 美鈴 

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 
           資産管理課長       佐藤 慎吾 
           （会議事務局） 
           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２件） 
５．議    案 

議案第 １ 号 市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費３月補正予算

案）について 

議案第 ２ 号 市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費当初予算案）に

ついて 

議案第 ３ 号 木更津市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定

について 

６．報 告 事 項 

７．議 事 大 要 
○髙澤教育長 

 定刻となりましたので、令和２年１月臨時教育委員会会議を開催いたします。 
 本日の会議の開催にあたりまして、武井委員から木更津市教育委員会会議規則第６条の規

定により、欠席の届出がございましたのでご報告いたします。 
 なお、本日の会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条 第
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３項の規定により、教育長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、会議は成立する

ものとし、これより開会いたします。 
 会議録署名人には、豊田委員にお願いいたします。また前回、１月定例会議の会議録に

つきましては、渡部委員と私で、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１号「市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費３月補正

予算案）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１号「市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費３月補正予算案）につ

いて」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、令和２年３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３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、３ページのとおり令和２年１月２７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ことについて、木更津市教育委員会組織及び

運営規則第５条第１０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。 
 それでは、教育委員会に係る３月補正予算案の概要につきまして、ご説明申し上げます。

４ページをご覧ください。はじめに歳入予算につきましては、表の一番下にございますとお

り補正前予算額（予算現額）１２億５，２３４万９，０００円であったところ、１億２，００

１万４，０００円減額し、総額を１１億３，２３３万５，０００円にしようとするものでご

ざいます。 
 続きまして、５ページをご覧ください。歳出予算といたしましては、表の上段にございま

すとおり、５０款 教育費を補正前予算額（予算現額）４３億１，５０９万５，０００円であ

ったところ、２億１，７０５万円減額し、総額を４０億９，８０４万５，０００円に、５５款 
災害復旧費を補正前予算額（予算減額）２，６０２万１，０００円であったところ、５，２９

３万４，０００円増額し、総額を７，８９５万５，０００円にしようとするものでございま

す。３月補正予算の内容でございますが、各課等における主な歳出の減額分につきましては、

入札差金等各種事業実施における執行残でございます。詳細につきましては、３０ページか

ら３７ページの△（マイナス）表記のある事業となりますので、ご確認をお願いいたします。 
 続きまして、歳出の主な増額分をご説明いたします。３０ページ、５０款 教育費、５項 教
育総務費、１０目 事務局費の説明欄３．奨学基金繰出金 ７０６万５，０００円につきまし

ては、主にふるさと応援基金寄附金の受入に伴い、当該基金に積み立てを行うため増額する

ものでございます。３１ページをご覧ください。続きまして、１０項 小学校費、５目 学校

管理費、説明欄３．の（１）金田小学校屋内運動場非構造部材対策事業費２，０４２万７，０

００円につきましては、金田小学校の屋内運動場におけるつり天井・照明等の耐震化対策の

設計、施行に伴う経費のため、増額するものでございます。 
 ３５ページをご覧ください。続きまして、２５項 社会教育費、２０目 図書館費の説明欄

４．図書購入費 ５万円につきましては、寄附金の受入に伴い、増額するものでございます。

３６ページをご覧ください。続きまして、３０目 生涯学習まちづくり推進事業費、説明欄１．

の（２）生涯学習基金積立金３２万５，０００円につきましては、寄附金の受入に伴い、当
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該基金に積み立てを行うため増額するものでございます。 
 また、５５款 災害復旧費につきましては、昨年の台風１５号及び台風１９号による被害の

復旧に係る諸経費を増額しております。以上が３月補正予算の主な内容でございます。 
 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、ご質問はございますでしょうか。 

○渡部委員 
 ３５ページ、図書購入費の５万円と３６ページの生涯学習基金積立金３２万５，００

０円が寄附金とのことでしたが、寄附とはどういった形で申し出て受け入れられるもの

なのでしょうか。 
○渡邉図書館長 
 図書購入費につきましては一般女性の方から申し出を頂きまして、図書館事業に使っ

ていただきたいとのことでしたので受け入れさせていただいたものです。 
○野口生涯学習課長 
 生涯学習基金積立金につきましては、ふるさと応援寄附金というものでして、インタ

ーネットからの申し込みをいただき、受け入れているものでございます。 
○渡部委員 
 では、寄附金というのは寄附をしたいという気持ちがあって、またその使い道等を希

望すればそちらで使っていただけるということでしょうか。 
○岩埜教育部長 
 ふるさと納税等もそうですが、寄附者の方が特に使途は決めずに、市全体で使っても

らいたいということであれば、市としては財政調整基金といったもの等に入れさせてい

ただきます。一方、先ほど説明いたしました、例えば生涯学習基金等、特定の基金に積ん

でほしいといったお話がございましたら、そちらに積み立てをし、使用させていただき

ます。 
○渡部委員 
 若干話がずれますが、市全体で寄附金というのは大体年間どれぐらい頂いているので

しょうか。 
○岩埜教育部長 
 しっかりしたデータはございませんが、１億円程度かと思います。ただ、ふるさと納税

等については寄附した分、税の控除が受けられることはご存じかと思います。寄附で頂

いた分と税の控除額を比べると、木更津市としてはいわゆる赤字の状態となります。 
○髙澤教育長 
 ほかにご質問がなければ、ご意見はございますでしょうか。 

＜意見なし＞ 

 ご意見がなければ、採決に移ります。議案第１号「市議会の議決を要する事件の議案（令

和元年度教育費３月補正予算案）について」につきまして、原案に対し「意見なし」と回答

することに賛成の方、挙手をお願いいたします。 
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＜挙手全員＞ 

 賛成全員で「意見なし」と回答することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第２号「市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費当初予算

案）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２号「市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費当初予算案）につい

て」ご説明申し上げます。 
 議案資料４２ページをご覧ください。本議案は、令和２年３月市議会定例会に提案す

る教育委員会に係る令和２年度当初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、４３ページのとおり令和２年１月２７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ことについて、木更津市教育

委員会組織及び運営規則第５条第１０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。 
 それでは、教育委員会に係る当初予算案の概要につきまして、ご説明申し上げます。４

４ページをご覧ください。はじめに歳入予算につきましては、表の一番下にございます

とおり、１４億５，６７５万３，０００円で、令和元年度当初予算と比較し、２億４，５

２８万４，０００円の増額でございます。続きまして、４５ページをご覧ください。歳出

予算といたしましては、表の上段にございますとおり４５億６，４０８万３，０００円

で、令和元年度当初予算と比較し、２億７，２２７万４，０００円の増額でございます。 
 当初予算の内容につきましては、４８ページから６７ページが歳入、６８ページから

８０ページが歳出となります。 
 それでは、歳出予算のうち令和２年度における主な新規事業及び増額事業につきまし

てご説明させていただきます。７０ページをご覧ください。５０款 教育費、１０項 小学

校費、５目 学校管理費説明欄４．の（９）小学校教育環境整備事業費 ２９２万９，００

０円につきましては、金田小学校増築校舎の供用開始に向け、必要となる備品等の整備

に伴う経費でございます。続きまして、説明欄５．の（２）小学校トイレ改修事業費 ３，

８５０万円につきましては、小学校におけるトイレ洋式化の推進のため、工事の設計、施

行に伴う経費でございます。続きまして、説明欄６．学校水泳指導民間活力導入事業費 
５００万円につきましては、学校プールの利用を停止している畑沢小学校において水泳

授業を民間のスイミングスクールに委託するための経費でございます。７２ページをご

覧ください。１５目 学校建設費、説明欄１．の（１）金田小学校校舎増築事業費 １億７，

２４９万５，０００円につきましては、金田小学校の児童増加に伴う校舎増築のための

経費でございます。 
 ７３ページをご覧ください。１５項 中学校費、５目 学校管理費、説明欄４．の（１０）

中学校教育環境整備事業費 ２５１万９，０００円につきましては、太田中学校増築校舎

の供用開始に向け、必要となる備品等の整備に伴う経費でございます。続きまして、説明

欄５．の（１）中学校トイレ改修事業費４，０５０万円につきましては、小学校と同様、

中学校におけるトイレ洋式化の推進のため、工事の設計、施行に伴う経費でございます。

７４ページをご覧ください。１５目 学校建設費、説明欄１．の（１）太田中学校校舎増
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築事業費１億５，１６０万６，０００円につきましては、太田中学校の生徒増加に伴う校

舎増築のための経費でございます。 
 ７５ページをご覧ください。２５項 社会教育費、５目 社会教育総務費、説明欄８．の

（５）農道整備事業（大稲地区）に伴う埋蔵文化財調査事業費 ２１５万５，０００円に

つきましては、大稲地区の農道整備事業に伴い、事業区域内に存在する埋蔵文化財の発

掘調査を実施するための経費でございます。続きまして、７６ページをご覧ください。説

明欄１１．の（１）木更津市史編さん事業費２，４９３万４，０００円につきましては、

木更津市史を刊行することで歴史的・文化的遺産の散逸等を防ぎ、保存するための事業

でございますが、来年度については、デジタルアーカイブの公開に伴う事業の増額を行

ったものでございます。 
 ７７ページをご覧ください。１５目 公民館費、説明欄４．の（４）公民館周年記念事

業費２０万円につきましては、中郷公民館、文京公民館等が周年記念を迎えるため、記念

式典等にかかる経費でございます。以上が令和２年度における主な新規事業及び増額事

業でございます。その他、歳入・歳出予算の内容につきましては、お手数ですが、お手元

の資料でご確認をお願いいたします。 
 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。 

○渡部委員 
 増額された予算での質問になりますが、７５ページの農道整備事業（大稲地区）に伴う

埋蔵文化財調査事業費の、大稲地区の場所について教えていただきたいのと、７６ペー

ジ、木更津市史編さん事業費のデジタルアーカイブについてお聞きしたいのですが。 
○稲木教育部参事兼文化課長 
 大稲地区ですが、こちらは富来田地区の一番北側あたりに位置する場所となります。

現在農道になっている部分がございまして、そちらが同時に代畑遺跡という遺跡の部分

となっております。確認調査までは実施しておりまして、本調査を行うのが今回の事業

でございます。２４３平方メートルほどの発掘調査になる予定でございます。 
 また、市史編さん事業のデジタルアーカイブの件でございますが、現在、県の指定文化

財となっている「天正検地帳」というものがあり、これが図書館に収蔵されております。

この保存状態が非常に悪く、ページとページが開けないような部分もございます。中の

観察も難しいという現状がございまして、これを１枚１枚撮影しデジタルデータとして

一般にも見られるようにしていくのがデジタルアーカイブ事業でございます。 
○井上委員 
 当初予算については、先日の教育委員会会議で要求段階のお話があり、今回が査定後

の金額ということになるかと思いますが、その際の資料を見比べると要求額がだいぶ異

なるように見受けられます。この差異は何か理由等があるのでしょうか。 
○事務局 
 こちらは人件費の差額になります。例えばですが、６８ページの１０目 事務局費、説
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明欄２．一般職人件費という予算があります。こういった人件費につきましては、当然教

育委員会内部の人件費ではございますが、教育委員会が予算要求するのではなく、本市

ですと人事関係を担っている総務部職員課が一括して要求いたします。そのため、前回

教育委員会の予算要求額としてお話した額には、職員課が要求している予算額というの

は一切反映されていない、あくまで教育委員会が主導して要求した予算額でのご説明を

したものでございます。 
○渡部委員 
 ７４ページ、実用英語検定補助金については特に増額等はなかったのでしょうか。で

きれば今年度の状況等もお伺いしたいのですが。 
○今井教育部参事兼学校教育課長 
 本事業については昨年度より実施しているものですが、今年度については残念ながら

あまり申し込みが多くなかったのが現在までの状況でございます。予算も若干減額して

おります。 
○渡部委員 
 せっかくいい制度ですので、これを機会にもっと取り組む人が増えてもらえるといい

と個人的には考えております。 
○髙澤教育長 
 ほかにご質問がなければ、ご意見はございますでしょうか。 

＜意見なし＞ 

 ご意見がなければ、採決に移ります。議案第２号「市議会の議決を要する事件の議案（令

和２年度教育費当初予算案）について」につきまして、原案に対し「意見なし」と回答す

ることに賛成の方、挙手をお願いいたします。 

＜挙手全員＞ 

 賛成全員で「意見なし」と回答することに決定いたしました。 

 続きまして、議案第３号「木更津市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針

の策定について」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３号「木更津市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針の策定に

ついて」ご説明申し上げます。 
 議案資料９０ページをご覧ください。本議案は、適切な学校間の教育水準の保持やよ

りよい教育環境の整備に向け、平成２８年１１月に一部変更を行った「木更津市立小中

学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針」を全市的に見直すこととし、新たな基

本方針を策定することについて、木更津市教育委員会組織及び運営規則第５条第１号の

規定により、議決を求めるものでございます。 
 別冊「木更津市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針」をご覧くださ

い。本計画につきましては、令和元年１１月定例教育委員会会議にて素案をお示しし、意

見等をいただいたものでございます。その後、１２月市議会定例会の教育民生常任委員

会協議会での説明を経て、パブリックコメントを１２月１９日から１月１７日までの期

間で行いましたところ、意見等は特にありませんでした。 
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 今後のスケジュールについてですが、本日改めて委員皆様の審議をいただいた後、方

針として公表させていただきます。また、本基本方針に基づき、具体的な実施計画の策定

を検討する予定でございます。こちらも改めて教育委員会会議、総合教育会議、パブリッ

クコメント等にて意見をお伺いすることとなりますので、どうぞよろしくお願いいたし

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３号「木更津市立小中学校の適正規

模及び適正配置に関する基本方針の策定について」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が、今月の報告事項はありません。 

 続きまして、その他の事項ですが、本日のその他事項はありません。 

 その他、委員からご意見等ございますか。 

○井上委員 

 制服のことなのですが、中学校ですね。女子がスカート、男子がスーツまたは学ランだ

と思います。２点ありまして、まず１点、スカートをはく際、冬でもソックスに短めのス

カートという格好が多く、非常に寒いと思います。一方でタイツなどは先輩に目を付け

られる、友達から浮いてしまう等の理由でなかなかはけず、防寒ができないという点が

ございます。 

 もう１点は、現在よく言われるようになりましたが、いわゆるＬＧＢＴＱの問題でご

ざいます。ちょうど思春期の真っただ中で、そういった生徒については決められた通り

にスカート、またはズボンをはくというのが非常に苦痛になることも考えられます。一

定数、そういった相談にいらっしゃる方もいますし、こういった問題はカミングアウト

も難しいことからなかなか言い出せない生徒もいると思います。すぐに解決できる問題

ではないことは重々承知しておりますが、木更津市として何か取り組み等をしていれば

お伺いしたいのですが。 

○今井教育部参事兼学校教育課長 

 木更津市の現状ですが、現在は既存の流れを踏襲しており、なかなかそういった生徒

へ目に見えた対応というのはできていない状況です。一方でＬＧＢＴＱへの理解といっ

た流れが全国的にもあることは認識しておりますので、新年度が始まる前に校長会議等
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でお願いをしてまいりたいと考えております。 

 また、防寒の件については生徒間でのいわゆる不文律ですね。そういった点は無くし

ていきたいものでございますので、数年前にあった学校もいまでは解消に向かっている

と聞いております。また元のきまり自体も、例えば昔は靴下は白でなければいけなかっ

た等、ございましたがかなり緩くなっております。 

○井上委員 

 簡単なお話ではないのはもちろん分かっているのですが、そういった流れがあると生

徒も少しずつ過ごしやすくなっていくのかなと思っております。 

○髙澤教育長 

 他にご意見等ありますでしょうか。 

 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、２月の定例教育委員会会議につきましては、２月１２日（水）午後１時から、市

役所朝日庁舎多目的室Ｂ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 

 以上をもちまして、令和２年１月臨時教育委員会会議を終了いたします。 

 

 

 

            会議録署名人  教  育  長 
 
                    委     員 


