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令和３年６月 木更津市定例教育委員会会議 会議録 
 
１．日   時   令和３年６月２２日（火） 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 多目的室Ｂ 
３．出 席 者   教育長及び委員 
           教育長 廣部 昌弘 
           委 員 武井 紀夫 
           委 員 渡部 佳子 
           委 員 豊田 雅之 
           委 員 井上 美鈴 

職 員 
           教育部長         秋元  淳 
           教育部次長兼教育総務課長 平野 義視 
           教育部参事兼学校教育課長 今井 克彦 
           学校給食課長       清水佐知子 
           生涯学習課長       鈴木 和代 
           まなび支援センター所長  内海 雅彦 
           図書館長         森田 益央 
           郷土博物館金のすず副館長 稲葉 昭智 
           （会議事務局） 
           教育総務課課長補佐    古賀佳代子 
           教育総務課主任主事    萩原奈央子 
４．傍 聴 人 数   ０名（非公開議案なし） 
５．議    案 

議案第１５号 木更津市社会教育委員の委嘱について 

議案第１６号 木更津市図書館協議会委員の委嘱について 

６．報 告 事 項 

報告第 ８ 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２年度教育費６月補正予算

案）について 

報告第 ９ 号 臨時代理の報告について 

木更津市スポーツ推進審議会委員の任命に係る意見聴取について 

７．議 事 大 要 
○廣部教育長 

 定刻となりましたので、令和３年６月定例教育委員会会議を開催いたします。 

 会議録署名人には、武井委員にお願いいたします。 

 また、前回５月定例の会議録につきましては、井上委員と私が確認しそれぞれ署名を

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１５号「木更津市社会教育委員の
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委嘱について」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。 

○平野教育部次長 

 議案第１５号「木更津市社会教育委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 
 議案資料４ページをご覧ください。本議案は、欠員の生じている木更津市社会教育委員に

ついて、社会教育法第１５条第２項並びに木更津市社会教育委員に関する条例第３条及び第

４条の規定により、新たに委員を委嘱することについて、木更津市教育委員会組織及び運営

規則第５条第１２号の規定により、議決を得ようとするものでございます。今回委嘱を予定

している候補者は前回、４月定例教育委員会会議にて選考中でありました、社会教育の関係

者で、任期は令和３年７月１日から令和５年３月３１日までとなります。なお、候補者の所

属等につきましては、５ページの参考資料のとおりでございます。 
 説明は以上でございます。 

○廣部教育長 

 ただいま、事務局から提案理由等の説明がありました。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＞ 

 ご意見がなければ、採決に移ります。議案第１５号「木更津市社会教育委員の委嘱につい

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。 

 続きまして、議案第１６号「木更津市図書館協議会委員の委嘱について」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。 

○平野教育部次長 

 議案第１６号「木更津市図書館協議会委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 
 議案資料６ページをご覧ください。本議案は、木更津市図書館協議会委員の任期満了に伴

い、木更津市立図書館設置及び管理条例第９条の規定により、新たに委員を委嘱することに

ついて、木更津市教育委員会組織及び運営規則第５条第１２号の規定により、議決を得よう

とするものでございます。候補者名簿をご覧ください。新たに委嘱を予定している候補者は

１０名ですが、現在選考中の候補者を除き９名を記載しております。任期は令和３年７月１

日から令和５年６月３０日までの２年間となります。次に、７ページの参考資料をご覧くだ

さい。選考中を除く候補者９名のうち、再任が３名、新規が６名でございます。また、各候

補者の所属等につきましては、記載のとおりでございます。なお、未定となっております１

名につきましては、現在、団体におきまして選考中でございます。候補者の推薦がございま

したら、改めて提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 
 説明は以上でございます。 

○廣部教育長 

 ただいま、事務局から提案理由等の説明がありました。この件につきまして、ご質問は

ございますでしょうか。 
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＜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＞ 

 ご意見がなければ、採決に移ります。議案第１６号「木更津市立公民館運営審議会委員の

委嘱について」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８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３年度教育費６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。 

○平野教育部次長 

 報告第８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３年度教育費６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８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。６月市議会定例会に提案する教育委員会に係る令和３年度６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、１３ページのと

おり令和３年５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、６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、１０ページにございますとおり５月２４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６月補正予算案の概要につきまして、ご説明申し上げます。

１１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）１０億２６３万３千円であったところ１３万円を増額し、総額１

０億２７６万３千円にしようとするものでございます。 
 続きまして１２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）

４４億３８２万７千円であったところ、５０款 教育費を１，５０１万３千円増額し、総額を

４４億１，８８４万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。１４ページから１７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。 
 １５ページをご覧ください。１０項 小学校費、１０目 教育振興費、説明欄２．清見台小

学校教育環境等整備事業費 １３万円につきましては、清見台小学校へ寄附の申し出があった

ことにより、図書購入費として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、１４ページをお願いいたします。７５款 寄附金、５項 寄附金、３０目 教
育費寄附金 １３万円の増額が、今回頂きました寄附に伴う歳入補正予算でございます。 
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 再び１５ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 
 続きまして、説明欄３．新型コロナウイルス感染症対策事業費、（１）多文化共生に係るオ

ンライン学習の環境整備事業費 ３７万２千円につきましては、多文化共生に係る学習のモデ

ル校として、富来田小学校において在留外国人との交流を積極的に行うことができる人材の

育成を目指し、その環境整備のため増額しようとするものでございます。同じく、１５項 中
学校費、１０目 教育振興費、説明欄２．新型コロナウイルス感染症対策事業費、（１）多文

化共生に係るオンライン学習の環境整備事業費 ３７万２千円につきましても、富来田中学校

において、多文化共生に係る学習のモデル校としての環境整備のため増額するものでござい

ます。 
 続きまして、１５ページの下段から１６ページの上段をご覧ください。２５項 社会教育費、

１５目 公民館費、説明欄１．新型コロナウイルス感染症対策事業費、（１）新型コロナウイ

ルス感染症対策事業費 ５９万１千円につきましては、感染対策防止のためアクリルパーテー

ションを各公民館の受付カウンターに設置するため、増額するものでございます。また、（２）

公民館大型モニター会議システム導入事業費 ７８０万５千円につきましては、オンラインを

活用した新たな事業を創造するため、１５公民館に大型モニター会議システムを設置するた

め増額するものでございます。 
 続きまして、２０目 図書館費、説明欄１．新型コロナウイルス感染症対策事業費、（１）

図書館内感染症対策事業費 ４万円につきましては、公民館と同様、アクリルパーテーション

を図書館受付カウンターに設置するため増額するものでございます。また、説明欄２．電子

図書サービス事業費 ３７６万９千円につきましては、電子図書を契約する経費及び周知のた

めのポスターを作成するため増額するものでございます。 
 続きまして、３０項 保健体育費、２０目 学校給食費、説明欄１．給食関係費 ６９４万６

千円につきましては、金田小学校給食室改修工事が新型コロナウイルス感染症を要因として、

当初の計画より工事が長期化することに伴い、金田小学校調理業務等委託（デリバリー方式）

を実施するため食材の提供に要する経費等について増額するものでございます。また、説明

欄２．給食賄材料費、（１）給食賄材料費単独校分 ５０１万２千円の減額につきましては、

金田小学校調理業務等委託（デリバリー方式）を実施することに伴い、賄材料費を組み替え

るため減額するものでございます。また、その他新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金が事業に応じて増額、または減額補正されております。 
 説明は以上でございます。 

○廣部教育長 
 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。 

○井上委員 
 １５ページ、多文化共生に係るオンライン学習の環境整備事業費ですが、先ほどのご説明

で、在留外国人との交流を積極的に行うことができる人材の育成といったお話があったと思

います。具体的にはどのような事業を行うのでしょうか。 
○今井教育部参事兼学校教育課長 
 在留外国人との交流を行うための力を身につけるといったテーマで行うものでござい
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ます。過去にも関わりがありました、ベトナム及びインドネシアの市と交流を深める予

定でございます。 
○廣部教育長 
 本市において、ベトナムのダナン市及びインドネシアのボゴール市とは友好都市の協

定を結んでおります。その都市との交流を計画しております。 
○井上委員 
 その場合、言語はどうなるのでしょうか。英語ではありませんよね。通訳の方を入れた

りするのでしょうか。 
○今井教育部参事兼学校教育課長 
 確かに英語ではございません。一部、英語でも通じる方がいるとは聞いておりますが、

通訳につきましては、今回の予算にいわゆるポケトークですね、通訳ができる機器の購

入費も含んでおりますので、そういったものを活用しながら行っていければと考えてお

ります。 
○渡部委員 
 清見台小学校にいただいたという寄附につきましては、どういった方が寄附されたの

でしょうか。 
○平野教育部次長 

 清見台小学校のＯＢの方となります。その方のご希望で図書の購入に充てていただきたい

とのことでしたので、今回、図書購入費として増額させていただきました。なお、氏名等に

つきましては、その方のご意向で伏せさせていただきたいとのことでした。 
○廣部教育長 
 ほかにご質問・ご意見がなければ、次の報告事項に移ります。 

 報告第９号 臨時代理の報告「木更津市スポーツ推進審議会委員の任命に係る意見聴取に

ついて」事務局から説明をお願いいたします。 

○平野教育部次長 

 報告第９号 臨時代理の報告「木更津市スポーツ推進審議会委員の任命に係る意見聴取に

ついて」の提案理由をご説明申し上げます。 
 議案資料１９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。木更津市スポーツ推進審議会委員の任命につきましては、木更津市スポーツ推

進審議会条例第５条によって、教育委員会の意見を聴取することと規定されており、これに

伴い令和３年５月２５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。しかしながら、委員の任期開始日が６月１日であることを勘案すると、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、２０ページにございますとおり

５月３１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。 
 ２１ページから２２ページをご覧ください。木更津市スポーツ推進審議会委員の任期満了

により、９名の委員を任命しようとするものでございます。委員のうち、再任が５名、新任

が４名となります。また、２３ページに木更津市スポーツ推進審議会の概要等につきまして
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掲載しておりますので、後程ご確認ください。 
 説明は以上でございます。 

○廣部教育長 
 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。 

○渡部委員 
 今回の選出についての意見ではないのですが、女性の委員が１名のみであることと、

また全体的に委員の方々がベテランの方だというように見受けられます。もう少し色々

な年代等のご意見を取り入れられるとより良いのかなと感じました。 
○平野教育部次長 

 ここに推薦されている方々につきましては、各種スポーツ等において指導等されている方

ということもあり、委員ご指摘のあったとおりやや構成が偏っているといったところもある

かと思います。いただいたご意見につきましては担当課にお話しさせていただきます。 
○井上委員 
 どういった審議会なのかといったことについて、一部書いていただいておりますが、

具体的にはどのようなことをされるのでしょうか。 
○平野教育部次長 

 審議会につきましては、スポーツの振興及び市民の体力向上等を図るため、各種大会の開

催や指導者の育成、普及活動等を支援する組織としてご意見をいただく団体でございます。 
○廣部教育長 
 そういったことから、主に市の事業等についてご意見を頂いております。また委員の

方についても、全員を存じ上げているわけではありませんが各スポーツのエキスパート

の方々でございます。年齢につきましては渡部委員のおっしゃる通りではございます。 
○渡部委員 
 少し話が脱線しますが、女性も育児・出産で忙しいと思うのですが、女性も生涯健康

を目指しといいますか、もちろん究極これも男性・女性に関わらないと思いますが、そ

ういった裾野を広げていただけるといいのかなと感じたりもします。一方で、会の趣旨

を考えますと意見聴取が多く、専門的な意見が必要なのかなとも思いますので、一意見

として考えていただければありがたいです。 
○廣部教育長 
 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、事務局から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３年６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：平野教育部次長 

・木更津市教職員の働き方改革ガイドライン（素案）について 

説明：今井教育部参事兼学校教育課長 

・木更津市青少年指導関係運営協議会委員の任命について 
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説明：内海まなび支援センター所長 

・令和３年度金田小学校給食室改修工事のお知らせ及び給食対応に係るアンケートの

お願いについて 

説明：清水学校給食課長 

・郷土博物館金のすずのリニューアルオープンについて 

説明：稲葉郷土博物館金のすず副館長 

 

○廣部教育長 

 その他、委員からご意見等ございますか。 

○豊田委員 

 コロナウイルス感染症のワクチン接種ですが、本日この場でお聞きしようと思ってお

りましたところ、昨日こども保育課から、保育園・幼稚園・学校の先生方につきましては

先行して集団接種しますとのご連絡をいただきました。いつ頃になるのかといったこと

をお聞きしようと思っていたのですが、先にご連絡をいただきまして少し安心しました

し、ありがとうございますということでこの場でお話させていただきました。 

○廣部教育長 

 本市につきましては、夏季休業中に在勤者全員の接種を目標としております。市によ

って対応が少しずつ異なっていると聞いておりますが、現状、本市ではそういった予定

です。保育関係職員は約１，２００名程度、教職員関係はおよそ７００～８００名程度と

のことです。 

 ほかになければ、その他を終了いたします。 

 以上をもちまして、令和３年６月定例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 


