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令和４年９月 木更津市定例教育委員会会議 会議録 

 

１．日   時   令和４年９月２７日（火） 午後１時００分～午後１時４０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 廣部 昌弘 

           委 員 渡部 佳子 

           委 員 豊田 雅之 

           委 員 小寺孝治郎 

           委 員 加藤  緑 

職 員 

           教育部長          秋元  淳 

           教育部次長兼教育総務課長  重城 秋子 

           教育部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 

           文化課長          小高 幸男 

           まなび支援センター所長   内海 雅彦 

           学校給食センター所長    竹内 康博 

           図書館長          松井  晋 

           郷土博物館金のすず副館長  稲葉 昭智 

           中央公民館長        水越  学 

           資産管理課長        小磯 洋子 

           （会議事務局） 

           教育総務課管理係長     芝田 雅人 

           教育総務課主任主事     河名千愛生 

４．傍 聴 人 数   ０名（非公開議案なし） 

５．議    案 

議案第２１号 令和４年度教育功労者の表彰について 

６．報 告 事 項 

報告第 ６ 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４年度教育費９月補正予算

案）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４年９月定例教育委員会会議を開催いたします。 

 まず初めに、教育委員の再任についてご報告いたします。令和４年９月市議会定例会

におきまして、豊田 雅之委員の教育委員再任について可決されましたのでご報告いた

します。これからの４年間も、どうぞよろしくお願いいたします。任期につきましては、
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令和４年１０月１日から令和８年９月３０日までとなります。では、豊田委員からご挨

拶をお願いいたします。 

 ○豊田委員 

   皆様こんにちは。この９月で１期目が終わりまして、１０月から２期目となります。

また皆様と４年間色々なことをやっていきたいと思っております。迷った時には自分の

目線ではなく、子ども達の目線に立って、子ども達にとってどっちが良いのかな、と考

えるよう、いつも心がけていこうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ○廣部教育長 

   ありがとうございました。それでは会議の進行に移らせていただきます。 

会議録署名人には、加藤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、豊田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２１号「令和４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。 

○重城教育部次長 

 議案第２１号「令和４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１０ページの候補者名簿にございますと

おり、１７名の方々とさせていただきました。 

今回の候補者につきましては、１７名のうち、１４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った

もの」に該当する方として、２名、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ったもの」に該当する方として、１名を選定させていただきま

した。 

 それでは、表彰候補者の氏名を申し上げます。木更津第一小学校校長 篠田 薫 様、請

西小学校校長 齋藤 雄一 様、木更津第一中学校校長 西 克夫 様、岩根中学校前校長 故 

窪田 宏一 様、金田中学校校長 吉沢 信之 様、富来田中学校校長 臼井 弘子 様、太田中

学校校長 唐鎌 勲 様、岩根中学校教頭 根本 勝也 様、富来田中学校教諭 宮下 英子 様、

太田中学校教諭 額賀 美代子 様、太田中学校教諭 藤嵜 啓子 様、波岡中学校教諭 鳥飼

栄一 様、鎌足中学校養護教諭 石渡 恵理様、畑沢小学校事務長 入野 すみ江 様、木更津

市スポーツ推進委員会 吉澤 隆子 様、木更津市スポーツ推進委員会 藤浪 孝 様、木更

津市文化協会理事 天野 早苗 様、以上１７名の方々でございます。 
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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１５日（火）午前に市役所駅前庁舎にて執り行う

予定でございます。 

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。 

○豊田委員 

   コロナウイルス感染症の拡大状況にもよるかと思うのですが、祝賀会等の開催予定は

ありますか。 

 ○重城教育部次長 

   現在予定はしておりません。 

 ○廣部教育長 

   ほかに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２１号「令和４年度教育功労者の表彰につ

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６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４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。 

○重城教育部次長 

 報告第６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４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１１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。 

１２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４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、１６ページのとおり令和４年８月１６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、１３ペ

ージにございますとおり８月１８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
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す。 

 １４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）７億７１万３千円であったところ、９，２５２万１千円

を増額し、総額７億９，３２３万４千円にしようとするものでございます。 

 続きまして、１５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）２８億５，８２２万９千円であったところ、５０款教育費を９，６４９万１千円増

額し、総額を２９億５，４７２万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。１７ページから、１９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。 

 １９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１．学校施設

改修事業費の（１）金田中学校グラウンド整備事業費９，２４２万１千円につきまして

は、千葉県の金田西地区土地区画整理事業に伴い、区画整理事務所から金田中学校の工

作物の撤去を求められており、県の補償金を受けて当該工事を実施するため増額するも

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、１８ページをご覧くだ

さい。９０款 諸収入、３０項 雑入、１５目 雑入、説明欄３．金田西地区土地区画整理

事業補償金９，２４２万１千円が、千葉県からの補償金でございます。 

１９ページにお戻り願います。続きまして、２５項 社会教育費、２０目 図書館費、説

明欄１．図書購入費１０万円につきましては、図書購入のための寄附をいただいたこと

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、１

７ページをご覧ください。７５款 寄附金、５項 寄附金、１ページ進んでいただきまして

１８ページ、３０目 教育費寄附金、説明欄１．図書館費寄附金１０万円が、いただいた

寄附金でございます。 

１９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．新型コロナウイルス感染症対策事業費の（１）新型コロナウイルス感染症予防

改修等事業費１１７万円につきましては、学校給食調理校１０校のうち、給食休憩室の

空調設備が未整備となっている３校について、従事者の熱中症対策等のため、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、空調設備設置工事を実施するため

増額するものでございます。 

続きまして、（２）コンビニエンスストア収納等整備費２８０万円につきましては、学

校給食費の非接触での納付として、新たにコンビニエンスストア収納及びスマートフォ

ン決裁を導入するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

学校給食費管理システムを改修するため増額するものでございます。 

 また、補正予算につきましては、９月市議会定例会に上程し、９月２２日に議決された

ことを申し添えます。 

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。 
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 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。 

○小寺委員 

  コンビニエンスストア収納等整備費の事業詳細を教えてください。 

○清水学校給食課長 

  学校給食費につきましては、保護者の口座の方から引き落としをかけているのですが、

口座に残高が無かったりですとか、口座情報に変更があったりしますと、口座から引き

落とせない状況が発生します。そういった場合には、再引き落としをかけるのではなく、

納付書を発行してお支払いをお願いしております。現行の納付書につきましては、金融

機関又は市役所の窓口でのお支払いのみとなっており、土日や夜間等、窓口が閉まって

いると支払えない状況にございます。そういった問題を解消するため、今回の補正予算

により、コンビニエンスストアでの納付と、納付書に記載されているバーコードをご自

分のスマートフォンで読み込ませて、ＰａｙＰａｙやＬＩＮＥ Ｐａｙ等の電子マネーで

の決済ができるようシステムを改修するものでございます。 

○小寺委員 

よくわかりました。ありがとうございます。 

○廣部教育長 

 ほかにご質問・ご意見はございますでしょうか。 

＜質問・意見なし＞ 

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４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：重城教育部次長 

・令和３年度教育費決算について 

説明：重城教育部次長 

・学校給食費無償化について 

説明：清水学校給食課長  

・木更津市生涯学習推進協議会委員の委嘱について 

説明：鈴木生涯学習課長 

・第４６回 千葉県移動美術館について 

説明：稲葉郷土博物館金のすず副館長 

・木更津市制施行８０周年記念事業特別展「江戸絵画の美」について 

説明：稲葉郷土博物館金のすず副館長 

   ・エレベーターの必要な児童生徒が通う学校に優先的にエレベーター設置を求める 

要望書について 

 説明：重城教育部次長 

 

○廣部教育長 
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  学校給食費につきましては、県と連携して、時限的・緊急的に実施してまいりますが、

詳細の決定にもう少し時間を要します。次回以降の教育委員会会議におきまして最終的

なご報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 その他、委員からご意見等ございますか。 

＜特になし＞ 

 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１８日（火）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。 

 ○廣部教育長 

   以上を持ちまして、令和４年９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 


