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平成２９年第３回茂原市教育委員会会議（３月臨時会）日程 

 

日 時：平成２９年３月１０日（金）１３：００～ 

場 所：茂原市役所９階９０１・９０２会議室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 会議録署名人の指定 

 

３ 会議事項 

（議決事項） 

議案第１号 県費負担教職員のうち校長及び教頭の任免その他の進退に関する内申について 

議案第２号 平成２９年度教科用図書長生採択地区協議会規約の制定の承認について 

 

（報告事項） 

１ 平成２９年度当初予算（案）について 

２ 平成２９年茂原市議会第１回定例会（３月議会）の一般質問の要旨について 

３ 平成２９年茂原市教育委員会会議等の日程変更について 

４ その他 

 

４ 閉会宣言 

 

 

 

 

★（会議結果） 

議決事項について、議案第１号及び議案第２号は原案どおり可決されました。 
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茂原市教育委員会会議録（公開用） 

 

 平成２９年第３回（臨時会） 

 

  １ 期日 平成２９年３月１０日（金） 

    開会 午後１時００分 

    閉会 午後１時３５分 

 

  ２ 場所 茂原市役所９階会議室 

 

  ３ 出席委員 

教育長 内田 達也 

教育長職務代理者 齋藤 晟 

委 員 鈴木 一代 

委 員 安藤 明子 

委 員 髙貫 裕一郎 

 

４ 出席職員 

教育部長 中村 光一 

教育部次長（体育課長） 豊田 実 

教育総務課長 麻生 新太郎 

学校教育課長 古山 幹夫 

生涯学習課長 長谷川 伊智郎 

中央公民館長 酒井 映明 

美術館・郷土資料館長 津田 芳男 

東部台文化会館長 渡辺 健司 

教育総務課主幹 中村 一之 

教育総務課副主査 東間 諭 

 

５ 署名人の指定 

教育長職務代理者 齋藤 晟 

委 員 髙貫 裕一郎 

 

６ 傍聴人 １名 

 

 

内田教育長 ： ただいまから、平成29年第3回茂原市教育委員会会議(臨時会)を開会します。 
本日の出席人数は、5名ですので、定足数に達しており会議は成立いたしまし

た。 
本日の会議録署名人は、「齋藤委員」と「髙貫委員」を指定いたします。 
これより会議事項に入ります。本日は、議案が2件となっております。 
それでは、議案第1号「県費負担教職員のうち校長及び教頭の任免その他の進

退に関する内申について」を議題としますが、本件は人事案件ですので、非公開
とし、秘密会にしたいと考えますがいかがでしょうか。 

各委員 ： 異議なし。 
内田教育長 ： 議案第1号につきましては、非公開とし、秘密会とすることに決まりました。

関係者以外の退出をお願いします。 
   
  (関係者以外退席) 
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内田教育長 ： 以上で秘密会は終了しました。関係者以外の方の入室をお願いいたします。 
   
  (退席者入室) 
   
内田教育長 ： 次に、議案第2号「平成29年度教科用図書長生採択地区協議会規約の制定の承

認について」説明をお願いします。 
 

中村教育部長 ： 議案第2号「平成29年度教科用図書長生採択地区協議会規約の制定の承認につ
いて」ご説明申し上げます。 
本案は、平成30年度に使用する教科用図書の採択にあたり、長生郡市7市町村

の教育委員会が、教科用図書長生採択地区協議会を設置して協議することにつ
いて、各教育委員会会議の議決を経て対応する必要があるため、協議会規約の制
定の承認をいただこうとするものでございます。 
今回の規約では、協議会委員及び専門調査委員から｢教科用図書の採択に直接

の利害関係を有する者等｣に該当しない旨の誓約書を徴することなどが新たに
追加されております。 
平成27年度から規約を年度ごとの規約とし、毎年、規約の制定の承認をいただ

くようになっております。これは、教科用図書採択のより一層の適正化を図るこ
とを目的としているものでございます。 
以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

内田教育長 ： それでは議案第2号について質疑をお願いします。 
よろしいでしょうか。 
それでは議案第2号について採決に入ります。 
議案第2号について、原案どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

各委員 ： 異議なし。 
内田教育長 ： 議案第2号は、全会一致で、原案どおり可決することと決定いたしました。 

次に、報告事項に入ります。 
報告事項1「平成29年度当初予算(案)について」説明をお願いします。 

豊田 
教育部次長 

： それでは報告事項1、教育委員会にかかわります平成29年度当初予算(案)の概
要について説明いたします。 
歳入でございますが、前年度と比較いたしまして、5億3,710万7千円の増、歳

出は6億1,706万7千円の増でございます。 
それでは課ごとに説明申し上げますので、次の歳入と歳出の参考資料をご覧

ください。 
まず教育総務課です。歳入につきましては、対前年度比3,838万6千円の減、歳

出も同じ3,838万6千円の減でございます。主な要因でございますが、歳入では学
校等施設建設改修基金をすべて繰り入れたこと、また共同調理場建設事業債の
減によるものでございます。歳出では、新給食センター建設用地購入費の減によ
るものでございます。 
次に学校教育課です。歳入につきましては、対前年度比386万2千円の増、歳出

につきましては83万円の増でございます。主な要因ですが、歳入では幼稚園就園
奨励費補助金の増によるものでございます。歳出では使用期限切り換えによる
中学校のガス警報器の交換及び幼稚園就園奨励費補助金の増によるものでござ
います。 
次に中央学校給食共同調理場です。歳入につきましては、対前年度比1,005万

1千円の減、歳出につきましては1,060万1千円の減でございます。主な要因です
が、歳入では児童生徒数の減少による学校給食費負担金の減、歳出では賄材料費 
や光熱水費の減によるものでございます。 
次に生涯学習課です。歳入につきましては、対前年度比 5億 8,193万 7千の増、

歳出につきましては 6億 6,225万 3千円の増でございます。主な要因ですが、本
納公民館・本納支所複合施設に伴う歳入歳出の増でございます。 
次に体育課です。歳入につきましては、対前年度比20万円の増、歳出につきま

しては140万6千円の増でございます。主な要因ですが、歳入では隔年で助成され
ます千葉県スポーツ振興基金助成金の増によるものでございます。歳出ではふ
れあい相撲活動補助金やドリーム・ベースボール事業費の増によるものでござい
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ます。 
 その他、美術館・郷土資料館、青少年指導センター、東部台文化会館、各公民
館、市民会館につきましては、お手元の資料をご覧ください。 
 以上が、平成29年度教育委員会にかかわります当初予算の概要でございます。 

内田教育長 ： それでは報告事項1について、ご質問等ありますでしょうか。 
髙貫委員 ： 歳出の生涯学習課の図書館費が増えているのは、再開発ビル床借上げ料が値

上がりしたということなのでしょうか。 
長谷川 
生涯学習課長 

： 再開発ビル床借上げ料につきましては、前年度と同額を要求してございます。 
指定管理者評価委員の謝礼金と駅南口公共駐車場使用料が増えたものです。 

髙貫委員 ： 再開発ビル床借上げ料の家賃が上がったということではなくて、謝礼金など
が発生したことが要因ということですが、何で謝礼金が増えたのか教えていた
だけますか。 

長谷川 
生涯学習課長 

： 現在、図書館は民間の会社に委託をしてございまして、そちらから毎年度報告
書を上げていただいております。それを私ども職員だけではなく、図書館協議委
員の方にもチェックをしていただくということで、その方たちの謝礼金という
ことでございます。 

髙貫委員 ： はい、ありがとうございます。 
立て続けに申し訳ないのですが、駅南口公共駐車場の使用料が増というのは、

これは駐車場が値上がりしたのですか。 
長谷川 
生涯学習課長 

： こちらにつきましては、各利用者が立体駐車場に入りますと、駐車券が出てき
ますけども、それと一緒に図書カードを提示いただきますと、90分を上限に無料
券をお渡ししております。今、図書館の利用者が増えておりますので、それに伴
いまして駐車場使用料の支出を増やしました。 

髙貫委員 ： ありがとうございました。 
内田教育長 ： 確認ですが、先ほど指定管理者評価委員に謝礼金を払っているということは

分かったのですが、その増えた理由というのは何ですか。 
中村教育部長 ： 図書館は、平成26年度から指定管理者ということで民間委託しております。今

までは市の直営で行っていたのですが、民間委託をした、指定管理者制度を取り
入れた効果があるのかどうかという検証が今までは内部だけで行っていました
。今年度は謝礼金なしで図書館協議委員の方に評価をお願いしていたのですが、
来年度からは指定管理者としての評価をするために外部委員、図書館協議委員
の方にお願いをするのですけど、評価の際の謝礼金をお支払いするということ
で予算計上したためでございます。 

内田教育長 ： 髙貫委員よろしいですか。 
髙貫委員 ： はい、ありがとうございました。 
内田教育長 ： 他にありますでしょうか。 
齋藤委員 ： 今回、本納公民館・本納支所複合施設の建設費にかかわる予算が大きいのは分

かるのですが、歳入の生涯学習課の社会教育施設債、これは具体的にはどういう
ことでしょうか。基本的なことで申し訳ないのですがご説明いただけますか。 

長谷川 
生涯学習課長 

： 本納公民館・本納支所の複合施設につきましては、本体工事が6億6,100万円ほ
どかかります。それに対しまして、今、最適化債ということで率の良い起債とい
うものがございまして、複合施設でございますから、公民館部分についてはそち
らの起債が借りられます。そして支所部分は、一般単独債ということで起債を借
りることができます。 
6億6,100万円ほどの工事費でございますが、一般財源といたしまして差し引

きますと8,000万円ほどの一般財源でまずは工事を取りかかっていくというこ
とでございます。起債の部分の約5億8,000万円につきましては、これは次年度以
降に返していくものになるということになります。 

齋藤委員 ： もう少し具体的に説明していただけますか。 
中村教育部長 ： 今回の本納公民館と本納支所の複合施設は、今まで公民館と支所が別々にあ

ったものを一緒にします。それというのは、国の総務省の方で、公共施設総合管
理計画というのを、市では経営改革課で作成しておりますけれど、人口がどんど
ん減ってきたので、公共施設そのものが多いのではないかと、だから各自治体で
見直しをして、出来るものは複合にして集約化するというようなことを言って
います。 
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その一つとして公共施設最適化事業債というのがありまして、それは複数の
用途を持った建物を一つにまとめると、ただし条件があって、元の建物の面積よ
りは小さくなくてはいけないというような条件があるのです。支所というのは
一般の行政施設なので、それの対象ではないのです。ただ、数には含められます
ので、公民館と支所を一緒にする場合には、公民館部分の面積が今の本納公民館
の面積よりも小さくなれば、その最適化事業債というものの複合施設として認
められることになったのです。その分として先ほども言いましたように、全部で
6億6,100万円ほどかかるのですけれど、その内の本納公民館部分を面積で割り
まして、その内の90パーセントが起債、要するに借金をしていいよということに
なっているのです。それで90パーセントで借り入れたのがこの金額なのですけ
れども、そこからこの最適化事業債というのはすごく有利な条件でして、毎年借
金を返済しますが、元金と利息を合わせた半分が交付税算入されるということ
になっております。 

齋藤委員 ： 半分で済むということですか。 
中村教育部長 ： そうです。 
齋藤委員 ： 何年ですか。 
中村教育部長 ： 申し訳ありません、手元に資料がありませんので詳しいことは分かりません

が、10年だったかと思います。 
齋藤委員 ： そうですか。 
中村教育部長 ： ですから、7億円位の建物ですと、公民館部分が約6億円近いのですが。 
齋藤委員 ： 3億円は貰えるということですか。 
中村教育部長 ： そうです、半分が貰えます。計算上なのですけども。交付税の計算は複雑なの

で、ただ名目上は貰えるという形になっております。 
内田教育長 ： よろしいでしょうか。 
齋藤委員 ： はい、ありがとうございます。 
内田教育長 ： 他にありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 
それでは次に、報告事項2「平成29年茂原市議会第1回定例会(3月議会)の一般

質問の要旨について」説明をお願いします。 
豊田 
教育部次長 

： 報告事項2「平成29年茂原市議会第1回定例会(3月議会)の一般質問の要旨につ
いて」ご説明申し上げます。 
本定例会は、2月22日から3月17日まで開催されますが、一般質問につきまして

は、3月1日と2日の2日間行われました。 
質問者9名全員から教育委員会に関する質問がございました。 
詳細につきましては、お手元の「質問事項及び答弁の概略」をご参照していた

だきまして、私からは各議員の質問事項の概要についてご説明申し上げます。 
1ページをご覧ください。 
平ゆき子議員からは「子どもの貧困対策について」の中で「本市の受給率や認

定基準、入学準備金の支給時期、ＰＴＡ会費等の支給状況について」など就学援
助拡充についての質問がございました。 
3ページをご覧ください。 
森川雅之議員からは「市長の政治姿勢について」の中で「共同調理場建設にか

かわるＰＦＩ事業のメリットについて」などの質問がございました。 
5ページをご覧ください。 
小久保ともこ議員からは「有害鳥獣対策について」の中で「学校で注意喚起の

チラシを配布しているが、イノシシに遭遇した際の対処の仕方などの訓練を行
っているのか。」との質問がございました。 
6ページをご覧ください。 
竹本正明議員からは「平成29年度予算について」の中で「茂原市学校給食セン

ター建設の概要について」などの質問がございました。 
9ページをご覧ください。 
金坂道人議員からは「教育施設について」の中で「平成27年度で学校の耐震化

工事が完了したが、老朽化している学校施設の改修を今後どのように進めてい
くのか。」などの質問がございました。 
11ページをご覧ください。 
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前田正志議員からは「安心安全のまちづくり」の中で「通学路の安全確保につ
いて」、また「教育・子育てについて」の中で「学校再編と放課後の過ごし方、
2020年度の大学入試改革に向けての市の対応について」などの質問がございま
した。 
13ページをご覧ください。 
山田広宣議員からは「公共施設について」の中で「学校給食センター建設に向

けた進捗状況、社会教育施設のトイレの洋式化やサービスの向上について」、ま
た「子育て支援について」の中で「幼稚園における来年度の入園希望者の状況に
ついて」などの質問がございました。 
21ページをご覧ください。 
飯尾暁議員からは「教育問題について」の中で「学校再編に関する基本的な考

え方について」の質問がございました。 
25ページをご覧ください。 
三橋弘明議員からは「活力ある茂原のまちづくりについて」の中で「本納地区

の小中学校の再編計画について」の質問がございました。 
以上が今定例会の教育委員会にかかわります一般質問の概要でございます。 

内田教育長 ： それでは報告事項2について、ご質問等ありますでしょうか。 
齋藤委員 ： 小久保議員の質問で、落ち着いて行動するようにと答弁したのですか。 
中村教育部長 ： はい。 
齋藤委員 ： 猪突猛進で来たときに落ち着くのは難しいですよね。 
鈴木委員 ： 実際に子どもたちがイノシシに遭遇したことはあったのですか。 
安藤委員 ： 二宮小学校のグランドに出たというのは聞いたことがあります。遭遇はして

いないかもしれませんけれども。 
内田教育長 ： 私が茂原小学校にいるときに、西小学校の川の辺から上がってきて、最後茂原

小学校前の神社で捕獲したということはありました。 
それからこの前の答弁で言われていたのが、各学校にはイノシシに遭遇した

ときについてのパンフレットが配られていて、子どもたちに訓練はしていない
のですけれども、指導はされているそうです。 

齋藤委員 ： そうですか、分かりました。 
鈴木委員 ： 議会で質問されるということは、実際にあったのかなと思いました。 
内田教育長 ： 他にありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 
それでは次に、報告事項3「平成29年茂原市教育委員会会議等の日程変更につ

いて」説明をお願いします。 
麻生 
教育総務課長 

： それでは「平成29年茂原市教育委員会会議等の日程変更について」ご報告しま
す。 
このことは2月定例会にて協議していただきましたが、資料の太枠の部分です

が、4月7日金曜日、11時30分より臨時会を開催いたします。案件は、冨士見中学
校及び西陵中学校区の学校選択制及び統合についてです。なお、この日は9時半
より小学校入学式がございますが、よろしくお願いいたします。 
また、8月定例会につきまして、議会の開会日の都合により8月16日水曜日から

8月23日水曜日に変更いたします。 
以上です。 

内田教育長 ： 会議日程については、よろしいでしょうか。 
それでは日程については、そのようにお願いいたします。 
その他報告がありましたら、お願いいたします。 
なければ、以上で第3回教育委員会会議を閉会します。 

 

茂原市教育委員会会議規則第２７条の規定により、上記会議録が相違ないことを証するため、 

ここに署名する。 

 

平成２９年３月２３日 
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教 育 長    内田 達也 

 

   

署名委員    齋藤 晟 

 

   

署名委員    髙貫 裕一郎 

 

 


