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平成２４年度 第１４回富里市教育委員会定例会議会議録 

 

富里市教育委員会 

 

１ 期   日  平成２５年３月２６日（火） 

         開会 午後２時１分 

         閉会 午後４時４分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  委 員 長  河 田 厚 子 

         委員長職務代理者  武 井 勝 彦 

         委 員  佐々木 浩 二 

         委 員  森 田 惠 子 

         教 育 長  國 本 與 一 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  小 野 祐一郎 

         教 育 総 務 課 長  髙 須 利 幸 

   学 校 教 育 課 長    滝 口 次 郎 

生 涯 学 習 課 長  中 嶋 保 雄 

         学校給食センター所長 

                   大 木 正 吾 

         図 書 館 長  加 茂 博 美 

 

５ 事務局職員  教育総務課副主幹  中 澤 一 志 

 

 

平成２５年４月２３日  

 

  署  名  人 

 

  署  名  人 

 

  会議録作成人 
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１ 委員長開会宣言 

  河田委員長 平成２４年度第１４回富里市教育委員会定例会議を開会する。 

 

２ 前回会議録の承認 

   平成２４年度第１３回定例会議会議録承認（署名人：河田委員長，森田

委員） 

 

３ 教育長報告 

・市内幼稚園の卒園式と小・中学校の卒業式が無事に終了した。教育委員の

皆様のご出席に感謝する。その後，終了式も行われ，平成２４年度も大過な

く終えることができた。また，恒例の教職員人事異動も円滑に進めることが

できた。４月には，入学式・入園式が予定されているため，よろしくお願い

したい。 

・以前，非常勤職員・非常勤特別職の勤務年数について話しをしたが，年度

末で任期が切れる委員等もいる。長期の任用（任命）による弊害がないか，

組織を活性化するためにどうしたらよいか，などの視点を踏まえて，今後，

検討したいと考えている。委員の皆様からも貴重なご意見をいただければと

思う。 

 

４ 教育委員報告 

  河田委員長 ３月１５日に行われた富里幼稚園卒園式と１９日に行われた

洗心小学校卒業式に出席した。洗心小学校の卒業式は，私の８年間の在

任中で初めて出席させていただいた。少人数での卒業式ではあったが，

在校生が式の最後に卒業生一人ひとりの名前を呼び，６年間の思い出や

感謝の言葉を述べていた。最初に述べた低学年から中学年の男子児童が，

感極まって涙ぐんでなかなか進まない場面もあり，会場全体に感動の輪

が広がった。小規模な学校ながら，児童同士の関係もよく，密度の濃い

６年間であったことがわかり，大変よかったと思った。 

    また，富里幼稚園の卒園式も大変に立派で，保護者が見守る中，二人

ずつ並んで歩く姿を見て感動した。幼稚園は，初めての集団生活の場で，

最初は，泣いて登園する園児などもいて大変であったと思う。先生方も

感動して，声を震わせながら呼名していた。別れがつらかったとは思う

が，２年間暖かく見守っていただいた様子がわかり，非常に感動した。 

  委員 ３月１２日に行われた富里北中学校の卒業式と１９日に行われた七

栄小学校の卒業式に出席した。富里北中学校では，８５名の卒業生が呼

名に元気に返事をしている姿に感激した。堂々と壇上に上がって下りて
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くる姿は，一歩ずつ大人に近づいているように感じた。昨年の体育祭や

３０周年記念式典の際にも感じたが，お別れの歌，送別の歌，全校合唱

で一人ずつ声を出している様子を見て，富里北中学校がまとまりのある

よい雰囲気の学校であることを改めて思った。今回は，市長も来賓とし

て出席したが，そのあいさつの中で，宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩

を贈る言葉として朗読されていた。生徒たちが，その言葉をかみ締めて

卒業し，５年後，１０年後に振り返ってほしいと思った。 

    また，七栄小学校では，卒業証書を受け取った後に将来の夢などを一

人ずつ発表したが，そのうちの４名～５名が，両親に感謝の言葉を述べ

ていた。私も，その言葉を聞いて非常に感動し，富里北中学校と同様に

七栄小学校も雰囲気がよく，よい生徒が育っていることを感じた。 

  委員 ３月１５日に行われた浩養幼稚園の卒園式と１９日に行われた浩養

小学校の卒業式に出席した。浩養幼稚園では１１名の卒園児が大変に緊

張した様子で，その姿がとても可愛らしかった。園長先生から卒園証書

を受け取る時は，とても大きな声で返事をし，小学生も顔負けするよう

な上手な礼をするその姿勢のよさにも驚いた。また，お別れの言葉を卒

園児と在園児でそれぞれ述べたが，少ない人数にもかかわらず，大きな

歌声が体育館中に響いたり，お別れの言葉を一生懸命に言っていた姿に

感動した。こんなにも成長した我が子の様子を見た保護者の方々は，と

ても感慨深いものがあったと思う。卒園のしおりの中に幼稚園の行事が

記載されていたが，子どもたちが多くの行事に参加し，いろいろな経験

をしてきたことを感じた。そういった様々な経験や行事への参加，また，

小学校との交流を通して子どもたちが成長し，そこで培ったことが子ど

もたちの姿につながっていると思う。 

    また，浩養小学校では，男子３名，女子１２名の合計１５名の卒業生

であった。男子が１人欠席であったため，男女のバランスが悪いと感じ

たが，出席した１４名の卒業生が中学校の制服に身を包んだ姿は，大変

成長した様子が伺えた。一人ひとりが力強くしっかりと返事をし，卒業

証書を受け取る様子や壇上で自分の夢や目標を述べる堂々とした様子を

見て，とても頼もしく感じた。私は，２年前に浩養小学校に勤務してい

たので，こんなにも子どもたちが成長したのか，と改めて感じた。在校

生から心のこもった贈る言葉があり，卒業生からは６年間の思い出や在

校生や先生方，両親や地域の方などへの感謝の言葉があり，小学校との

別れを惜しみながら，希望を持って旅立とうとする決意がひしひしと伝

わってきた。中学校に行っても友人を大切にし頑張ってほしいと思った。 

  委員 ３月１２日に行われた富里南中学校の卒業式に出席した。式がはじ
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まる前に，校長先生が「暖かい卒業式にしたい」と話されていたが，そ

の言葉どおりという訳ではないが，卒業生代表の答辞の場面では，スポ

ーツマンタイプの男子生徒が涙を流し，答辞がなかなか進まず，卒業生，

在校生ともにもらい泣きする場面があった。生徒同士の仲のよさが感じ

られる，心温まる卒業式であった。おそらく，保護者や来賓も同じ思い

であったと思う。また，式の中で学校長表彰があったが，優秀な成績を

残した生徒や役員等の目立った活動をした生徒ではなく，日々の学校生

活の中で皆の模範となった生徒が表彰された。この表彰を見て，いかに

先生方が生徒を見ていたのかがわかり，大変感銘を受けた。後で聞いた

話だが，表彰される生徒名は式の時まで全く発表されていないとのこと

であった。 

    また，１９日には，根木名小学校の卒業式に出席した。他の学校でも

報告があったが，卒業生が卒業証書を受け取る際，壇上で在校生や保護

者に向かって，将来の夢や目標を宣言していた。具体的に何になりたい

かというよりも，どのような人になりたいかということを話す児童が多

かった。例年だとそのような児童は少なく，今年は特に多かったとのこ

とであった。職業では，サッカーやバスケット，野球などスポーツ選手

になりたいと話していた児童が多かった。スポーツが子どもたちに与え

る影響は大変大きいものがあると感じた。先生になりたいという児童は

いなかったと思うが，普段，先生の大変なところを見ているので，そう

いった結果となるのかと思った。また，別れの言葉も，卒業生と在校生

の言葉が大きく響きわたり，とても感動的であった。１組は１９人，２

組は２１人という卒業生であったが，先生方の指導が本当によく行き渡

っている様子がわかった。 

 

５ 議案 

  河田委員長 議案第１号から議案第１０号までを一括で議題とする。提案

者である國本教育長から提案理由の説明を求める。  

  國本教育長 議案第１号は，教育委員会事務局職員人事異動について，関

係規則の規定により議決を求めるものである。 

次に，議案第２号は，平成２５年度とみさと教育プランの策定に当た

り議決を求めるものである。 

    次に，議案第３号は，富里市立小学校及び中学校教職員の人事異動の

内申について，関係規則の規定により議決を求めるものである。 

    次に， 議案第４号は，学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ

いて議決を求めるものである。なお，任期は，平成２５年４月１日から
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平成２７年３月３１日までとなる。 

    次に，議案第５号は，健康管理医の委嘱について議決を求めるもので

ある。なお，任期は，平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日ま

でとなる。 

    次に，議案第６号は，学校適応専門指導員の委嘱について議決を求め

るものである。なお，任期は，平成２５年４月１日から平成２６年３月  

３１日までとなる。 

    次に，議案第７号は，社会教育指導員の任命について議決を求めるも

のである。なお，任期は，平成２５年４月１日から平成年２６年３月３

１日までとなる。 

    次に，議案第８号は，富里市スポーツ推進委員の委嘱について議決を

求めるものである。なお，任期は，平成２５年４月１日から平成２７年

３月３１日までとなる。 

    次に，議案第９号は，社会教育関係団体の認定について議決を求める

ものである。 

    次に，議案第１０号は，富里市社会体育館の管理及び運営に関する規

則の一部を改正する規則の制定について議決を求めるものである。 

    よろしくご審議の上可決されるようお願いする。 

 

（１）議案第１号 教育委員会事務局職員の人事異動について（教育次長）  

 教育次長 教育委員会事務局職員の人事異動については，配布資料のと

おりである。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第１号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（２）議案第２号 平成２５年度とみさと教育プランの策定について（教育総

務課） 

 教育総務課長 平成２５年度とみさと教育プランについては，前回会議

時に協議させていただいた内容である。  

 國本教育長 とみさと教育プランの学校教育に関連するものとして，「と

みさと教育の指導指針」というものを作成させていただいた。学校・

園の使命の１点目として，「学校・園は子どもの学び舎で，生命や人権

が尊重された安心・安全に学べる学校・園づくりに努める」とし，こ
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れには，いじめのないということも含まれている。２点目は，「子ども

のよい個性を最大限に伸ばしていく」こととし，３点目は，「子どもの

個性を伸ばしていくためには，一人の先生方の力ではなく，先生方全

員で指導に当たる」こととした。文部科学省が推奨している「生きる

力」の育成については，千葉県教育委員会も踏襲しており，本市でも

目指すところである。そのためには，子どもや保護者への対応は「誠

実」に行ってほしいこと，教育活動には「信念」をもってあたってほ

しいということ，教育の充実を図るには「工夫」が必要であること，

指導の重点となっている課題の解決に向けて「努力」をしてほしいこ

と，をキーワードとして使わせていただいた。この指針は，先生方が

使用する週案に綴り，校長の指導の下で，教育の充実が図ることがで

きればよいと考えている。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第２号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（３）議案第３号 富里市立小学校及び中学校教職員の人事異動の内申につい

て（学校教育課） 

 学校教育課長 富里市立小学校及び中学校教職員の人事異動の内申につ

いては，配布資料のとおりである。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第３号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（４）議案第４号 学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について（学校

教育課） 

 学校教育課長 学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱については，

配布資料のとおりである。なお，学校医の吉川秀一氏のみ新任で，他

の方は再任である。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

 

  ＜採決＞ 
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議案第４号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（５）議案第５号 健康管理医の委嘱について（学校教育課） 

 学校教育課長 健康管理医の委嘱については，配布資料のとおりで，全

ての方が再任である。 

 委員 学校医と健康管理医の違いは何か。 

 学校教育課長 学校医は，学校保健安全法に定められており，主に児童・

生徒の健康面を管理していただいている。一方，健康管理医について

は，労働安全衛生法に定められている産業医のような役割を担ってい

ただき，主に教職員の健康面を管理していただいている。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第５号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（６）議案第６号 学校適応専門指導員の委嘱について（学校教育課）  

 学校教育課長 学校適応専門指導員の委嘱については，長期欠席の児

童・生徒が通う「ふれあい教室」の指導員である。なお，２名とも再

任である。 

 河田委員長 ２名の勤続年数は何年か。 

 学校教育課長 小山氏が１７年，木村氏が６ヶ月である。  

 河田委員長 ふれあい教室には何名が通級しているか。 

 学校教育課長 今月で卒業した児童・生徒を含めて３名である。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第６号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（７）議案第７号 社会教育指導員の任命について（生涯学習課）  

 生涯学習課長 社会教育指導員の任命については，配布資料のとおりで

ある。なお，渡辺氏については，平成２年から勤務し，幼稚園や小・

中学校の家庭教育学級の企画及び運営についての指導や助言，子育て

指導全般にわたる相談等を行い，本市の家庭・地域の教育力向上に尽

力していただいている。 

河田委員長 その方の実績はともかく，同じ方を長期に任用することに
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ついて検討してほしいという意見を，以前にも述べたところである。

今回の議案に異議はないが，長期の任用について検討してほしいと思

う。 

國本教育長 長期の任用については，４月に内規を定め，該当する方に

その内容をお伝えしたいと考えている。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第７号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（８）議案第８号 富里市スポーツ推進委員の委嘱について（生涯学習課）  

 生涯学習課長 富里市スポーツ推進委員の委嘱については，配布資料の

とおりである。平成２４年度までは１４名の委嘱であったが，今回，

新たな適任者が見つかったことから，１５名の委嘱とするものである。

なお，資料１５番の宇井氏の専門分野については，自転車競技である。 

 河田委員長 スポーツ推進委員の中で，部活動の外部指導に当たってい

る方はいるか。 

 生涯学習課長 部活動の外部指導については分からないが，資料９番の

荒氏については，富里南桜クラブで指導していただいている。  

 河田委員長 スポーツ推進委員については，それぞれの専門分野がある

と思うので，外部指導という形でお願いすることもよいと思う。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第８号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（９）議案第９号 社会教育関係団体の認定について（生涯学習課）  

 生涯学習課長 資料に記載してある，「健康体操 かなめ」は，毎週水曜

日に約２時間，ストレッチ，筋力体操，呼吸法などを通して健康増進，

会員相互の情報交換，仲間づくりを目的に活動している団体である。

会員は，６０代から７０代が中心で，約１０年前から活動している。

本案については，３月１４日に開催された社会教育委員会議において

議題とし，会議の席上において，「今回の認定申請理由」について質問

があり，団体からは，「現在は会費のみで運営しており，認定されるこ

とによって活動の充実を図りたい」と回答があった。また，「指導され
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る講師は市内在住か」との質問については，「市内在住の方である」と

回答があった。社会教育委員会議では，「認定について異議なし」との

意見をいただいたところである。  

 河田委員長 現在の会員数は何名か。 

 生涯学習課長 現在の会員数は１１名である。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第９号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（10）議案第 10 号 富里市社会体育館の管理及び運営に関する規則の一部を改

正する規則の制定について（生涯学習課） 

 生涯学習課長 本議案については，第９回教育委員会定例会議で協議さ

せていただいた，「富里社会体育館の国民の祝日の開館」について，規

則の一部を改正するものである。改正内容については，従来は，月曜

日と国民の祝日，年末年始を休館としていたところであるが，改正後

は，原則として国民の祝日を開館するものである。国民の祝日は１５

日あるが，元旦は年末年始に当たること，また，体育の日については，

スポーツ健康フェスタで使用する関係などから，平成２５年度は１３

日を開館とする予定である。なお，体育の日については，日中は休館

とするが，夜間を開館するかどうかについては検討中である。 

 委員 もう少し早く実施してほしかった。この内容で進めていただきた

い。 

 河田委員長 広報等で，この内容を周知してほしいと思う。  

 生涯学習課長 広報については，４月１日からホームページで，また，

４月１５日号の広報とみさとに掲載を予定している。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

  ＜採決＞ 

議案第 10 号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

午後３時 ５分 休憩 

  午後３時１５分 開議 

 

 



 10 

６ 協議事項 

  河田委員長 協議事項について，それぞれ説明願う。 

（１）国の責任による３５人以下学級の前進を求める請願書について（教育総

務課） 

  教育総務課長 本請願については，佐倉市江原台１－２２－４ 北総教職

員組合（全教）委員長 石井 昇氏から提出されたものである。請願内

容については，「２０１３年度において，国の責任で小・中学校の３５人

以下学級をさらにすすめること」について要望してほしいという内容の

請願である。なお，請願については，富里市教育委員会規則第８条にお

いて議決事項となっていることから，今回，協議させていただいたとこ

ろである。 

  委員 請願の趣旨については，概ね理解することができたが，市からの要

望については，県を通ずるなどのルートがあると聞いているので，本市

単独で要望する内容ではないと思う。 

  河田委員長 他の委員の意見は。 

  委員 同様である。 

  委員 同様である。 

  河田委員長 私も，趣旨には賛同するが，市単独で要望する内容ではない

と思う。 

  國本教育長 先ほども意見があったが，各教育委員会からの要望について

は，印旛郡市地方教育委員会連絡協議会や千葉県市町村教育委員会連絡

協議会，また，全国の組織もあり，そういった組織のルートの流れに沿

って要望を提出している。また，校長会についても，県の校長会が印旛

地区の校長会の意見を取りまとめ，県教育委員会に提出している。その

ようなことから，地方教育委員会が国に直接要望することは，あまり例

がないことであると考えている。 

  教育総務課長 先ほども申し上げたとおり，請願の処理については議決事

項とされている。本日の協議については，この請願が請願として適当か

どうかを協議していただいたもので，議決については，次回の教育委員

会定例会議でお願いしたいと思う。 

 

（２）行事の後援について（生涯学習課） 

生涯学習課長 後援する行事については，平成２５年８月２日に開催され

る財団法人日本フィルハーモニー交響楽団が主催する「第３９回日本フ

ィル夏休みコンサート２０１３」についてである。後援内容は名義使用，

参加者は１，１００名の予定で，今大会より，富里地域の方々への周知，
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参加を呼びかけることを目的に申請された。この事業を通じて音楽の素

晴らしさ，オーケストラの豊かな音の世界を楽しんでいただき，子ども

の人格形成，音楽を日常的に楽しむ習慣の定着，ひいては音楽文化の発

展に寄与することを目的にしている。 

河田委員長 多くの方にこの行事に参加してほしいと思う。 

 

７ 報告事項 

河田委員長 報告事項について，各課等から報告願う。 

 

（１）月例報告（各課等） 

  教育総務課 

  ・３月１８日に議会が終了し，平成２４年度補正予算及び平成２５年当初

予算が原案のとおり可決された。 

  ・４月１６日に第２回教育委員会課長会議が，２３日に第１回教育委員会

定例会議が，それぞれ開催される。 

 

  学校教育課 

  ・先ほどもご意見をいただいたとおり，今月は小・中学校の卒業式，幼稚

園の卒園式が行われた。特に，３中学校の卒業式は大変落ち着いており，

生徒が晴れやかに卒業して行ったことは，本当によかったと思う。なお，

向台幼稚園の卒園式については，式の直前にインフルエンザ等による欠

席者が増えたことから，急きょ延期し，開催したところである。 

  ・４月５日に，小・中学校の始業式が行われる。 

  ・４月１１日に学校教育研究会総会が行われる。 

 

学校給食センター 

 ・３月７日に第２回学校給食センター運営委員会が開催された。 

 ・３月１８日をもって３学期の給食が終了し，新年度は４月１０日から開

始となる。 

 

  生涯学習課 

  ・３月７日に創年セミナー閉講式が開催された。創年セミナーについては，

平成２４年４月から平成２５年３月まで合計１６講座を開設し，延べ 

５５０名が参加した。また，同日に学校体育施設開放代表者会議が開催

され，利用上の注意点等について周知した。平成２５年度は，９６団体，

１，９３０名が使用する予定である。 
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  ・３月１４日に第３回社会教育委員会議が，１８日に富里市体育協会総会

が，それぞれ開催された。 

  ・４月１３日に第１８期青少年相談員委嘱状交付式及び感謝状贈呈式・定

期総会が開催される。なお，青少年相談員の定数については，今期と同

様の４６名である。 

  ・４月は，各種団体の定期総会が開催される予定である。 

 

図書館 

  ・３月６日に０歳児おはなし会が開催され，２２名が参加した。 

  ・本日，一日まるごとおはなし会が開催されている。 

  ・４月２０日に子ども読書の日記念おはなし会が開催される。 

  河田委員長 ０歳児おはなし会は，毎回，火曜日の開催であるか。 

  図書館長 この事業は，子育て支援センターの要請により行うものである

ので，毎回，火曜日ということはない。 

 

８ その他 

（１）富里市学校適正配置検討委員会設置要綱について（教育総務課） 

  教育総務課長 富里市学校適正配置検討委員会については，平成２５年度

当初予算で関連経費を計上した。要綱については配布資料のとおりであ

るが，委員の構成としては次のように考えている。まず，学識経験者に

ついては，大学教授１名，元教育委員１名，就学区域審議会代表１名と

し，市立学校等の代表者については，幼稚園長及び小・中学校長の代表

各１名，各中学校区の代表３名とし，市民の代表者については，現段階

では公募による市民１名を予定している。 

  委員 会議は定期的に行うのか。 

  教育総務課長 一年間で５回開催し，提言をいただく予定である。早めに

委員の委嘱を行い，会議を開催したいと考えている。  

  河田委員長 公募を考えているのであれば，早めの方がよいと思う。  

  教育総務課長 現在は公募を考えているが，時間的なことなども踏まえ，

改めて検討したいと考えている。方針が決まり次第，お知らせさせてい

ただきたい。 

 

 （２）体罰アンケート調査の結果について（学校教育課） 

  学校教育課長 体罰アンケート調査については，千葉県教育委員会から２

月２６日付けで通知があり，通知の内容に則って実施した。調査対象は

小学校５年生から中学校３年生で，アンケート用紙を自宅に持ち帰り，
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保護者にも見せた上で記入をお願いしたところである。また，教員に対

する校長面談調査も併せて実施したところである。その結果，「体罰によ

るいじめはない」という結果となり，県に報告したところである。 

  河田委員長 結果については安心しているが，内容にかかわらず記入した

くないという児童生徒はいなかったか。 

  学校教育課長 アンケート用紙については各学校で保管されており，教育

委員会へは「ゼロ」との回答をいただいたのみである。 

  委員 体罰の基準はあるか。 

  学校教育課長 体罰の基準については国が作成し，今回のアンケート用紙

にも添付したところである。詳しい資料については，後ほどお渡しさせ

ていただきたい。 

   

 （３）第１８期青少年相談員の委嘱について（生涯学習課） 

  生涯学習課長 第１８期青少年相談員の委嘱予定者が決定したので，お示

しさせていただきたい。 

  河田委員長 委嘱について年齢制限はあるのか。 

  生涯学習課長 現在は，２５歳以上４５歳以下である。ただし，地域の実

情を踏まえ，当該市町村長が必要と認めた場合は，４５歳を超えても，

さらにもう１期に限り委嘱することができる，とされている。 

 

  河田委員長 その他，意見等はあるか。 

  学校教育課長 １月２８日に発生した市内小学校における個人情報の紛失

事案については，大変ご心配をおかけしたところである。紛失したＵＳ

Ｂ４本のうち２本が発見されたが，残り２本については未だ発見されて

いない状況である。幸いに紛失したＵＳＢからの二次的な情報漏えいに

ついては，現在のところ発生していない。なお，当該職員については訓

告を，学校長に対しては口頭注意を行う予定である。教育委員会として

は，個人情報の適切な管理を行うため，ハード面でセキュリティー対策

の充実を図るとともに，情報リテラシーや個人情報について正しい理解

を図るための研修を実施したいと考えている。 

  國本教育長 ３月議会で平成２５年度当初予算が審議され，洗心小学校校

舎耐震に関する設計予算や，先ほど協議していただいた学校適正配置検

討委員会に関する予算などが承認された。以前にもお話させていただい

たが，洗心小学校統合に関する件について，次回以降の定例会議等で議

題とさせていただきたいと思う。 

  河田委員長 洗心小学校統合の件については，教育長とも協議をしながら
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進めていきたいと思う。 

  國本教育長 以前にもお示しさせていただいた資料があるので，その資料

をもとに，次回の定例会議で協議していただきたい。 

 

９ 委員長閉会宣言 

  河田委員長 以上で，平成２４年度第１４回富里市教育委員会定例会議を

終了する。 


