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平成２６年度 第１２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２７年２月２０日（金） 

         開会 午後２時１５分 

         閉会 午後４時４１分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  委 員 長  武 井 勝 彦 

         委員長職務代理者  佐々木 浩 二 

         委 員  森 田 惠 子 

         委      員  會 田 直 子 

         教 育 長  國 本 與 一 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  髙 須 利 幸 

   学 校 教 育 課 長    佐 藤   浩 

         学校給食ｾﾝﾀｰ所長  大 木 正 吾 

生 涯 学 習 課 長  榊 原   孝 

         図 書 館 長  根 本   優 

 

５ 事務局職員  教育総務課課長補佐 中 津 義 孝 

 

 

平成２７年３月２４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 

  武井委員長 平成２６年度第１２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２６年度第１１回定例会議会議録承認 

（署名人：佐々木委員，國本教育長） 

 

３ 教育長報告 

・１月２８日，第２回教育委員研修会にご出席いただき感謝する。講演会で

は学校保健に関する内容があったので，脳震盪の処置について，２月３日の

校長研修会で指導した。 

・２月３日，第１０回洗心小学校の在り方検討協議会が開かれた。第１０回

をもって在り方検討協議会は解散すること，３月中旬までに（仮称）統合対

策協議会を立ち上げること，（仮称）統合対策協議会の委員として教育委員

会事務局は入らないこと，（仮称）統合対策協議会の立ち上げ後に地元説明

会を開催することが承認された。 

・２月６日，印教連教育功労者表彰式が行われ，３７名の教職員が受賞され

た。本市の該当者はいなかった。 

・２月１０日，教育長・校長第２次面接が行われた。まだ未確定の人事異動

の部分がある。 

・２月１２日，子ども子育て支援推進本部会議が開かれ，平成２７年度～平

成３１年度の５か年計画となる「富里市子ども子育て支援事業計画」が承認

された。 

・２月１８日，定例記者会見が行われ，３月議会に上程する議案等について

説明を行った。 

・２月１９日，創年セミナーの閉講式が行われ，４６名に修了証を渡した。 

・２月２３日，３月定例議会が開会予定。 

・３月１３日に市内３中学校の卒業式，１６日に市内３幼稚園の卒園式， 

１９日に市内８小学校の卒業式，２６日に教職員辞令交付式・伝達式が行わ

れる。 

 

４ 教育委員報告 

なし 
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５ 専決処分報告 

教育長 「馬ふれあい＆乗馬教室」の後援については，平成２７年２月９

日付けで承認したものである。以上，報告する。 

生涯学習課長 主催者は，乗馬クラブクレイン千葉富里である。希望する

市内の小学生を対象に乗馬体験を行うもので，事業の趣旨としてはスポ

ーツとしての運動効果，生き物とふれあうことで癒しやその他の積極性

を育むという内容である。後援内容は，ポスター等への名義使用である。 

  事故や怪我については，乗馬体験参加者に傷害保険を掛けるとともに

主催者が対応するということであった。あわせて後援者の教育委員会に

は迷惑をかけないという書面を取り交わした。 

６ 議案 

委員長 議案第１号から議案第１０号までについて，提案者である國本教

育長から提案理由の説明を求める。 

教育長 議案に対する提案理由について説明をする。 

議案第１号は，平成２７年度教育委員会行政組織の変更について，富

里市教育委員会行政組織規則第８条第１号の規定により，教育委員会の

議決を求めるものである。 

 次に，議案第２号から第９号までは，地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の改正に基づくほか，所要の整備を行うため，教育委員会の

規則，訓令，それぞれの一部を改正することについて，富里市教育委員

会行政組織規則第８条第２号の規定により，教育委員会の議決を求める

ものである。 

 次に，議案第１０号は，富里市スポーツ推進委員に関する規則の一部

を改正する規則の制定について，富里市教育委員会行政組織規則第８条

第２号の規定により，教育委員会の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。 

 

委員長 議案第１号を審議する。 

 

（１）議案第１号 富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

教育総務課長 前回定例会議で協議した公立幼稚園を学校教育課に所属す

ることについて上程したものである。 

委員長 質疑はあるか。（質疑なし） 
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 ＜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。 

 

委員長 次に議案第２号から議案第９号までを審議する。 

 

（２）議案第２号 富里市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

（３）議案第３号 富里市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則の制定

について 

（４）議案第４号 富里市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定

について 

（５）議案第５号 富里市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制

定について 

（６）議案第６号 富里市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委

任する規則の一部を改正する規則の制定について 

（７）議案第７号 富里市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

（８）議案第８号 富里市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定に

ついて 

（９）議案第９号 富里市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校

長に委任する規程の一部を改正する訓令の制定について 

 

教育総務課長 議案第２号から第９号まで説明する。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により，教育委員会

規則等の改正を行うものである。法律の改正により委員長職が廃止され，

新教育長が委員長を兼ねることとなるため，主な改正内容としては委員

長を教育長とするものである。その他用語の整理など所要の改正である。 

  まず，議案第２号教育委員会会議規則の第３条について，「臨時会は，

委員長が必要と認めたとき又は委員２人以上から会議に付議する事件を

示して会議の請求があったときに開くものとする。」と規定されていた。 

  法律改正により，委員の３分の１以上の請求があった場合に会議を開

くものとすると規定されたため「法第１４条第２項の規定により会議の

招集の請求があったときに開くものとする。」という改正を行う。 

  次に，第２０条第２項について，投票の仕方の規定がなかったため

「出席者は，職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。」という

項目を設けた。 



5/17 

  次に，第２４条の２，会議録の公表について，「教育長は，会議録

（第 10 条第１項に規定する非公開の会議を除く。）を作成したときは，

インターネットの利用その他の方法により，これを公表するものとす

る。」という条を創設する。富里市においては，規則に定めがなくても

会議録の公表を行っていたが，法律で会議録を公表することについて明

確化されたことから整備するものである。 

  次に，附則を見ていただくと，新規則の施行は，地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の施行が平成２７年４月１日であるので同年月日

に施行されるが，富里市においては，附則第２項の経過措置が適用され，

教育長の任期である平成２８年９月３０日までは，これまでの規則が運

用される。議案３号以下についても同様な経過措置が適用される。 

  次に，議案第３号教育委員会傍聴人規則について，第３条で傍聴人と

はどういうものかを定めた。第５条では，傍聴人の遵守事項をいくつか

加えた。 

  次に，議案第４号教育委員会公告式規則について，第１条では条文を

見やすいように整理し，第２条では委員長を教育長又はその代理者に改

め，富里市役所前に掲示して規則等を公布することを定めるものである。 

  次に，議案第５号教育委員会行政組織規則について，第３条から第５

条までは，委員長の選挙，職務代理者，辞職等の規程について，委員長

職が廃止されることに伴い，削除するものである。 

  次に，議案第６号教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委

任する規則について，第１条では，法律の引用条文がずれたことによる

改正である。 

  次に，議案第７号教育委員会公印規則については，用語の整理と委員

長職の廃止に伴い，３つの公印を廃止するものである。 

  次に，議案第８号教育委員会処務規程の訓令について，第６条では教

育長を決裁権者に改めるものと法律の引用条文がずれたことによる改正

である。 

  次に，議案第９号教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任す

る訓令について，法律の引用条文がずれたことによる改正である。 

 

委員長 質疑はあるか。（質疑なし） 

 ＜採決＞ 

議案第２号から第９号までは，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

委員長 次に議案第１０号を審議する。 
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（１０）議案第１０号 富里市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

生涯学習課長 議案第１０号を説明する。 

第２条は用語の整理に伴う改正である。第５条は研修項目について創

設する。スポーツ基本法第３２条には，「社会的な信望があってスポー

ツに関する深い関心と理解を有し，職務を行うのに必要な熱意と能力を

有する者の中からスポーツ推進委員を委嘱する。また，住民に対するス

ポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものと

する。」とあるが，委員の自己研鑽に関する項目がなかったため，研修

についての条を設けるものである。 

附則には，平成２７年４月１日に委嘱した委員の任期を１年とする特

例措置を設けている。その理由として，富里市のスポーツ推進員の任期

は印旛郡市の他の市町と１年間異なっており，他の市町から合わせてほ

しいとの申出が以前からあったこと。また，県の指導により来年度から

印旛地区スポーツ推進員の枠組みが新しく変わることもあり，他の市町

と同じ任期となるように改正するものである。 

 

委員長 質疑はあるか。（質疑なし） 

 ＜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。 

 

７ 協議事項 

（１）富里市教育振興基本計画の策定について 

教育総務課長 教育基本法第１７条第１項の規定により，「政府は，教育

の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，教育の振興

に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事

項について，基本的な計画を定め，これを国会に報告するとともに，公

表しなければならない。」と定められている。また，第２項として「地

方公共団体は，前項の計画を参酌し，その地域の実情に応じ，当該地方

公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定め

るよう努めなければならない。」と定められている。この規定により，

本市も策定することが望ましいと考え，協議するものである。 

  「第１章計画にあたって 第１節計画策定の趣旨・背景」については，

導入部に国の動向を述べ，中段以降には策定の趣旨として「しかしなが

ら，教育を取り巻く状況は，学力の向上，豊かな心と健やかな身体の育
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成，職業への理解と働く意欲の向上，ルールやマナーを大切にする意識

の育成，いじめや不登校への対応など，解決すべき課題が多くあります。

富里市教育委員会では，平成２０年度から年度ごとに『とみさと教育プ

ラン』を作成し，このプランに基づいて義務教育段階における教育施策

を中心に展開してまいりました。しかしながら，『とみさと教育プラ

ン』は単年度ごとの計画であり，中･長期的な視点に基づく教育振興計

画の策定が求められていました。このような状況から，中・長期的な視

点から今後５年間に取り組むべき施策の体系をより明確にするなど，

様々な教育課題に着実に対応し，子どもたちが基礎学力を養い，高い道

徳性を身に付け，おおらかに自信にあふれた人となるよう，また，明日

の富里市を担う子どもたちを家庭，学校，地域が一体となって育んでい

くことによって，生涯にわたり学習する基盤を培うことができるよう，

富里の教育の振興のための施策に関する計画として『富里市教育振興基

本計画』を策定します。」と述べている。 

  「第２節計画の位置づけ（１）富里市総合計画との関連」については，

富里市総合計画の計画期間は，平成２３年度から３２年度までの１０年

間であり，平成２７年度に前期計画を終え，平成２８年度から後期計画

になる予定であり，富里市教育振興基本計画は，富里市総合計画を教育

の分野から支えていく計画となる。 

  「第３節計画期間」について，本計画は，平成２７年度を初年度とし，

平成３１年度を目標年度とする５箇年計画とする。ただし，社会情勢の

変化などに応じて，適宜必要な見直しができるものとする。 

  「第４節計画の推進」については，富里市教育振興計画の基本理念，

基本方針，教育施策等を実現していくためには，施策ごとに基本的な計

画が必要となる。そのため，年度ごとに「とみさと教育プラン」を定め，

そのプランに基づく施策をＰＤＣＡサイクルに則り，点検評価を行い，

公表するとともに，次年度の「とみさと教育プラン」に反映させていく

方法をとりたいと考えている。 

  「第５節計画の対象」については，義務教育段階における学校教育を

中心としたものであり，幼児･児童･生徒を主な対象とするものである。 

  社会教育等の学校外で行われる子どもの教育については，連携の視点

を書き込んでいる。 

  「第２章計画の基本理念 第１節計画の基本理念・目標」については，

とみさと教育プランを基にして，子どもたちが郷土と国を愛し，真の国

際人として活躍できるよう，「ふるさと富里を誇りにし，このまちの未

来を拓き世界に羽ばたく子どもを育てる教育」を教育施策の基調として，
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「家庭で育て，学校で伸ばし，社会で磨く教育」を教育理念に定めた。 

  「２計画の目標」については，１番目として「次代を担い世界に羽ば

たく人材の育成」，２番目として「生きがいのある学び合う社会の構

築」，３番目として「家庭･学校･地域社会の絆による心豊かな地域づく

り」，４番目として「教育施設の長寿命化･快適化･活用化」である。 

  「３基本方針」については，４つの計画の目標に沿ってそれぞれ方針

を設けた。また，基本方針を進めていくうえで，とみさと教育プランを

基に施策をたてたものである。 

  「第３章基本計画」については，計画の目標１から４に対して，それ

ぞれ現状と課題を取り上げて，取組の方向を示していくという作りとな

っている。委員の皆さまの御意見をお願いする。 

教育長 補足をすると平成２０年度から富里教育プランという単年度の計

画が先行され，作成されていた。本来であれば上位の計画である教育振

興基本計画があって，とみさと教育プランがあることが望ましかった。 

このたび，ようやく策定されることで教育委員会としての教育施策と

しての計画が整うということになる。 

  平成２７年度からは，市長，教育委員を交えての総合教育会議が開か

れ，教育に関する大綱を定めることになる。大綱を定めるための基礎資

料となるので委員の皆さまの御意見をお願いしたい。 

委員長 基本理念の「家庭で育て，学校で伸ばし，社会で磨く教育」につ

いてであるが，学校で伸ばすということは当然のことであるし，社会で

磨かれるというのもよくわかる。では，家庭で育てるということについ

て，保護者の方がどのように子どもたちと関わるのか，教育委員会とし

て何かよい方策というものはあるのか。 

教育長 家庭教育と学校教育，社会教育は生涯学習ともいうが，それぞれ

の立場において責任をもって子育てにあたる。社会人にあっては，自ら

豊かな人生を送るために学ぶということであろう。家庭教育については，

家庭教育学級等を行っているが，決して充分ではないと思っている。 

  構想であるが，本市において子育て宣言的な，富里の子どもたちが，

この部分については共通して，どの家庭も子育てにあたりましょう，の

ようなものを保護者あるいは地域の方で作っていただき，それぞれの家

庭で取組みを進めるということも必要であると考える。学校については，

今までと同様に子どもの良いところを伸ばすという教育に努めなければ

ならないと考える。社会の中においては，公民館事業，社会体育事業な

ど，より多く学ぶ機会を提供していかなければならないと考え，それぞ

れの充実に努めてまいりたい。 
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委員長 この間，移動地域教育懇談会で保護者の方と話をした。そこに出

席された保護者は子どもたちに対して教育が一生懸命であり，学校に子

どもたちがよい状態で通学しているのだろうと感じた。 

何か質疑はあるか。 

教育総務課 教育振興基本計画の策定スケジュールについては，本日，協

議をしていただき，３月定例会に議案として上程する予定である。 

  ３月定例会まで１か月程の期間があるので，気づいた点を事務局にお

話しいただき，その内容を生かして３月定例会に上程したいと思う。 

委員長 もう一度よく読んでいただき，何か気づいたことがあれば事務局

に話していただきたい。それでは教育委員会として進めていくこととし

て協議を終了する。 

 

（２）平成２７年度とみさと教育プランの策定について 

教育総務課長 毎年度行っている「とみさと教育プラン」の作成について

平成２７年度の案がまとまったので協議をお願いする。 

委員長 それでは，各課から主に変わった箇所の説明を求める。 

学校教育課長 情報モラル教育の推進については，リーフレットの配布を

行っていないため削除した。体力向上に向けた取組については，指導主

事が参加していることを追加した。また，駅伝に関しては，ジョイン

ト・スクール構想の一貫として行ったため，「交流」を強調して「競

走」という言葉を使わず，富里市小中学校「交流」駅伝大会とした。 

  駅伝は体力向上のねらいとしてあるが，交流を前面に出すので「市内

児童・生徒の体力向上を図る。」を削除とした。しかし，体力向上に向

けた取組の項目として記載するのに交流を前面にだすということであれ

ば，ジョイント・スクール推進の項目として記載しなければならないの

か悩んだところであり，御協議いただきたい。 

  教育課程全体を通したふるさと学習の推進について，ふるさと学習の

CD は配付をしていないので削除した。 

  教科指導員制度の充実について，これまでも本市内で各教科の指導に

長けている先生を教科指導員として，各学校の研修の際に講師として招

いていたが，県教育事務所等の指導主事がおり，活躍する場が少なかっ

た。平成２７年度は，５年目以下の教員の指導に特に力を入れることと

した。 

学校給食センター所長 給食残菜問題への取組について，残菜率が変わっ

たことと学校給食センター施設統合事業の完了に伴い，項目を削除した。 

生涯学習課長 子どもの生活リズムの向上「早寝・早起き・朝ごはん」に
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ついて，今年度まで標語コンテストを行ってきたが，内容がほとんど同

じでマンネリ化しているので，標語コンテストに代えて別の方法で呼び

かけをしていこうと考えている。 

  有形文化財の保護について，旧岩崎家末廣別邸に関し，「特別公開な

どを実施して市民の関心が向上するように努め，一般公開に向けた基礎

準備を進めていくこととする。」と記載した。現在，整備の入口の段階

で，なかなか整備する作業に入っていけない状況であるが，昨年１１月

に限定的であるが，特別公開を行った。公開を求める声に応えるため，

整備をしながら公開可能なところから行うという考えである。 

図書館長 図書館資料等の整備については，毎年度約７千冊の本を購入し

ている。また，開館以来１０年を超えたので，古くなり，読まれなくな

った本はリサイクルに出すなどをしている。新鮮な資料を求める方の要

望に応えるとともに，平成２７年度末で１９万冊に達するよう努力して

いく。 

教育総務課長 学校施設のバリアフリー化の推進について，平成２７年度

は，富里小学校校舎にエレベーターを設置するための設計について予算

措置をしているので記載した。 

委員長 何か意見はあるか。 

委員 体力向上の取組の中で昨年行われた富里市小中学校駅伝大会は，平

成２７年度に実施する予定はあるのか。 

学校教育課長 各学校では，平成２７年度の年間計画を策定する時期とな

っている。担当としては同じ時期の１２月上旬に開催するという原案を

作成しているところであり，次回の校長会議で提案する予定である。 

  内容については，まだ正式に決めていないが，本年度の課題を少しで

も解消するために，午前中の開催にできないか，小学生から中学生への

たすきリレーをするか，部活動対抗ではなく，出身小学校の小学６年生

からたすきを受けて行うか，参加者は小学６年生と中学１年生に絞れな

いかなど，提案の準備をしているところである。 

委員長 １２月の定例会議で委員からいろいろな意見がでた。その後，学

校教育研究会でも反省など意見が出たと思う。現場の先生ではどのよう

な意見があったか。 

学校教育課長 駅伝に関しては，成果の部分と大変手厳しい批判の部分の

意見があった。小学校では，学級対抗という面，活躍する場面や積極的

に子どもたちが参加できてよかったなど肯定的な意見が多かった。中学

校では，進路事務等が始まる大変忙しい時期になお忙しくなったという

ことである。課題にも２種類あって，初めて行ったことで出る課題が多
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く聞かれた。例えば，最初の話から変更が多くあった，担当体育主任の

負担が多かった，ルールがなかなか徹底されず，破った学校があるなど，

初回であることの課題である。根本的なもので厳しい意見では，目的が

不明確である，教育委員会が力を入れるのは体力ではなく学力である。 

  参加しない生徒は２時間自習した，一部の生徒が参加して残った生徒

は自習でよいのか。一番強烈な意見を書いたとおりそのまま読むと，教

育委員会は現場のことを考えていない，現場が求めていること，現場の

多忙感，行事の多さを考えていないので，誰のための何のための行事か

わからないというものであった。そのほか会場の問題，野球場であるの

で出入口の狭さ，カーブの多さ，凹凸の多さなどである。本市は，陸上

競技場をもっていないので，会場場所については根源的な課題として残

ると思う。また，夕方に暗くなってしまうので，午後から実施すること，

給食を食べてすぐに走るということも課題である。 

委員長 先生方から教育委員会は現場を考えていないという意見が出たが，

実施するにしても時期や時間などの課題を解決する，考えられることは

やって・・。繰り返しになるが１２月の定例会議で委員からいろいろな

意見が出た。そのうえで，こうしてとみさと教育プランに掲げられた。

掲げてあるということは，このまま平成２７年度に実施するのか，実施

することが決まっているのかという気持ちであるので意見を述べた。 

学校教育課長 とみさと教育プランに既に提案しており申し訳ないのだが，

この駅伝大会は体力向上を目的とするのではなく，交流のための駅伝で

あるので，ジョイント・スクール推進事業のところに「平成２６年度に

は交流駅伝を実施した。」と記載することで，平成２７年度以降は，駅

伝にこだわらず交流的な活動であれば実施していくという解釈である。 

  体力向上として記載してしまうと新しい体育行事が増えたという捉え

方が強くなる。結局，体育行事が一つ増えたという先生方の反省にもあ

ったように，教育委員会が（交流を）意図していることと異なるので，

見直しとしてはジョイント・スクール事業として，駅伝にこだわらない

交流活動にしていくということも可能であると思う。これから平成２７

年度予算について議会審議があり，ジョイント・スクール推進事業とし

て，予算の項目内容は，歌声交流，中学校一日体験，小中学校駅伝大会

の実施としているが，交流活動内容の変更は可能であると考える。 

教育長 （富里市小中学校駅伝大会は）ジョイント・スクールの一環とし

て提案した内容であるので，もう一度検討してまいりたい。 

委員 教育振興基本計画で，取組の方向，施策１－１豊かな心と健やかな

体を育む教育の推進において「道徳教育や人権教育を推進するとともに，
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体験活動や読書活動，生徒指導等の充実を図ります。」と掲げられてい

るが，とみさと教育プランの①豊かな心と健やかな体を育む教育の推進

の中には記載されておらず，②確かな学力を育てる教育の推進の中に道

徳教育の充実が記載されている。このあたりの整合性はいかがか。 

学校教育課長 ご指摘のとおり，道徳教育の充実は①豊かな心と健やかな

体を育む教育の推進の中に記載するのがふさわしいと思う。情報モラル

教育より位置付けが上か下かについては，道徳教育の充実が最初にきて，

次に現代的な課題として情報モラル教育の推進があって，その次に体力

向上に向けた取組という位置付けがよいと思う。道徳が教科化というこ

ともあり，道徳も学力，教科なのだということであると，学力向上とい

うことも考えられるが，普通の感覚でいうと豊かな心を育むための道徳

の充実であると考え，①豊かな心と健やかな体を育む教育の推進に記載

することとしたい。 

委員長 ジョイント・スクール構想について，北学園はモデル研究として

推進され，南学園は魅力ある学校づくりを進めているが，中央学園につ

いての方向性はいかがか。 

学校教育課長 北学園は，１小学校１中学校でいろいろな行事が推進され

ており，南学園は国の指定で不登校対策として魅力ある学校づくりを行

っている。中央学園は，学校数が多く，まとめるのが大変であり，物理

的な障害もある。学校長が集まってどんな交流活動，行事を今後どのよ

うに行うか協議している段階である。教育委員会事務局としては，それ

ぞれ学園の特色を出していくことは良いことであると考えており，北学

園は小中連携を前面に出し，南学園は不登校対策として魅力ある学校づ

くりを進め，中央学園では何かテーマを決めて，例えば現代的な教育課

題の一つとしていじめ防止であるとか，小中学校が歩調を合わせて行う

テーマを設けて特色を出していくのがよいのではないかという構想を持

っている。あとは各学校長がどういう考えをもってどんな方向に向かう

のか，ヒントを与えながら次年度は，具体的にこういうことをやりまし

たという成果が出てくるように進めていきたい。 

委員 ②確かな学力を育てる教育の推進の中で，「富里市きょうざん塾の

実施」がある。「富里市きょうざん塾の実施」は，富里市きょうざん塾

基本構想の中の柱の一つで，そのほかにホームスティなどの実施による

国際人育成の取組，地球人育成のための取組として少年少女の翼を実施

しているが，これらをとみさと教育プランに入れなくてよいのか。 

教育長 富里市きょうざん塾基本構想の一つは，寺子屋式の「富里市きょ

うざん塾」であり，教育委員会が主催している。ホームスティは国際交
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流協会が主催し，富里市少年少女の翼の実施は実行委員会が主催し，教

育委員会が共催している。教育委員会の主催ではないため，とみさと教

育プランに載せていない。 

委員 ⑨不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立で，ふれあいセンタ

ーができ，相談者が増えて，いじめの早期発見，不登校の解消などに大

きな役割を果たし，ありがたいと感じている。先日，行われた地域移動

教育懇談会のときに，悩みを抱えているがどこに相談してよいのかわか

らないという保護者がいた。学校に相談できない場合は，教育委員会や

ふれあいセンターが相談の場としてあることをもっと周知していかなけ

ればいけないと強く感じた。問題の早期発見に繋がると思うので，学校

側にも保護者に広く周知していくよう働きかけていただきたい。 

学校教育課長 本年度，子どもからの直接相談や保護者の相談が増えてき

ている。年度初めの校長会議で充分な説明をして，学校側において保護

者会や PTA 会議等で，広くどの方でもわかるように周知していくことを

促していきたい。 

委員長 ほかに何か意見はあるか。（委員から質疑なし） 

それでは教育委員会として進めていくこととして協議を終了する。 

 

（３）子ども・子育て支援新制度における公立幼稚園の減免（利用者負

担）について 

学校教育課長 公立幼稚園の保育料については，今年度の減免措置として，

生活保護世帯は 79,000 円,市民税非課税及び所得割額非課税世帯の第１

子は 20,000 円，第２子は 50,000 円，第３子は 79,000 円，市民税課税

世帯は第２子 40,000 円，第３子は 79,000 円を年額の減免としている。 

新制度での保護者負担については国から方針が示された。 

公立においても私立においても生活保護世帯は利用者の負担をゼロと

する無償であること，多子世帯に配慮して第３子は無償であること，非

課税の世帯は第１子の月額負担が 3,000 円，第２子が 1,500 円の保護者

負担であるというものである。 

本市の公立幼稚園の保育料は月額 7,000 円×１２か月＝84,000 円で

あるので，生活保護世帯であっても現状は 5,000 円の保護者負担である。 

国の方針にあわせなければならないと考え,生活保護世帯の減免額

79,000 円を 84,000 円に変更する必要がある。 

同様に非課税世帯第１子 20,000 円を 48,000 円に，第２子 50,000 円

を 66,000 円に，第３子 79,000 円を 84,000 円の減免額に引き上げる必

要がある。 
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御協議いただきたいのは，課税世帯について，現在は第１子に減免措

置がなく，第２子は 40,000 円，第３子は 79,000 円の減免措置がある。 

１つ目の案として，課税世帯は第１子も第２子も減免措置をせず，月

額 7,000 円を負担とするものである。 

２つ目の案は，課税世帯の中で３６０万円を上回るか以下であるかの

階層に分けて，第１子はどちらの階層も月額 7,000 円を負担し，第２子

は収入３６０万円を上回る世帯は月額 7,000 円,収入３６０万円以下の

世帯は月額 5,000 円を負担とするものである。 

現在，課税世帯は，第２子月額 3,667 円を負担しているので低くても

5,000 円，高いと 7,000 円となり，増額となる案である。 

収入３６０万円を上回る階層は増額でも良いと考えている。 

第３子は国の方針により無償化であるので，課税世帯であっても月額

負担はゼロ，無償とする提案である。 

委員長 次回の会議で議決する保育料の減免について，２年間はこの額で

設定していくことになる。この協議について委員の意見を求める。 

国で方針が示された無償化（生活保護世帯，第３子）の部分について

はいかがか。 

委員 嬉しいことだと思う。 

他の委員 国の方針に従うべきである。 

委員長 それでは，国で方針が示された無償化にあわせる意見とする。 

課税世帯の第１子，第２子の負担額についてはいかがか。 

委員 よくわからないのであるが，現行のまま課税世帯第２子月額 3,667

円でよいのではないかと思う。支払っている保護者の立場で考えると，

変更になったときに高額な保育料を払うのは受け入れられると思う

が・・実際どうしたらいいか，わからない。 

委員 ２年間は今のままでよいと思う。２年後に（保育料が）はっきりと

金額が定まったときに，そこで金額が上がるのは仕方がないと思うが，

今年（保育料が）変わって，２年後にまた変わるということでないほう

が，子育てをする側としては助かるのではないかと思う。 

委員 私も理解できない部分があるのだが，２年間の暫定期間であれば，

無理して変更しなくてもよいのではないかという気がする。 

委員長 予算編成的には，今年度の減免額とした場合にいかがか。 

学校教育課長 市の立場から考えると保護者からの保育料収入は，歳入に

なるものであり，昨年度と比較して減額を見込んで予算案を立てている。 

各所得階層に何人入るのか，確定しないとわからないことであるが，

担当の試算では課税世帯第２子 4,000 円であればクリアできる予算上の
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歳入見積りを立てている。生活保護世帯と第３子を今までは 79,000 円

の減免であったのを 84,000 円とするので，歳入が減り，そのほかの部

分を今までどおりとするのは，財政的に厳しくなる。 

そこで課税世帯第２子の減免額について変更を考えていく。どうして

このような額が出てきたのか根本的な話であるが，新制度の１号認定に

おいて公立と私立を比較したときに私立の保育料が安い場合には，私立

にあわせる。 

私立は生活保護世帯が無償であるが公立は月額 5,000 円支払っている。

そのため公立も私立に合わせて無償とする。私立の非課税世帯第１子は

3,000 円，第２子は 1,500 円の負担であるが，公立は第１子 5,333 円，

第２子 2,333 円と私立より高いので私立の負担額にあわせる。 

公立幼稚園のほうが安い階層については，そのまま 7,000 円の額を基

本とする提案であるが，私立では収入３６０万円以下の世帯第２子が

6,900 円と安い階層があるので，その階層を公立で設けて 7,000 円又は

5,000 円にしようとする案である。ところが，現状の公立は収入３６０

万円以下の世帯の階層にあたる第２子が 3,667 円の月額負担であるため

値上げになってしまうということを悩んでいる。 

教育長 公立幼稚園で収入３６０万円以下の世帯第２子の負担について，

仮に①案の 7,000 円とすると私立は 6,900 円であるのでこの制度の趣旨

ではあり得ない。6,900 円を下回る設定をしなければならない。①の案

7,000 円は，あり得ないということである。 

委員長 まず，現状の３つの階層（生活保護世帯，市民税・市民税所得割

非課税世帯，市民税課税世帯）とするか，案の４つの階層（生活保護世

帯，市民税・市民税所得割非課税世帯，市民税課税世帯 360 万円以下，

市民税課税世帯 360 万円超）とするかについては，いかがか。 

委員 階層を分けないと私立幼稚園（５階層）より，公立が上回る階層を

下げることができない。 

委員全員 案どおり４つの階層とするのがよい。 

委員長 課税世帯第２子の減免額については，①案 7,000 円負担，②案

5,000 円負担の案に対し，②案の 5,000 円とすることでいかがか。 

委員全員 承認する。 
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８ 報告事項 

（１）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・２月２３日から３月議会が開会し，３月１７日まで開かれる。 

・３月２４日，１４時に教育委員会定例会議を開催する予定である。 

  学校教育課  

・学校職員人事異動の内申事務について県と協議を重ねている。学級数の

減により，職員定数が変わってきている。富里北中学校では４人が転出，

入ってくるのは１人となる。中学校は教科担任制であるため非常勤で教科

だけでも指導できる先生を要望している。根木名小学校は３人が転出，入

るのは１人である。七栄小学校は２名増える見込みとなっている。 

学校給食センター 

・２月２３日，太陽光発電設備設置工事が終了し，千葉県環境政策課の現

地調査が行われる。 

・３月１９日，３学期の給食が終了する。 

・３月２０日，学校給食センター運営委員会の開催を予定する。 

生涯学習課長 

・２月１９日，創年セミナー閉講式を行った。４８名中４６名が終了した。

全１６回の講座のうち外での開催１回を中止とした。終了できなかった

２人は健康上の理由で講座に参加できなかった。今年度のセミナーへの

感想，要望，意見を取りまとめ中である。 

・２月２０日，旧岩崎末廣別邸保存活用基本構想策定委員会の最終会議が

行われている。 

・２月２２日，末廣農場研究報告会が行われる。千葉大学の学生１人，千

葉工業大学の学生２人，大学院生１人の発表を予定している。 

・２月１日，第３３回富里市駅伝大会が行われ，小学生男子女子ともに３

チームずつであった。中学生男子１２チーム，中学生女子５チーム，一

般男子が１チーム，協力として富里高校男女が各１チーム参加した。 

・２月２８日，印旛郡スポーツ推進員研修会が予定される。 

・３月中に（仮称）東印旛地区スポーツ推進員会議が予定される。 

図書館長  

・２月２２日，歴史講座を行う。 

・２月２４日～２８日，特別整理期間のため休館となる。 

・３月８日，絵本作家による講演会を実施する。 

・３月２５日，図書館協議会を予定する。 
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８ その他 

  委員 自転車の運転について危険な場面を見たため，指導を行わなければ

いけないと感じた。スタントマンを使って啓発指導をしているところも

ある。お金はかかるが効果的な一つの方法である。 

学校教育課長 小学生については交通安全教室を活用し，中学生につい

ては道路交通法改正に伴うルールブックの配布を活用し，交通ルールの

徹底を指導する。 

 

９ 委員長閉会宣言 

 

  委員長 以上で，平成２６年度第１２回富里市教育委員会定例会議を終了

する。 


