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平成２８年度 第１３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２９年１月２５日（水） 

         開会 午後２時 

         閉会 午後３時１５分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第１会議室 

 

３ 出 席 委 員  教 育 長  國 本 與 一 

         教育長職務代理者  佐々木 浩 二 

         委 員  武 井 勝 彦 

         委 員  森 田 惠 子 

         委      員  會 田 直 子 

          

 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  榊 原   孝 

   学 校 教 育 課 長    岡   清 志 

   学校給食ｾﾝﾀｰ所長  宇野木 慶 之 

生 涯 学 習 課 長  荒 居 富 男 

         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２９年２月２２日  

 

  署  名  人 

 

 

  署  名  人 

 

 

  会議録作成人 
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１ 教育長開会宣言 

  國本教育長 平成２８年度第１３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２８年度第１１回臨時会議会議録承認 

（署名人：佐々木委員，國本教育長） 

平成２８年度第１２回定例会議会議録承認 

（署名人：森田委員，會田委員） 

 

３ 教育長報告 

本日は，皆さまに御出席いただき感謝する。 

市内では，インフルエンザによる学級閉鎖の報告が複数ある。例年，流行

のピークが１月と２月であるので，家庭の協力を得て予防に努めたいと思う。 

それでは出席行事等について報告する。 

 

・１月８日，成人式が行われ，５５７人の若者が成人を迎えた。 

・１月１１日，平成２９年度当初予算案の編成状況説明会が開かれた。教育

委員会関係では，概ね良好な編成ができていると思われる。 

・１月１２日，校長会議が開かれ，不祥事根絶について指導を行った。 

・１月１６日，北総教育事務所指導室訪問が根木名小学校で行われた。 

また，印旛地区教育長会議が開かれ，印教連研究指定について話し合われ

た。今年度，富里市では富里小学校が公開研究会を実施した。次回，富里市

は平成３１年度に公開する予定である。 

・１月１７日，校長面接を行い，一般職の人事異動について確認した。 

・１月１８日，北総教育事務所と人事異動第１次面接を行った。 

・１月１９日，子ども議会が開かれ，三中学校の代表が立派な質問を行った。

小学生とは違った良さが議長・副議長による議事進行や再質問などで出てい

たと思う。 

・１月２３日，コンコルディア大学生が市長を表敬訪問した。１月１６日か

ら２月９日まで，富里中学校を中心に実習を行う。 

今後の予定は，２月２１日に３月議会が開会し，３月１６日に閉会する予

定である。 

 

４ 教育委員報告 

會田委員 １月８日，成人式に出席した。寒さが厳しい日であったが，振

袖姿の成人者が集い，式全体を華やかな雰囲気にした。久しぶりに懐か
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しい友達に再会した様子で，式が始まる前から成人者は，にこやかで楽

しそうであった。また，招待された先生方や送迎にきた保護者の方も大

変嬉しそうであった。アトラクションは，小・中学校時代の写真スライ

ドショーであった。懐かしい映像を見て，歓声が上がり，拍手がされる

など会場全体が楽しい雰囲気になった。実行委員が式を立派に進め，明

るい成人式であったと思う。 

 

森田委員 １月１６日，根木名小学校で行われた北総教育事務所指導室訪

問に出席した。校長先生の話によると，人権教育に力を入れており，い

じめゼロを宣言し，お互いを大切に思うこと，友達同士が協力しあって

学習や生活をするよう指導しているとのことである。また，先生方が教

科だけではなく，それぞれの先生ごとに年に１回は道徳の授業研究を行

い，指導の充実を目指して取り組んでいるとのことであった。 

道徳の教科化に向けて，授業の展開方法，評価の仕方など研修が必要

になると思うが，根木名小学校の先生方のように一体となって進めてい

かれることを期待する。参観した授業では，どのクラスの子供たちも落

ち着いて学習に取り組んでいた。学習のねらいをしっかりと掴んで臨ん

でいた。２年生は，グループに分かれ，一人一人が作った紙芝居を使っ

て本の面白さを伝えようとしていた。３年生は，森の音楽をリコーダー

や打楽器を使って呼び掛けあうという活動をしていた。この時期の子供

たちが作曲できるのだろうかと思って参観していたが，四苦八苦しなが

らも班のリーダーを中心に，森を感じる音楽を少しずつ作り上げ，とて

も楽しそうであった。充実感や達成感を得る授業は素晴らしいものであ

ると思った。このような授業を日々，積み重ねていくことで子供たちの

次の意欲に繋がると感じたので，ますます充実した研修を進めていただ

きたい。 

 

武井委員 １月１９日，富里市議会議場で行われた子ども議会を傍聴した。 

この事業は，富里中学校，富里北中学校，富里南中学校の生徒を対象

として行われた。中学生の視点で議員として市政への質問を行うもので

あった。入場の際は，大変緊張した面持ちであったが，一般質問が始ま

り，大きな声ではきはきと質問している姿を見て，頼もしく思った。 

一般質問は，各中学校７名の合計２１名で参加し，中学校ごとに３グ

ループに別れて９の質問が行われた。私は，それぞれの中学校の地域の

特徴が質問として出されるものと想像していたが違っていた。富里中学

校は「環境負荷の少ないまちづくり，耐震工事，緑地の整備について」，
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富里北中学校は「特産物スイカのＰＲ活動，道路の安全性，カラスの対

策について」，富里南中学校は「市職員研修事業，南中学校施設，通学

路の危険箇所について」の質問であった。子供たちが自分の住んでいる

地区だけでなく，富里市を広く捉えて色々なことに疑問を持っているこ

とが分かった。子ども議会に参加された生徒は，本当に素晴らしい体験

をしたと思う。子ども議会に参加できなかった生徒たちにこの内容を伝

えて事業の趣旨を生かしていただきたい。 

 

  佐々木委員 １月２４日，平成２８年度第２回教育長・教育委員研修会に

出席した。「若者と関わって思うこと」をテーマとする講演があった。 

講演者は，報道カメラマンとしてベトナムなど海外取材で活動した後，

少年問題に関わり，平成１５年から特定非営利活動法人ユース・サポー

ト・センター・友墾塾を設立し，本格的に少年の立ち直り支援対策の活

動を始めた。その後，様々な活動・役職を経て，現在，厚生労働省の委

託事業として，ちば南東部地域若者サポートステーションをＮＰＯ法人

ユース・サポート・センター・友墾塾で運営している。２４時間３６５

日の電話相談活動，保護者，ニート，不登校，非行系の立ち直り支援・

就労支援，街頭清掃，補導活動，里山活動，講演活動を行うなど活動的

な人である。実際に関わったことの事例に沿った講演であり，家庭や学

校，特に非行系における話をされた。大事なことは，どんなに忙しくて

も，たとえ嘘だとわかっていても最後まで話を聞くことが大切であり，

仲間の悪口を言わない，先生の悪口を言わないなど，それがお互いの理

解に繋がるという話をされた。不登校においては，不登校の始まった３

日間が大切で，担任の先生以外の訪問が大変有効的であるなど，とても

勉強になったと思う。機会があれば富里市で講演を開いていただくこと

も良いと思った。 

 

５ 議案 

國本教育長 議案第１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の原案について，事務局から提案理

由の説明を求める。 

 

学校教育課長 議案第１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の原案については，改正概要とし

て二つある。一つ目は，図書館の２階で学校適応専門指導員により適応

指導教室を開いているが，この運営の見直しにより，これまでの特別職
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である学校適応専門指導員を廃止し，新たにふれあいセンター指導員を

一般職非常勤職員として配置するものである。二つ目は，議案第２号で

設置する富里市いじめ問題調査委員会の委員長に対する日額報酬９，１

００円，委員に対する日額報酬７，６００円について，非常勤特別職の

職員報酬として新たに設けるものである。本条例の一部を改正する条例

の原案について市議会に上程したいので，教育委員会の議決を求めるも

のである。 

 

國本教育長 議案第２号富里市いじめ問題対策連絡協議会及び富里市いじ

め問題調査委員会設置条例の原案について，事務局から提案理由の説明

を求める。 

 

学校教育課長 議案第２号富里市いじめ問題対策連絡協議会及び富里市い

じめ問題調査委員会設置条例の原案については，平成２５年９月にいじ

め防止対策推進法が施行されたことに伴い，平成２７年９月に策定した

富里市いじめ防止基本方針に基づき，いじめ防止等のための対策を総合

的かつ効果的に推進することを目的に組織を設置するため，「富里市い

じめ問題対策連絡協議会及び富里市いじめ問題調査委員会設置条例」を

市議会に上程したいので，教育委員会の議決を求めるものである。 

いじめ問題対策連絡協議会は，学校，教育委員会，市役所関係各課，

児童相談所，少年センター等の機関が集まり，本市のいじめ問題の状況

についての情報を共有し，連携していじめ防止に取り組むものである。 

いじめ問題調査委員会は，教育委員会の附属機関として，諮問に応じ，

いじめの防止等のための対策に関すること及び重大事態に係る事実関係

の調査を行うものである。委員の人選については，関係機関に依頼をす

るなど検討をしているところである。 

 

國本教育長 議案第３号富里市立小学校及び中学校の就学区域に関する規

則の一部を改正する規則の制定について，事務局から提案理由の説明を

求める。 

 

学校教育課長 議案第３号富里市立小学校及び中学校の就学区域に関する

規則の一部を改正する規則の制定については，平成２９年４月に洗心小

学校を富里南小学校に統合することから，別表学校名の「洗心小学校」

を削るほか，所要の整備を行うことについて，教育委員会行政組織規則

第８条第２号の規定により議決を求めるものである。 
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國本教育長 議案第４号富里市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の

制定について，議案第５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は，関連しているので，一括して事

務局から提案理由の説明を求める。 

 

学校教育課長 議案第４号富里市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則

の制定について，議案第５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は，富里市立幼保連携型認定こど

も園の設置及び管理に関する条例の制定に伴い，向台幼稚園が向台こど

も園へ移行することから，「向台幼稚園」に関する事項を削除するほか，

所要の整備を行うことについて，富里市教育委員会行政組織規則第８条

第２号の規定により議決を求めるものである。 

 

國本教育長 議案第６号富里市適応指導教室実施要綱の一部を改正する告

示の制定について，議案第７号 富里市学校適応専門指導員の設置に関

する規程を廃止する訓令の制定については，関連しているので，一括し

て事務局から提案理由の説明を求める。 

 

学校教育課長 議案第６号富里市適応指導教室実施要綱の一部を改正する

告示の制定について，議案第７号富里市学校適応専門指導員の設置に関

する規程を廃止する訓令の制定については，一括してご説明する。 

議案第６号について，適応指導教室による学習指導のほか，開設当初

に想定していなかった進路指導等の内容を加えて改正をしている。 

不登校の児童・生徒に対し，学校外の関係機関を活用するなど多様な

教育機会の確保が求められており，個々に応じた学習指導，社会への適

応指導のほか，進路指導など社会的自立に向けた専門的な教育を行う必

要が生じてきた。また，現在，不登校の児童・生徒が適応指導教室に出

席した場合は，教育課程に準じた指導が行われている扱いとなり，学籍

上の出席としている。したがって，学校の教育課程に準じる指導を担う

ことができ，教員経験を有する人材により指導に当たることが求められ

ている。そのため非常勤指導主事や事故対策教員と同様に一般職非常勤

職員により，適応指導教室を運営することとして見直すものである。 

賃金・報酬について比較すると，改正前の特別職非常勤職員である学

校適応専門指導員は，月に１６日程度で一週間につき２４時間から３０

時間程度である。朝の９時から１６時３０分まで勤務されるので月額報
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酬９万円を時給に換算すると８６５円である。改正案の一般職非常勤職

員の時給単価は，非常勤指導主事や事故対策教員と同様に１，２００円

としたので，特別職非常勤職員より収入が上がることになる。 

整理をすると議案第６号では，一般職非常勤職員としてふれあいセン

ター指導員を設置するなど，告示の改正に関すること，議案第７号で特

別職非常勤職員である学校適応専門指導員を廃止する訓令を制定するこ

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

議決を求めるものである。 

以上，七つの議案についてよろしくご審議の上，可決されるようお願

いする。 

 

國本教育長 それでは議案第１号を審議する。 

議案第１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の原案について，事務局から更に補足説明は

あるか。（なしとの声あり） 

 

國本教育長 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

異議はあるか。（異議なしとの声あり） 

＜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。 

 

國本教育長 それでは議案第２号を審議する。 

議案第２号富里市いじめ問題対策連絡協議会及び富里市いじめ問題調

査委員会設置条例の原案について，事務局から更に補足説明はあるか。 

 

学校教育課長 富里市いじめ問題対策連絡協議会は，実際に設置してから

必要な開催回数が定まるものと考えるが，少なくても年に１回は開催し

て関係機関等と情報交換を行いたい。富里市いじめ問題調査委員会は，

重大事態であると思われるいじめの案件が発生した場合，調査によって

事実関係を明らかにする機関であり，重大事態がなければ開催されない。 

 

國本教育長 いじめ問題調査委員会は，一般に第三者委員会と報道されて

おり，教育委員会から離れた組織に諮問して調査を行わせる機関である。 

委員の皆さんから質疑はあるか。 

佐々木委員 この設置条例は，平成２９年４月１日から施行されるとある

が，いじめ問題対策連絡協議会，いじめ問題調査委員会の委員は，概ね
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決まっているのか。 

学校教育課長 いじめ問題対策連絡協議会の委員については，どのような

者でどのような職を委員とすることが相応しいか，市長部局の関係課，

校長会など，事務方として最終案の段階にあり，充て職になることも想

定している。いじめ問題調査委員会の委員は，専門家が必要であるので，

事務方で候補を出しているところであるが，検討段階である。 

 

國本教育長 そのほか質疑等はあるか。（なしとの声あり） 

異議はあるか。（異議なしとの声あり） 

＜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。 

 

國本教育長 それでは議案第３号を審議する。 

議案第３号富里市立小学校及び中学校の就学区域に関する規則の一部

を改正する規則の制定について，事務局から更に補足説明はあるか。 

（なしとの声あり） 

 

國本教育長 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

異議はあるか。（異議なしとの声あり） 

＜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。 

 

國本教育長 議案第４号及び第５号は，関連しているので一括して審議す

る。議案第４号富里市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定に

ついて，議案第５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，事務局から更に補足説明はあるか。 

（なしとの声あり） 

 

國本教育長 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

異議はあるか。（異議なしとの声あり） 

 

＜採決＞ 

議案第４号及び第５号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

國本教育長 議案第６号及び第７号は，関連しているので一括して審議す

る。議案第６号富里市適応指導教室実施要綱の一部を改正する告示の制
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定について，議案第７号富里市学校適応専門指導員の設置に関する規程

を廃止する訓令の制定について，事務局から更に補足説明はあるか。 

 

学校教育課長 学校適応専門指導員により，実際に行っている学習指導，

進路指導等の内容に合せた見直しをしようというものである。 

 

國本教育長 補足説明であるが，開設当初はふれあい教室としていたが，

数年前からふれあいセンターという名称を使用しており，既に児童・生

徒や保護者には認知をされている。 

 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

異議はあるか。（異議なしとの声あり） 

 

＜採決＞ 

議案第６号及び第７号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

６ 報告事項 

（１）ジョイント・スクール推進事業ついて 

学校教育課長 ジョイント・スクール推進事業による小・中交流活動につ

いて報告する。１２月に，中央学園は小学６年生と中学１年生，北学園

は小学５年生と中学１年生，南学園は小学６年生と中学１年生が交流活

動を行った。中央学園は旧岩﨑家末廣別邸で環境整備を行った。北学園

は，富里北中学校で八千代高等学校体育科の生徒と表現活動を実施した。

南学園は，順天堂大学の学生とバスケットボール，体操，長繩によるス

ポーツ交流を実施した。児童・生徒のアンケート結果をみると，総体と

して肯定的な回答が多く，交流活動による効果が高いと考える。北学園

では，事前・事後アンケートが実施された。その結果を比較・分析する

と，事前アンケートの段階で関心度が高く，肯定的な回答があり，実際

に交流した後のアンケート結果では，やってみて良かったという肯定的

な意見結果が出てており，事業内容の効果が高いことが裏付けされたと

考える。来年度は，他の学園も事前・事後アンケートを実施し，事業内

容の精査に結び付けていきたい。今後の事業の予定として，小学６年生

が中学校にスムーズに進学できるように，いわゆる中１ギャップを抑え

ることを目的として，各学園において，２月ごろに中学校への体験入学

を実施する予定である。 

 

國本教育長 皆さんから質疑はあるか。 
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佐々木委員 このアンケート結果から，ある学園（中学校）は，新１年生

を迎えることが楽しみになったかという設問に対し，他の学園よりも否

定的な解答が高いことが心配である。その理由は，どういうことである

か。分からなければ学校として調査・分析する必要があるのではないか。 

学校教育課長 検証していきたい。 

森田委員 同様な意見であるが，新１年生を迎えることにマイナスの回答

を示した生徒への対応について，アンケートにどのような理由であるか

を明記させるなど，生徒へのケアについて検討していただきたい。 

國本教育長 否定的な解答が若干高いことについて，この学園の交流活動

では，現役学生による高度な活動を間近に見る機会があったが，もしか

すると小学生と中学生において充分な交流時間が取れなかったのかもし

れない。これはあくまで私の推測である。いずれにしても学校教育課で

検証をお願いする。 

 

（２）平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果について 

学校教育課長 本市の小学校６年生について，国語Ａ・Ｂ，算数Ａ・Ｂは，

全国平均からマイナス５パーセントより下回っている評価Ｃである。 

知識・理解の部分より考えて書く記述式が弱いという結果である。 

中学生について，国語Ａ・Ｂは，概ね全国平均に近い評価Ｂである。 

数学Ａ・Ｂは，評価Ｃであり，やはり記述式が弱いという結果である。 

毎年，記述式問題に対する改善について話題になるが，その実現は難

しいところである。先般，富里小学校の社会科公開研究会を参観してい

ただいたが，学習中に子供たちが付箋を使ったＫＪ法，自分の考えの記

述と仲間の意見から学ぶ，学習をまとめあげる方法など，学び方を学ぶ

授業によって，今後，他の教科にその効果が反映していくと思われる。

同様なことが他の学校にも当てはまり，学び方を身に付けているかを考

慮した授業に改善をしていくことで，良い結果が反映されてくるものと

考える。小・中学校では，それぞれ学校差があり，一概には言えないが，

Ｂ問題（活用）が弱いので，教員が一緒に解きながら，どういう問われ

方がされており，どのように学習をすると身に付くのか，授業改善を意

識的に行っていく必要があると考える。この場合，テストの点を取るた

めの改善ではなく，学力に反映していくものでないといけない。自力解

決ではなく，話し合い学習，アクティブラーニングなどのほか，意図的

に友達の意見を考えさせることを行い，短時間でも良いので，自分の考

えをまとめて書くという授業改善を行っていきたいと考えている。小学

校で実施している「とみの国検定（漢字・計算）」を中学校に広げた
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「とみの国マイスター」を取り組んでいこうとしているが，漢字･計算

だけでなく，国語であれば読解を中心として学び方を意識させないとい

けないと思う。簡単にはいかないが根気よく取り組んでいきたい。 

國本教育長 皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

 

（３）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・１月１９日，子ども議会が開催された。 

・２月９日，第３回総合教育会議の開催が予定されている。 

・第１４回教育委員会定例会議は，２月２２日（水）の開催を予定する。 

 

  学校教育課  

・１月１０日に小・中学校が始業し，１１日から給食が開始された。 

・１月１３日，コンコルディア大学実習生を受け入れた。 

・１月１９日，子ども議会が開催された。参加者には，自治活動に生かす

ことを目的として生徒会の生徒を対象とした。 

・１月２７日，学校教育研究会公開研究会の実施が予定されている。 

・１月２８日，洗心小学校統廃合対策協議会が開催され，この日をもって

最後の会合となる予定である。スクールバスの運行，支給品，児童の交流

事業など学校教育課（教育委員会）として，児童に関わる部分についての

取組の見通しはついた。 

また，学校によれば洗心小と富里南小のＰＴＡ役員が集まってどのよう

に統合していくかの話がなされるとのことである。 

・各学園では，２月に中学校の体験入学がある。 

・インフルエンザの流行により，小・中学校３校で学級閉鎖が起きている。 

・校長会議においては，人事異動面接の実施のお知らせと不祥事根絶に関

する研修の年間計画及び研修状況の報告などを求めている。 

・平成２８年度卒業（卒園）式，入学（入園）式の予定である。向台幼稚

園の閉園式については，実施内容を子ども課と検討しており，決定次第，

委員の皆さまにお知らせするので出席をお願いする。 

 

生涯学習課 

・１月８日，平成２９年富里市成人式を挙行した。 

・１月２９日，小学校４年生までを対象として，英語ふれあいＤａｙの開

催を予定する。現在のところ４２名の参加予定である。 

・２月１４日，第３回旧岩崎家末廣別邸保存活用整備検討委員会の開催を
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予定する。建物の耐震の方向性について検討している。庭園については，

図面がないため，当時の写真を参考に樹木等の植栽について調査している。 

・２月５日，第３５回富里市駅伝大会の開催を予定する。今回は，２９チ

ーム（昨年は１４チーム）の参加が見込まれる。 

 

図書館 

・１月２６日，自衛消防訓練を実施した。また，職員及び学校図書館司書

を対象として本の修理講習を実施した。 

・１月２０日～２５日まで，特別整理期間のため休館する。 

・平成２８年度ブックトリップの達成者状況は，別紙のとおりである。 

國本教育長 小・中学校合せて，２４．６％の達成割合であるが，昨年度

と比較していかがか。 

図書館長 昨年は２０．１％であったため，４．５ポイント上昇した。 

國本教育長 報告事項全般において，委員から何か質疑はあるか。 

 

森田委員 ブックトリップの達成者状況については，学校差があって，達

成率が３０％に満たない学校もある。また，中学校における達成率を見

ると残念に思う。ブックトリップの達成状況と読書量が同じであるとは

思っていないが，もう少し本に親しんでもらいたいと思う。先生方や保

護者も意識していく必要があるのではないかと感じた。 

國本教育長 図書館では，図書館司書や学校にどのような依頼をしている

のか。 

図書館長 年度初めの校長会で依頼を行い，夏休み前には図書館司書と打

合せの上，ブックトリップを進めている。本を読んでいただいて，将来，

高校生，大学生，社会人になったときに，また図書館を利用いただける

よう，きっかけ作りとして始めた事業である。 

 

大竹教育次長 洗心小学校統廃合対策協議会の件について補足をする。 

１月２８日の会議開催をもって終結することと思う。 

これ以降は，３月の洗心小学校閉校記念式典，４月からの富里南小学

校への統合と進み，教育委員会として事務については万全を期して臨む。

地元においては，（仮称）まちづくり対策協議会というものが，市長部

局の市民活動推進課が財政的な支援を行い，４月から組織されていく予

定であると聞いている。洗心小学校閉校後の施設利用，地区の活性化策

など，地元の方自らが取り組んでいくことになろう。４月になると教育

委員会としては，施設の維持管理について教育総務課で行うことになる。
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（仮称）まちづくり対策協議会の会議に教育委員会が呼ばれることがあ

ると思うが，今までの洗心小学校統廃合対策協議会のように，主体とし

て，教育委員会が関わっていくことではなくなるので，ご了解をいただ

きたい。まちづくりについては，地元が中心となって行うものであり，

財政的な支援は市民活動推進課からある。また，地元に在住している市

の職員がいるので，（仮称）まちづくり対策協議会において，市政に携

わっている職員をうまく活用して４月以降の展開がなされると思ってい

る。 

 

７ その他  

國本教育長 そのほか，何か委員又は事務局から何かあるか。 

 

８ 教育長閉会宣言 

  教育長 以上で平成２８年度第１３回富里市教育委員会定例会議を終了す

る。 


