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平成２９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３０年２月２７日（火） 

         開会 午後２時 

         閉会 午後４時４０分 

２ 場   所  すこやかセンター２階会議室２ 

 

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  森 田 惠 子 

         委 員  會 田 直 子 

         委      員  田 口   明 

 

 

 

４ 出 席 職 員   教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  鳴 田 啓 一 

   学 校 教 育 課 長    竹 尾 裕 之 

       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  新 谷 隆 太 

 

 

平成３０年３月２３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 

  教育長 平成２９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２９年度第１２回定例会議会議録承認 

（署名人：國本教育長，森田委員） 

 

３ 教育長報告 

本日は，皆様には出席いただき誠に感謝する。本日の会議は，専決処分の

報告，協議事項，報告事項，その他の内容となっているのでよろしくお願

いする。 

１月２９日，いじめ問題調査委員会の会議を開催し、委員の委嘱と富里市

の状況説明を行った。 

３０日，資料に記載はないが，大竹教育次長が，千葉県市長会より表彰さ

れた。 

２月２日，印旛地区教育委員会連絡協議会教育功労者表彰式が行われ，本

市からは浩養小学校の渡邊薫校長が表彰された。 

４日，富里市駅伝大会は，降雪の影響から中止となった。 

１４日，教職員の人事異動事務に伴う，２次面接が行われた。 

１６日，３月定例議会が開会し，３月１４日に閉会の予定である。 

１７日，とみっこ大学第１期生の修了式が行われた。 

２２日，創年セミナーの閉講式が行われた。 

２５日，柔・剣道大会が開かれたが，今回も剣道のみの大会となった。 

今後の予定は，３月１３日，中学校の卒業式。 

１６日，小学校の卒業式。 

３月２３日，教育委員会定例会議を予定している。 

 

４ 教育委員報告 

【委員】 

 ２月１６日，１月に雪で中止となった平成２９年度第２回教育

長・教育委員研修会が茂原市で行われ，教育委員全員で出席した。

この日は「更生保護」～立ち直りを支えるしくみ～について，法務

省千葉県保護観察所企画調整課長松川正徳氏による講演があった。

罪を犯した人は法律によって刑罰が科せられるが，刑期を終えた人

は，必ず社会に戻る。このような人が再び罪を犯すことなく，その

後の人生をしっかり生き抜くことができるよう立ち直りをさせ，支
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援していくことが更生保護の取り組みである。この更生保護は，保

護観察官と民間ボランティアの保護司との共同で進められているが，

この他にも多くの更生保護ボランティア団体と地域の関係機関が携

わるとのことである。なかでも，保護司のみなさんが，３６５日２

４時間無給のボランティアで更生保護を支えているということが，

大変な苦労があると思った。それでも再び罪を犯してしまう人が多

くいる。更生のために重要なのは，自分の居場所があるということ，

生活の糧となる仕事があるということ，悩み事が生じた時にそれを

相談する人がいるということの三つだそうだ。しかし，実際これら

を満たすことはなかなか難しい現状にある。今回の話を伺って，犯

罪や非行の無い社会にしていくということはもちろんだが，過ちを

悔いる人を，偏見を持たずに受け入れ，見守ること。やり直す機会

が与えられる明るい社会でなければならないと強く感じた。 

 

５ 専決処分の報告 

  【教育長】次に（1）行事の後援について生涯学習課長お願いする。 

  【生涯学習課長】報告第１号専決処分について，教育委員会行政規則第 

１２条の規定により，行事の後援について下記のとおり専決処分し

たので報告する。行事名につきましては，洗心地区ジャズコンサー

ト。主催者は，洗心地区まちづくり協議会。期日は平成３０年３月

１７日。場所は旧洗心小学校体育館。後援内容としては，名義使用

である。専決年月日については，平成３０年２月５日である。 

  【教育長】只今，説明があった。質疑はあるか。 

  【委員】後援については問題ない。今年度から旧洗心小学校が統廃合で閉

校となったわけだが，この旧洗心小学校を教育委員会がいつまで管

理するのか。 

  【教育総務課長】旧洗心小学校の管理をしている教育総務課から回答する。

平成２９年３月をもって統廃合による閉校をし，教育財産から普通

財産となった。本来この時点で普通財産を所管すべき部署に移管さ

れるべきものだが，実際の管理を行っていく上でノウハウが必要で

あるため，平成２９年度は教育委員会が管理を引き続き行っている。

平成３０年度も教育委員会が引き続き管理を引き受けるという認識

でいる。ただし，今後は市長部局の総務部が中心となって，後利用

を検討する組織を立ち上げる予定である。そこで結論が出ればしか

るべき部署に移管される。また，貸し出しについても平成２９年３

月まで学校施設であったということから，管理と合わせて貸し出し
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も教育総務課で行っている。学校施設を一般に貸し出す際のルール

として，学校施設の利用に関する規則を定めており，旧洗心小学校

についても，学校ではないが，個別にルールを定めることをせず，

他の学校と同じ規則を準用し貸し出しを行っている。平成３０年度

についても，同様に考えている。 

  【教育長】他に質疑はあるか。 

（なしの声あり） 

 

６ 協議事項 

【教育長】次に協議事項（1）平成３０年度とみさと教育プランの策定に

ついて事務局より説明を求める。 

  【教育総務課長】教育プランについては，富里市教育振興基本計画に沿っ

て毎年度策定している。平成３０年度版の素案ができたので，本日

ご意見をいただき，次回定例会にて上程する予定である。平成２９

年度の教育プランから変更した主要な部分について，各課から説明

する。 

【学校教育課長】道徳教育の充実について，平成３０年度より小学校で，

平成３１年度より中学校で道徳の時間が教科化され道徳科となる。こ

のような文言を必要事項として追加した。 

情報モラル教育について，平成２９年度の実績の内容を追記した。

特に親子ケータイ出前授業やＳＮＳ問題等がクローズアップされて

いるため，それに対応するような情報モラル教育の推進・充実を図

っている。 

体力向上に向けた取組について，平成２９年度の実績を追記した。

富里市としての体力向上策を体育主任研修会等で共通理解を図りな

がら取り組んでいく。富里第一小学校が公開研究会を終えたが，そ

の後も体育の充実に向けてまい進している。そのような取組を本市

の学校教育研究会の体力向上研究部研修会と連携を深めながら体力

向上策を共有していく。 

英語教育の充実について，平成３０年度から新学習指導要領の移

行期間として，小学校高学年では７０時間，中学年では３５時間の

外国語活動を行う。それに伴い，移行の期間として担当指導主事，

担当者会議，校長会等で授業のコマ取りの仕方について等を共通理

解しながら次年度以降に向けて頑張っているところである。外国語

指導助手・外国語指導補助員との連携の配置について，２９年度は
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コンコルディア大学の学生年間２回受け入れを行ったが，３０年度

については見送るということとした。 

個別指導補助員の配置について，今現在，特別支援教育の充実を

狙いとし，平成３０年度は１名増員を予定している。 

ジョイント・スクール推進事業の充実について，平成２９年度に

中央学園で元オリンピック体操競技選手を招いての講演会，北学園

での書道作品の制作活動，南学園での順天堂大学の学生を講師に招

いてスポーツ交流会を開催した実績を記載した。 

長欠者調査及び長欠担当者会議による早期対応について，長欠報

告の内容から「児童生徒理解・教育支援シート」を作成し，各校で

不登校解消に向けて当シートを活用したケース会議が開催できるよ

うにしていく新しい取組である。本市の長欠不登校問題をより丁寧

に，学校復帰を目指すために，ケース会議の有効な資料として活用

できるように「児童生徒理解・教育支援シート」を作成し，学校で

共通理解を図り，児童生徒のために役立てていくという内容を記載

した。 

教育相談の実施について，スクールカウンセラーを各中学校に 1

名ずつ平成２９年度と同様だが，小学校は３校に１名ずつと増員し

た。 

特色ある学校づくり事業の推進について，平成３０年度から幼稚

園を事業から外すこととした。以上である。 

【教育総務課長】続いて教育総務課より説明する。 

学校施設バリアフリー化の推進について，平成２９年度は，富里

中学校にエレベーター，多目的トイレ等，バリアフリー関係の工事

を行うための実施設計を行った。平成３０年度は，それらの工事を

行うため，変更した。 

【生涯学習課長】続いて生涯学習課より説明する。 

「とみっこ宣言」の周知・定着について，平成３０年度も地域，

学校，家庭と宣言を周知していき，定着させ，協同し子育てに取り

組めるよう支援していく。 

「とみっこ大学」の実施について，平成３０年度も引き続き，子

供たちに様々な創作活動や，理科・科学実験，環境学習を中心とし

た体験学習を実施していきたい。 

「とみさとザ・ワールドキッズ」＆「英語ふれあい Day」推進事業

の実施について，平成３０年度においても，子供たちが英語や外国

への興味・関心を持ち，さらには日本文化や「ふるさと富里」へ関
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心が高まるよう事業内容の工夫に努め，参加者がその効果を実感で

きるよう活動支援を行う。 

公民館の充実，適正な維持管理について，施設の老朽化が進んで

いるため，利用状況を踏まえ，中長期的な観点から施設の有効活用

を検討していきたい。また，長寿命化も含めた適正な維持管理の実

施に努めていく。 

サービスの適正化について，少子高齢化や人口減少の進行に伴う，

今後の利用需要の変化に対し，官民連携手法の活用を検討し，財政

負担の軽減を図りながら施設利用の多様なニーズにこたえられるよ

う努めていく。 

有形文化財の保護について，平成３０年度から財団法人藤崎牧士

史料館から寄贈を受けた県指定文化財や，日吉台小学校に仮展示し

ている民具などをより広く一般公開するため，旧保健センターを史

料館として活用するための整備を進めていく。国登録有形文化財で

ある「旧岩﨑家末廣別邸」については，引き続き建物および敷地の

適切な管理を市民ボランティアの協力を得ながら実施するとともに，

国交付金などの活用を図って歴史公園化を進めていく。さらに特別

公開などを通じて市民のさらなる関心を高め，小学校現場での歴史

教育教材として活用を推進する。 

各種文化財の実態調査について，平成２８年度から実施している

古文書しっかい調査を継続する。本調査は，「歴史文化基本構想」

の策定を視野に入れたものであり，民俗文化財調査等の成果と合わ

せて，将来的には富里市文化財保護マスタープランを見据えた中で

の調査を進めている。 

スポーツ・レクリエーション活動を中心とした生涯スポーツの普

及について，誰もが，いつでも，どこでも，気軽にできるスポーツ

の普及のため，スポーツ出前講座を実施している。今後も引き続き

実施していきたい。 

とみさとスポーツ健康フェスタの充実について，毎年好評を得て

いるノルディック・ウォーキングや野球教室，スポーツ推進委員に

よるチェアーエクササイズ，サッカー教室，これらを引き続き実施

していきたい。 

【教育総務課長】主要な変更点は以上である。 

  【教育長】補足説明する。とみさと教育推進の視点と図に記載しているが，

平成３０年度はとみさと教育プラン推進の視点としている。これは

富里から始まる事業名が多いことから混乱を招きやすいため，プラ
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ンを足した。同様にとみさと教育の指導指針の記載を，学校・園の

指導指針に変更した。以上である。質疑はあるか。 

【委員】幼稚園教員の指導力向上研修について，平成３０年度から幼稚

園指導要領が新しくなるが，平成２９年度から変更点がないままで

いいのか。 

道徳教育の充実について，例えばのところで，児童生徒の具体的

な内容も加えてみるのはどうか。 

事業名に親子ケータイ出前事業とあるが，最近はスマホという言

葉が多く使われることから変更してみてはどうか。 

【学校教育課長】道徳教育の充実については，担当と話をし，児童生徒

側の変容がわかるような内容に改善できるよう努める。親子ケータ

イ出前授業については，実際に携帯電話というよりスマートフォン

を持っている生徒が多いため，スマートフォンという言葉を使うほ

うが適切と思われる。しかし，この事業に参画する消費者センター

などの外部団体が「親子ケータイ出前事業」として扱っているため，

現段階ではこの標記で統一し，次年度以降改善していきたい。幼稚

園教育要領については，担当と確認し，新幼稚園教育要領に則った

内容になるように工夫したい。 

【委員】「遊・友スポーツランキングちば」について，市内の実施率を

伺いたい。また教育委員会として勧めているのか。 

   平成２８年度の給食残菜率は２０．３３％と記載があったが，以

前の資料に１９．７９％と記載がある。 

   有形文化財の保護について，民間開発件数が３００件から４６０

件に増えているが要因はなにか。 

【学校教育課長】「遊・友スポーツランキングちば」について，参加を

呼び掛けているが，時間があまり確保できていない現状である。富

里市教育委員会として，体育主任の研修会等で呼びかけはしている

が，強制はしていない。各学校の判断に任せている。また実施率は

次回回答する。様々な分野があるため，詳細を確認する必要がある。 

【学校給食センター所長】残菜率について，平成２７年度と平成２８年

度は，幼稚園を含んだ残菜率となっている。平成２９年度からは，

幼稚園を除いた残菜率となっているため，差が生じている。 

【生涯学習課長】民間開発件数が増加している要因について，主に宅地

件数が増加していることが要因となっている。 

【委員】「親子ケータイ出前授業」について，小学校６年生を対象とし

ているが，インターネットやスマホを持つ年齢が変化している。子
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供の発達段階に応じた指導を計画的に行ったほうがいいのではない

か。 

   英語教育の充実について，外国語活動の時間が小学校高学年では

７０時間，中学年では３５時間とある。今までの外国語活動の時間

は担任とＪＴＥ（外国語指導補助員）が連携して授業をしていたが，

来年度も同じ方向で考えているのか。もしそうであれば，ＪＴＥの

数が昨年度と同じで６名だが，人数は足りるのか。来年度について

だけでなく，今後のことを記載してはいかがだろうか。 

【学校教育課長】「親子ケータイ出前授業」対象児童の年齢の引き下げ

について，昨今のＳＮＳの状況や問題で取り扱いの低年齢化してい

るのも事実である。これについては，課の担当と先ほどのスマホと

合わせて協議したい。 

   英語教育の充実について，富里市において，ＪＴＥの有効な活用

を図り，新学習指導要領の移行期間ではあるが，先行実施という形

で各学年，外国語活動を行っている。平成３０年度から行う時間を

記載しているが，ＪＴＥの人数の変更はしない。校長の裁量により，

勤務の開始時間終了時間を調整することができるので，なるべく外

国語活動の時間が充実するように取り組んでいく。 

【委員】情報モラル教育の推進について，中学校進学を機に携帯電話を

所持させる家庭も多いと記載があるが，所持年齢の低年齢化の実態

を教育委員会は把握しているか。格差が生まれることはないか。 

   体力向上に向けた取組について，少子化に伴い，市内の学校合同

で部活動を実施している。教育委員会で推進，補助していることは

ないか。 

【学校教育課長】情報モラル教育の推進について，携帯電話の所持率は

後日回答する。 

   体力向上に向けた取組の中で，「遊・友スポーツランキングち

ば」は基本的には小学生が対象となっているが，市からの合同部活

動の推進・補助は市単独ではしていない。合同部活動に関しては県

の小中学校体育連盟の規約に基づいて行っている。実際に富里南中

学校と富里北中学校がやっている。他市町でも３校が合同で行って

いるところもある。それによって，新人大会は３校まで，総合体育

大会では２校までとそれぞれ細かく決まっている。これについて，

市教育委員会が手を差し伸べるようなことはしていない現状である。 

【委員】ブックトリップについて，指導する先生によってやり方が変わ

ってくると思うが，本に親しんでいる学校とそうでない学校が分か
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れてしまっているように感じる。実際に，学校図書館を利用して読

書活動をしていて，ブックトリップの本は読んでいないが，対象で

ない本は読んでいる。読書量が増えているということであれば，そ

れほど大きな問題ではないと感じた。読書量については，富里市教

育委員会で把握しているのか。 

【学校教育課長】図書の蔵書数と合わせて貸し出し数や読書量という数

は把握している。課に持ち帰り，後日回答する。 

【教育長】その他質疑はあるか。 

     （なしの声あり） 

【教育長】今回ここで指摘された内容について，各課に持ち帰り，再度検

討する。次に６協議事項（２）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事務局より説明を求める。 

【教育総務課長】本案は，文化芸術振興基本法の一部を改正する法律が平

成２９年６月に施行されたことに伴い，所要の改正を行うものである。

具体的な改正内容については，生涯学習課の文化資源活用室の事務分

掌（１）文化，芸術の振興に関することとしているが，文化芸術施策

に関することに改めるものである。改正された「文化芸術基本法」の

理念に基づく新たな施策の展開など，幅広い取り組みが可能となる。

本案につきましては，今回協議事項ということであるが，次回３月定

例会にて議案として上程する予定である。 

【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

   （なしの声あり） 

【教育長】次に協議事項（３）富里市立小学校及び中学校管理規則の一部

を改正する規則の制定について事務局より説明を求める。 

【学校教育課長】本案は，義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善

を図るための公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に

関する法律等一部を改正する法律による学校教育法の一部改正に伴い，

事務職員の職務について改正を行うものである。また，学校教育法施

行令の一部を改正する政令の施行に伴い，規則で引用している条項が

改正されたため，所要の改正を行うものである。富里市立小学校及び

中学校管理規則第４条１項の表の主事の職務について，「事務に従事

する」ことから「事務をつかさどる」に改めたものである。改正内容

としては，事務職員が主体的積極的に公務運営に参画するよう学校教

育法が改正されたことに伴い，事務職員の主事の職務を改正したもの

である。１９条の学期及び休業日については，大学を除く公立学校の

休業日として体験的学習活動等休業日を追加する。市町村または都道
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府県の教育委員会は，体験的学習活動等休業日を定めるにあたって，

家庭及び地域の教育体験的学習等の円滑な実施及び充実を図るため，

休業日を適切に分散させて，定めること等を講じることとする趣旨と

なっている。特に体験的学習等の休業日については，夏休みなどを学

校の長期休業の一部を別の時期に移し，親も一緒に休暇を取得するよ

うに促す。休暇の分散化，キッズウィークの導入に向け，施行規則を

改正する。これについては，次回３月定例会議にて議題として上程す

る。 

【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

   （なしの声あり） 

【教育長】次に協議事項（４）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事務局より説明を求める。 

【学校教育課長】本案は，義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善

を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の基準に

関する法律等の一部を改正する法律による学校教育法の一部改正に伴

う，富里市立小学校及び中学校管理規則の改正に準じ，事務職員の職

務について改正を行うものである。また，学校教育法施行令の一部を

改正する政令の施行に伴い，規則で引用している条項が改正されたた

め，所要の改正を行うものである。先ほどの小中学校の管理規則の改

正について説明したが，本協議事項についても，小中学校の管理規則

に準じて幼稚園の管理規則を一部改正するものである。内容も変わら

ない。これについても，次回３月定例会議にて議題として上程する。 

【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

   （なしの声あり） 

【教育長】ここで休憩とする。再開は１５時３０分とする。 

   （休憩） 

【教育長】再開する。次に協議事項（５）富里市いじめ防止基本方針の改

定について事務局より説明を求める。 

【学校教育課長】本案は，平成２９年３月１４日に「いじめの防止等のた

めの基本的な方針（文部科学大臣決定）」及び平成２９年１１月１５

日に「千葉県いじめ防止基本方針」を改定したことに伴い，富里市に

おいて「富里市いじめ防止基本方針」の改定を行うものである。内容

については，資料の新旧対照表を中心に説明する。 

   資料８８ページ法第２条定義について，ここでいう法はいじめ防止

対策推進法である。今回の改定では，けんかやふざけあいであっても

見えないところで被害が発生している場合もあるため，背景にある事
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情の調査を行い，児童生徒の感じる被害性に着目し，いじめに該当す

るか否かを判断するものとするとなった。一番大きな点は，今までけ

んかについては，いじめではないとしていたが，今回の改定では，け

んかやふざけあいであっても，その背景を十分に調査し，安易に見逃

すことのないようにするということである。また，ＳＮＳで悪口を書

かれた生徒がそのことを知らずにいる場合でも，書かれた本人が心身

の苦痛を感じていないかについても，加害行為を行った児童生徒への

指導はいじめと認知して対応をすると明記された。好意から行った行

為が意図せずに相手側に心身の苦痛を感じさせてしまったなど軽い言

葉で相手を傷つけたが，すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずし

て良好な関係を再び築くことができた場合でも，学校内において情報

を共有することが必要となる。このようにいじめの認知の在り方が，

大きく変更された。 

   ９２ページ下段では，いじめ防止等に関連する基本的な考え方にお

ける，特に配慮が必要な児童生徒への対応が明記されている。発達障

害を含む障害のある児童生徒へのいじめについて，教職員が個々の児

童生徒の障害の特性への理解を深めるとともに，個別の教育支援計画

や個別の指導計画を活用した情報を共有しつつ，児童生徒のニーズや

特性を踏まえた，適切な指導及び支援を行うことが必要となる。障害

のある児童生徒を軽視するようなことを見逃してはならないという体

制を整えるということが明記されている。 

   ９３ページ第２章いじめの防止等のために教育委員会が実施する施

策について，富里市いじめ問題調査委員会と富里市いじめ問題対策連

絡協議会を開催した。このような組織を設置するということが明記さ

れている。 

９４ページいじめの未然防止に関する取組については，道徳教

育・人権教育・体験活動の充実を行うこと。いじめ防止のための学

校の取組の推進。いじめを防止する情報モラル教育の推進。障害者

理解をすすめる特別支援教育の充実。いじめ防止基本方針の点検周

知。教職員に対して，いじめ防止に向けた研修の実施。生徒指導会

議での助言。の７点である。未然防止ということで，全児童生徒に

対し，共通事項を守りながら，いじめの未然防止を図っていくとい

う取組の徹底である。 

９８ページその他の事項について，学校評価におけるいじめ防止

等の取組状況，アンケート・個人面談の実施状況を評価項目に位置

付けることとなる。この位置付けについて，いじめ防止基本方針に
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基づき，年間を通じた，いじめの早期発見，事案対象，校外研修等

の取組を教育委員会が各学校に対して必要な指導助言を行うことと

なる。同時に日常の児童生徒理解，未然防止や早期発見，いじめが

発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応を各校に周知

徹底することが重要となる。 

１０３ページ，いじめに対する措置について，これまでも学校組

織で動き，情報共有することを取り組んでいるが，改めて教職員が

いじめの情報を学校内で情報共有しないことがいじめ防止対策推進

法の規定に違反しうることを明記した。法第２３条第１項は学校の

教職員，地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者

及び保護者は，児童等からいじめに係る相談を受けた場合において，

いじめの事案があると思われる時は，いじめを受けたと思われる児

童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする

としており，学校の教職員がいじめを発見し，また相談を受けた場

合には，すみやかに学校いじめ対策組織に対し，当該いじめに係る

情報を報告し，学校の組織的な対応につなげなければならない。す

なわち，学校の特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込み学校い

じめ対策組織に報告を行わないことは，同項の規定に違反すること

を意味する。１０４ページの事実確認と報告のところで，被害児童

生徒を徹底して守り通すとは，被害事実を担任等に相談したことが，

安易に加害者に漏れたりしてはいけないということである。要はい

じめを教職員または保護者が察知した場合は，必ず学校が全体で取

り組まねばならないということが法で定められていると再度認識し

てほしいということを明記している。見過ごしや見逃しは言語道断

であり，ただ一人だけでいじめ問題を対処してもダメだと学校組織

で取り組み，保護者も自分の子がいじめにあっているのではないか

と思ったらすぐに学校に報告しなければいけないとここには定めが

記載されている。 

１０４ページ当該児童生徒への支援と指導について，ここではい

じめの解消の定義について記載している。いじめは，単に謝罪をも

って安易に解消とすることはできず，いじめが解消している状態と

は，少なくとも２つの要件が満たされていることが必要としている。   

一つ目の要件は，いじめに係る行為が止んでいること。被害者に

対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相

当の期間継続していることの確認が必要ということである。ここで

いう相当の期間とは，少なくとも３ヶ月を目安とする。ただし，い
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じめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要とされる場合は，

この目安にかかわらず，教育委員会または学校の判断により，より

長期の期間を設定することになる。二つ目の要件は，被害者が心身

の苦痛を感じていないこと。いじめが解消しているかどうかを判断

することにおいて被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じて

いないと認められることが重要である。被害者及び保護者に対して

心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認し，学校は

いじめが解消に至っていない段階では，被害者を徹底的に守り通し，

その安全安心を確保する責任がある。解消している状態に至った場

合でも，いじめが再発する可能性が十分にありうることを踏まえ，

学校の教職員は当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒につい

ては，日常的に注意深く観察する必要がある。 

  【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

     （なしの声あり） 

 

７ 報告事項 

【教育長】（１）１月学校給食残菜率について事務局より説明を求める。

【学校給食センター所長】1 月も０．１７％ではあるが前年度を下回った。 

 新しい試みとしてリクエスト献立を加えた。これは９月に小学校

６年生と中学校３年生に各クラスから３つほど今まで食べた給食の

中で思い出に残るものを選んでもらい，それを１月２月３月で提供

する。 

  【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

     （なしの声あり） 

【教育長】（２）富里市ジョイント・スクール推進事業検証委員会報告に

ついて事務局より説明を求める。 

【学校教育課長】この報告については，１２月２０日の教育委員会議と総

合教育会議で案という形で報告した。今回は，現段階での報告をする。     

ジョイント・スクール推進事業について，「中 1 ギャップの解消」

「学力の向上」「人間関係力の育成」３つの観点について，関連する

データを基に検証し，成果と課題を出した。今回，４年間で報告をま

とめた。まだ小中連携について，研究していくべきことが多々あると

感じた。ここにあるように次年度からもう一度学園の在り方について，

各学園長を中心に明確にしていく必要があると考える。また，富里市

の児童生徒の学力向上に向けた小中合同の研修会を実施し，教職員の

資質向上を図っていく。各学園の推進組織が活性化されていないので
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もう一度組織の活性化を図る。以上のことが，改善策として出された。

こうした状況に鑑み，課題を解消にしていくには，施設一体型，又は，

施設隣接型の小中一貫校の開設が最善の選択であると思われる。例え

ば，施設一体型ならば出前授業についても容易に行うことができる。

つまり，小学生に対して中学校教員による教科担任制を導入すること

も可能となる。加えて，小中学校の教員が職員室を共有することによ

り，学習指導や生徒指導等の情報を交換し，児童生徒の教育にかかわ

ることができる。また，１年生から９年生による異学年交流等を推進

していくことにより，中１ギャップの解消はもとより，人間関係力の

醸成を図れる効果が期待できる。よって，本検証委員会としては，現

段階での将来的な展望として，ジョイント・スクール推進事業が最大

限に効果を上げるには，施設一体型，又は，施設隣接型の小中一貫校

の開設が望ましいという結論に至った。 

  【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

     （なしの声あり） 

  【教育長】次に「ブックトリップ」報告について，事務局より説明を求め

る。 

  【図書館長】平成２９年度ブックトリップ達成者数について，全小中学校 

    で２８．４パーセントの達成者が出た。なお，学校ごとにかなり差が

出ているという指摘もあるが図書館で達成する人が３割，残りが学

校での達成という結果である。規模が小さい学校であれば，学校全

体で取り組むことができると思われる。また，学校図書館の司書や

校長，教頭に図書館から質問ができるようにお願いしているが，今

後は学校全体で協力していただきたいと図書館からお願いしたい。

なるべく多くの子供達が本にふれあえる機会が増えるよう努力して

いく。 

  【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

  【委員】ブックトリップの活動について，小学生までは喜んで読んでいた

が，中学生になってからは，興味のある本がなかったため達成した

くても達成できなかった。選択肢を広げる等，中学生向けの見直し

をしてみてはどうだろうか。 

  【図書館長】ブックトリップのパスポートに記載している選定された本に

ついては，学校の図書室と図書館にある本，各学校で共通で持って

いる本の中から選んでいる、選択肢が狭まっている中で興味を持っ

てもらえるジャンルの本を選んでいきたい。 

  【教育長】他にあるか。 
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     （なしの声あり） 

  【教育長】月例報告について，事務局より説明する。 

  【教育総務課長】２月について，１６日に３月議会が開会し，会派代表質

問が行われた。２１日から２３日まで個人質問が行われた。２８日

は文教厚生常任委員会が行われる。３月について，２日に予算審査

特別委員会が開催される。教育委員会は７日に審査される予定であ

る。１４日が議会最終日である。次回定例会議は２３日午後２時か

ら本庁舎３階第３会議室で行う予定である。 

  【学校教育課長】２月について，５日に校長会議が七栄小学校で行われた。

９日に教頭会議が富里中学校で行われた。１３日１４日に千葉県公

立高等学校前期選抜検査が行われた。これについては，２０日に結

果発表が行われた。３月について，１日に千葉県公立高等学校後期

選抜検査が行われる予定である。結果発表は７日である。同日校長

会議を浩養小学校で行う。９日に校長面接を行う。１３日に市内中

学校の卒業式，１５日に市内幼稚園の卒園式，１６日に市内小学校

の卒業式が行われる。２０日に学校給食が終了し，２３日に修了式

である。２７日に教職員の辞令交付式，辞令伝達式が行われる。 

学校給食費徴収状況について，１月末現在の徴収率は，９７．９ 

９パーセントとなっており，対前年度０．４２パーセント増加して

いる。児童手当が支給され，一部または全部の納付が２７件あった

ため，徴収率向上を期待している。引き続き，徴収率向上に努めて

いく。 

校長会議について，学校運営について，１月の現状を振り返りな

がら話をした。１月については，児童生徒の交通事故０件，教職員

の交通事故０件，不祥事０件，不審者情報も０件ということで，非

常に大きな出来事がなかった。それを踏まえながら話をしたが，不

登校，長欠者が徐々に増えているので，今後とも児童生徒にきめ細

かく接し，いじめの重大事態に発展しないように留意してください

と話をした。いじめの重大事態の中に，生命心身財産重大事態と不

登校重大事態の２つがあるが，この不登校長欠に陥っている児童生

徒の要因がいじめであるのならば，これは３０日を目安としている

が，不登校重大事態になると話をした。合わせてこのようば場合に

は，いじめ問題調査委員に適切な報告をして，指導を仰ぐようにと

話をした。 

教育長面接・事務所一次面接について，富里市の人事構想と教育

事務所の考えを聞きながら富里市への教職員の異動がスムーズに行
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えるように，次年度以降の富里市教育がさらに発展できる人事がで

きるように情報交換をした。 

不祥事根絶について，マスコミで報道されている内容を一部知ら

せた。福岡県福岡市西区で発生した小学校３年生に対する体罰事案

について，これは事故ではなく，事件として扱われている。宿題を

忘れ，休み時間にやるよう担任が指示を出したが，従わなかった児

童に立腹した教諭が廊下の壁に押し付け，鎖骨を骨折させた。この

ような事案を例にした。校長は緊急保護者会を行った。場所につい

ての保護者からの質問に「教室前の廊下で行った。」と校長が説明

したが，報道では「先生はトイレに連れていき暴行をした。」と児

童へのインタビューから発表した。校長が説明責任を果たしている

内容とマスコミが報道した内容と大きく違っているということで，

ネットでは炎上し，暴行，傷害・虐待事件であると書き込みされた。

説明責任の重要性やマスコミ対応の万全の体制，事実確認の大切さ

などを伝えた。年度末に向け，不祥事防止の体制を強化に努めても

らいたいと話をした。 

最終退勤者の施錠時刻の現状について，働き方改革が叫ばれ，そ

れにかかわる数字を紹介している。４月１７日から２１日の最終施

錠時刻の小学校の平均が２１時３９分，中学校が２２時２９分で平

均は，２１時５４分である。だが，校長の努力や市教委の呼びかけ

等を行った結果，１月１５日から１月１９日について，小学校は２

０時３３分，中学校は２１時３７分と平均は，２１時０４分となっ

た。１時間短縮することができた。引き続き，業務のスリム化，超

過勤務等の労務管理については校長へお願いした。                         

  【学校給食センター所長】２月１４日ふれあい教室の児童と職員１４名が

給食センターを訪問し試食を行った。３月２０日が学校給食最終日

となる。同日，給食センター運営委員会の開催を予定している。 

  【生涯学習課長】３月２日に第３回旧岩﨑家末廣別邸保存活用整備検討委

員会を開催する。１３日に富里市外国語推進事業実施協議会合同会

議を開催する。 

  【図書館長】２月２０日から２４日まで図書館内約１９万冊の点検作業を

行った。３月は第３回富里歴史講座と春休み特別映画会と春のおは

なし会を予定している。 

  【教育長】報告が終わった。質疑はあるか。 

     （なしの声あり） 
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８ その他 

  【教育長】その他教育委員及び事務局から発言はあるか。 

  【学校教育課長】平成３０年１月２９日に開催した富里市いじめ問題調査

委員会について報告する。当日は委員６名のうち４名が出席し，富

里市いじめ問題調査委員会を開催した。今回は初めての開催という

ことで，委員長と副委員長の選出をした。議題としては，（１）い

じめ問題調査委員会の位置付けと趣旨について（２）富里市におけ

るいじめ防止対策について（３）富里市小中学校のいじめの現状に

ついて（４）いじめの防止等に向けた関係機関とのネットワークづ

くりについて，事務局より説明をし，意見交換した。委員より調査

委員会の役割や対応について意見や質問があった。また，いじめの

未然防止についても議論がなされ，重大事態とならないよう対策を

行うとともに，すみやかな情報の収集など緊急事態にも迅速に対応

できるような体制づくりなどの意見が出た。いじめ問題調査委員会

は，重大事態への対応が目的だが，委員からいじめの未然防止の重

要性や緊急時の対応について意見が出た。今後の対応に活用したい。 

     本日午前中に開催した平成２９年度第２回富里市いじめ問題対策連

絡協議会について報告する。富里市いじめ防止基本方針の改定

（案）について，事務局より説明した。議題としては，（１）富里

市におけるいじめ未然防止について（２）富里市小中学校のいじめ

の現状（３）いじめの防止等に向けた関係機関とのネットワークづ

くりについて（４）その他ということで説明及び意見交換を行った。 

  【生涯学習課長】平成３０年６月２４日開催予定の第３５回富里スイカロ

ードレース大会について報告する。申し込みについて，平成３０年

２月２２日から開始している。今回３５回記念大会となるため，新

たな試みを２つ行う。ふるさと納税による大会特別参加枠を設置。

これは富里市へ３万５千円以上ふるさと納税している方に参加枠１

名分進呈している。参加料は別途必要になるが，ふるさとチョイス

千葉県富里市ページより申し込みができる。もう一つは，大会Ｔシ

ャツにミズノ株式会社製を採用した。第２８回大会から第３４回大

会までの７大会で行っていたＴシャツプリントデザインの募集を行

わず，デザインもミズノ株式会社に依頼する。記念行事として大会

会場内に過去大会のＴシャツの展示を行う。 

     ２月２７日午前９時現在の一般申込状況について，トータル 
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９，１９８名の申込数となっている。ふるさと納税特別枠は１４名。

企業協賛特別枠は７２名７社ある状況である。特別枠での参加は別

途申込が必要である。 

  【教育長】説明が終わった。質疑はあるか。 

     （なしの声あり） 

 

９ 教育長閉会宣言 

  【教育長】以上で平成２９年度第１３回富里市教育委員会定例会議を閉会

する。 


