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令和元年度 第３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  令和元年６月２５日(火) 

         開会 午後２時 

  閉会 午後４時７分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  教 育 長  國 本 與 一 

         教育長職務代理者  森 田 惠 子 

委      員  會 田 直 子 

         委 員  田 口   明 

         委      員  川 口 泰 弘 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  門 澤 將 幸 

         教 育 総 務 課 長  中 津 義 孝 

         学 校 教 育 課 長   小 川 英 昭 

学校給食センター所長   池 内   実 

生 涯 学 習 課 長  梶 山 健 二 

   図 書 館 長  早 川 広 見 

 

５ 事務局職員  教 育 総 務 課  小 川 正 久 

 

令和元年７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】令和元年度第３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 

令和元年度第２回定例会議会議録承認 

（署名人：森田委員，川口委員） 

 

３ 教育長報告 

   本日は，皆様に出席いただき誠に感謝する。また，午前中は，教科書展

示会と給食の試食会にも参加をいただき御礼申し上げる。 

   幼稚園，小・中学校では，水泳指導の時期を迎えている。事故防止に努

めていく。 

本日の会議は，議案，協議事項，報告事項，その他の内容となっている。

会議が円滑に進むよう協力をよろしくお願いする。 

それでは，出席行事等について報告する。 

５月２９日，一般財団法人藤本武弘育英会より各中学校に楽器等の寄贈

があった。 

６月には，３日に市議会６月定例会が開会し，２１日に閉会した。 

５日，社会教育委員会議が開かれ，新たに任期２年間の委員の委嘱を行

い，委員長は引き続き再任となった。午後には校長会議を開催した。 

９日，富里スイカロードレース大会役員説明会に出席した。 

１５日，市ＰＴＡバレーボール大会が開催され，富里北中学校ＰＴＡチ

ームが６月２９日に行われる郡大会に出場することとなった。 

１７日及び１９日に，校長の目標申告について面接を行った。 

２３日，第３６回富里スイカロードレース大会が行われ，前日の準備は

雤に見舞われたが，当日は良いコンディションに恵まれ無事に終了した。

詳細については，生涯学習課長より改めて報告する。 

今後の予定では，印旛郡市民体育大会について，７月６日に総合開会式

が印西市で行われ，委員の皆様には１４日に応援をいただく予定となる

ので，よろしくお願いする。 

 

４ 教育委員報告 

  【委員】６月２３日，第３６回富里スイカロードレース大会に教育委員４

人で出席した。割と涼しい一日で，選手にとって走りやすいコンディシ

ョンであったと思う。今大会からは，３キロメートルと１０キロメート

ルの２種目となり，全国から約１万人のランナーが集まった。私たちは，
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３キロメートルと１０キロメートルのスタート，それから，給スイカ所

などの様子を見て回った。３キロメートルのスタート地点が昨年より先

に移動したことによって，小・中学生が待機しやすく，混雑が軽減され

たと思った。また，１０キロメートルにウェーブスタートが導入された

ため，スタート時や走行中の混雑が緩和され，今までより安全性が高ま

ったと感じた。給スイカ所では，たくさんのスタッフによりたくさんの

スイカが用意され，ボランティアも万全の態勢でランナーを出迎えてい

た。また，今までよりも混雑が尐なかったので驚いた。しばらく見てい

ると，半ばから後半になるとスイカを楽しむランナーが増えてきて，富

里スイカのおいしさを満喫しているようであった。１０キロメートルコ

ース難所の最後の上り坂では，地元の方のたくさん応援があり，ランナ

ーは最後の力を振り絞っていた。地元の方々の応援が力になったと思っ

た。それから，今年は，ボランティアを含むスタッフのＴシャツがオレ

ンジ色に変わり，一目で大会スタッフだとランナーからもわかって，質

問などをしやすく，多くのスタッフがこのレースのために対応している

ことがよくわかったようで，このＴシャツの効果は大きかったと思った。

また，多くの大会ボランティアをはじめスタッフの皆さんに，事前準備

から当日まで協力していただいたおかげで，無事にこの大会を終えるこ

とができたと感謝している。 

 

５ 議案 

【教育長】次に議案に入る。議案第１号富里市社会教育関係団体の認定の

取消しについて，事務局からの説明を求める。 

【生涯学習課長】資料３ページをお願いする。提案理由の説明の中に，団

体名称の誤りがあったのでお詫びする。「富里土筆会」から「書道土筆

会」へ訂正をお願いする。「書道土筆会」については，講師の体調不良

及び会員の減尐により解散の届出が平成３１年３月に提出された。また，

「双葉あみものサークル」については，会員の減尐により活動が困難に

なったことから，平成３１年４月に解散の届出があった。各団体の代表

者については，資料４ページに記載のとおりである。また，本案の上程

にあたっては，６月５日に開催された富里市社会教育委員会議において

意見を求めている。よろしく御審議の上，可決されるようお願いする。 

【教育長】説明が終わった，質疑があればお願いする。 

（質疑なしの声あり） 

【教育長】質疑がないので採決する。議案第１号について，原案のとおり

可決することに異議はあるか。 
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 （異議なしの声あり） 

【教育長】異議ないものと認め，議案第１号は原案のとおり可決した。 

次に，議案第２号富里市学校体育施設開放運営委員の委嘱について，

事務局からの説明を求める。 

【生涯学習課長】本案は，富里市学校体育施設開放運営委員の任期満了に

伴い，新たに委嘱したく提案するものである。１６名の委嘱案は，新任

が６名，再任が１０名となる。任期は，平成３１年４月１日から令和２

年３月３１日までの１年とする。よろしく御審議の上，可決されるよう

お願いする。 

【教育長】説明が終わった，質疑があればお願いする。 

（質疑なしの声あり） 

【教育長】質疑がないので採決する。議案第２号について，原案のとおり

可決することに異議はあるか。 

 （異議なしの声あり） 

【教育長】異議ないものと認め，議案第２号は原案のとおり可決した。 

 

６ 協議事項 

  【教育長】次に協議事項に入る。（１）平成３０年度教育委員会点検及び

評価（平成３１年３月末時点）について，事務局からの説明を求める。 

  【教育総務課長】教育委員会の点検及び評価については，地方教育行政の

組織及び運営に関する法律に基づき，教育委員会が毎年，教育委員会の

権限に属する事務の管理及び執行の状況について，自己評価を行うもの

である。また，教育に関し学識を有する外部評価者から意見・助言をい

ただき，点検・評価の客観性を確保するとともに継続して効果的な教育

行政の推進に努めるものである。資料は，とみさと教育プランに位置づ

けられた基本目標を実現するための施策・事業について，達成指標，達

成度，課題，改善点を明らかにして，必要性，有効性，効率性，方向性

の４つの観点を勘案し，各課等において自己評価を行った報告書の案で

ある。本日は，委員の皆様から意見等をいただき，内容を反映した後に

外部評価者の講評を添付した報告書を次回以降の教育委員会定例会議に

議案として上程する予定である。議決後は，点検及び評価の結果に関す

る報告書として，市議会に提出するとともに公表することとなる。それ

では，総合評価に変更のあったものなど，各課等の長から説明する。 

   始めに，教育総務課が所掌する事業について説明する。参考資料２４ペ

ージをお願いする。学校施設バリアフリー化の推進について，富里中学

校にエレベーター，階段昇降機，多目的トイレ，スロープ等を設置し，
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学校施設のバリアフリー化を進めた。平成３０年度目標を達成し，総合

評価をＡとした。 

  【学校教育課長】参考資料４ページの１番，道徳教育の充実では，平成

２９年度のＢ評価から平成３０年度はＡ評価とした。理由は，道徳の授

業公開が平成２９年度は７校であったところ，平成３０年度は１０校の

全校で実施することができたからである。５ページの４番，学力向上に

向けた取組では，平成２９年度のＢ評価から平成３０年度はＡ評価とし

た。理由は，平成２９年度の達成目標である県平均得点の９０パーセン

トの得点に対して達成率１００パーセントとした目標設定を見直し，平

成３０年度は，県平均得点の８５パーセントの得点に対して達成率９０

パーセントに変更し，達成することができたからである。６ページの５

番，「とみの国」検定の実施では，平成２９年度のＢ評価から平成３０

年度はＡ評価とした。理由は，合格率目標について，平成２９年度の小

学校の９５パーセントであったものを平成３０年度は中学校と同様の

９０パーセントに見直し，平成３０年度実績では，小・中学校ともに合

格率が向上したからである。１３ページの１９番，個別指導補助員の配

置では，平成２９年度のＢ評価から平成３０年度はＡ評価とした。理由

は，目標設定として，特別支援教育研修会への参加率を指標としていた

が，研修参加率自体は授業に大きく影響するものではないことから，平

成３０年度は指標を見直し，現状の個別指導員の配置状況を勘案し総合

評価をＡとした。２０ページの３３番，学校支援ボランティア活用の推

進では，平成２９年度のＡ評価から平成３０年度はＢ評価とした。理由

は，ボランティアの登録者数及び活用状況ともに目標に届かなかったか

らである。今後，学校で有効に活用されるよう周知等を図っていく。続

いて３４番，小児生活習慣病検診の実施では，平成２９年度のＡ評価か

ら平成３０年度はＢ評価とした。理由は，平成２９年度と比較して要医

療者割合が増加しているからである。検診後の対応が重要と思われるの

で，対策について検討していく。２３ページの３９番，情報共有システ

ムの活用では，平成２９年度のＢ評価から平成３０年度はＡ評価とした。

理由は，平成２９年度の目標設定は「まち comi」への加入率としてい

たところ，平成３０年は学校導入率へ変更し全学校が活用していること

から総合評価をＡとした。２４ページの４１番，学校と地域との連携に

よる防犯教室の実施では，平成２９年度のＢ評価から平成３０年度はＡ

評価とした。理由は，目標について，平成２９年度は幼稚園，小・中学

校での実施としていたが，平成３０年度では幼稚園，小学校での実施と

し，実施率が１００パーセントとなったことから総合評価をＡとした。 
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  【生涯学習課長】生涯学習課では，所掌する２３項目のうち総合評価をＡ

からＢへ変更したものが６項目ある。参考資料２５ページの学びを通し

た人づくり，まちづくりでは，生涯アシスト事業講師の利用の実績がな

かったことからＢ評価とした。３０ページの公民館サービスの適正化で

は，ホームページでの施設予約状況の公開を年間１２回の目標としてい

たが実績は６回となった。また，官民連携手法等の活用に関して，具体

的な調査・研究に取り組めなかったことからＢ評価とした。３４ページ

の有形文化財の保護では，指定文化財件数の目標を１件としていたが，

平成３０年度に指定の方向で進めていたものの，指定となる確証情報が

整わず指定に至っていないのでＢ評価とした。なお，このアップジョー

ンズが残したと言われる食器については，継続して指定に向けて取り組

みたい。３６ページのスポーツ推進員の資質向上を目的とした研修会等

への参加では，目標としていた研修会等の参加回数及び出前講座実施回

数を達成できなかったことからＢ評価とした。なお，ニュースポーツの

体験会は，資料のとおり４回実施している。３８ページのとみさとスポ

ーツ健康フェスタの充実では，参加者延べ人数の目標に届いていないこ

とと，内容に課題があることからＢ評価とした。３９ページのスポーツ

団体支援による活動の活性化では，目標に対して，教室の開催回数，全

国大会等への出場者数ともに達成できなかったことから，Ｂ評価とした。

なお，指標の全国大会等への出場者数については，今後，見直しを検討

したい。 

次に，３７ページの学校体育施設を含めた体育施設の効果的利用の促進

では，指標の学校体育施設利用団体の登録数は，資料のとおり８３団体

の実績であるが，体育施設の利用件数は，精査したところ８，３０５件

の実績となったので，この資料では総合評価をＣとしているものの，評

価をＢへ見直す検討をしている。 

   次に，ＢからＣに変更したものが１項目ある。３７ページの総合型地域

スポーツクラブの設立支援と育成について，既に富里南中学校区では設

置されているが，富里北中学校区と富里中学校区では進展がなかったこ

とから，平成３０年度の取組としてはＣ評価とした。 

最後に，ＢからＡに変更したものが２項目ある。２７ページの放課後子

ども教室の推進では，新規開設を目標としていた根木名小学校で設置す

ることができ，浩養小学校，富里第一小学校と併せて計画どおりに実施

することできたのでＡ評価とした。続いて，「とみっこ大学」の実施と

歴史・文化学習について，平成２９年度では，既に目標を達成していた
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ものの課題等があったことからＢ評価としていたが，平成３０年度では，

カリキュラムの進捗を含めて総合評価をＡとした。 

  【図書館長】参考資料３１ページのＩＴ化の推進について，当館は開館当

初からＩＣタグを活用し業務の省力化を図るとともに，ホームページか

ら図書の予約や貸出図書の確認，予約確認メールなどのサービスを提供

している。指標としては，ホームページのアクセス件数とインターネッ

トからの予約冊数を設定している。ホームページのアクセス件数では，

目標の６９，６００件に対して７４，０４２件の実績となった。ただし，

平成２９年度の目標値１９１，０００件から，平成３０年度は大きく変

更している。理由は，ホームページのアクセス件数について，民間企業

が提供する解析サービスを利用してきたが，平成２８年度に仕様の見直

しがあり，それまでのアクセス件数が二重にカウントされていたことが

判明したため，適切な数値に戻したことによる。インターネットからの

予約冊数については，平成２９年度実績が１３，６８８冊であり年々増

加傾向にあったため，平成３０年度では，目標を１３，０００冊に設定

したが，実績は１２，５７７冊にとどまっている。これは，インターネ

ットを利用した予約サービスの対象となる図書は所蔵しているものとな

るため，新規図書の割合が影響していると考えている。このため総合評

価は，平成２９年度のＡから平成３０年度はＢとした。 

  【教育長】説明が終わった。質疑があればお願いする。 

  【委員】５ページの３番，体力向上に向けた取組に関して，総合評価がＡ

で，課題・改善点の中で参加率が増えているという表現があるが，指標

では，参加１０校の目標に対し実績は７校の７０パーセントということ

になっている。参加率の捉え方が評価に影響していると思うが，総合評

価をＡとした理由の説明をお願いする。 

  【学校教育課長】千葉県教育委員会で行っている「遊・友スポーツランキ

ングちば」については，チームで参加をするような競技もたくさんあり，

資料の参加率の向上は，チーム数が増えているということで，同じ学校

の中でも，例えば，今まで３チームしか参加してなかったのが５チーム

６チームと増えているという部分を参加率の上昇と記述している。ただ，

目標を学校数としているので，総合評価については，再度検討したい。 

  【委員】１２ページの１８番，ライフサポートファイルの活用について，

指標が，小・中学校の特別支援コーディネーター対象の研修会回数とラ

イフサポートファイルについての伝達講習開催学校数となっているが，

評価にあたっては指標を見直した方がいいと思う。 
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  【学校教育課長】ライフサポートファイルを活用するためには，有効な活

用方法等を特別支援のコーディネーターがしっかりと理解していなけれ

ばいけないという視点で，指標をこういった形にしている。今後，指標

については，再度検討を行っていきたいと思う。 

  【委員】１６ページの２６番，教育相談の実施について，教育相談員２名

が週３日の勤務で，相談件数６００件以上ということは，かなり多忙な

状況の活動と思われる。不登校やいじめ等に対応する支援体制について，

その原因の把握，その状況に基づいて，体制を確立し強固なものにする

など，そういうところはどのような考えか。 

  【学校教育課長】今ここでは，いじめの具体的な理由などの個別データを

持ち合わせていないが，相談等の件数が増えているので，対応を２名で

行うということは非常に大変な部分がある。相談や支援体制について，

学校で対応をしきれない部分を対応しているというところがあるので，

さらに検討を重ねて，よりよい体制を探っていきたい。 

  【委員】続きになるが，教育相談員にたくさんの家庭訪問や相談をいただ

き，ありがたいことであると感じている。これほど実施していただいて

いるにも関わらず，学校復帰やふれあいセンターの通学等までにはつな

がらないという状況は，その原因がどういうところにあるのか，もう尐

し探っていく必要があると感じた。よろしくお願いしたい。 

  【委員】２２ページの３８番，給食残菜問題への取組について，平成３０

年度の実績が，月例報告の数値と若干異なるのはなぜか。 

  【学校給食センター所長】２２ページの１８．３２パーセントの数値は，

幼稚園を含めた給食全体の残菜率である。月例報告の資料については，

小学校と中学校の残菜率となるので，差が生じている。 

  【委員】３８ページの７０番，とみさとスポーツ健康フェスタの充実につ

いて，大きなイベントとして１０月に実施しているが，総合型地域スポ

ーツクラブの設立支援と育成に関連させて，既存のスポーツだけでなく

軽スポーツやニュースポーツの紹介の場などとして，例えば，小規模に

年２回から３回，気軽に参加できる場をつくれば，総合型地域スポーツ

クラブの裾野を広げることができると思う。 

  【生涯学習課長】３６ページの下段を見ていただきたい。軽スポーツ等の

紹介について，スポーツ推進員により「ニュースポーツ体験会」を年に

４回実施している。平成３０年度は，市政協力員回覧等で事前に周知の

上，７月，９月，１２月，３月に社会体育館を会場にスポーツ推進員が

主体となって開催された。午後７時から２時間程度の開催となったので，

仕事帰りの参加者も見受けられた。 
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また，とみさとスポーツ健康フェスタについては，誰もが気軽に参加し

たいと思うイベントになるよう，提案のことも含めて検討していきたい。 

  【教育長】他に，質疑等があればお願いする。 

   （なしの声あり） 

【教育長】他に質疑等がないので，本協議については，本日の内容を踏ま

え事務局で調整することとする。次に，協議事項（２）幼児教育につい

て，事務局からの説明を求める。 

  【学校教育課長】今年度の幼稚園関係の状況と今後の幼児教育の課題等に

ついて説明する。資料９ページを見ていただきたい。まず，人口動態と

学齢前児童数について，上の表の上段に市の人口を記載している。その

下が０歳から５歳児までの学齢前児童数である。この学齢前児童数をグ

ラフ化したものが下のグラフになる。市の人口については，微増，微減

の年があるもののほぼ５万人を境に横ばい状態である。それに比べて，

０歳から５歳児までの児童数は，減尐が続き，尐子化は否めない状況に

ある。 

続いて１０ページを見ていただきたい。今年度の就園率等を記載してい

る。（１）の幼稚園就園率は，富里市立幼稚園とこども園の１号認定，

私立幼稚園の３歳から５歳までの合計の就園率の表となっている。この

表からは，年齢が上がるに従って就園率が高くなっていることがわかる。

その下の①は市立幼稚園の表である。この表では，定員に対する在園児

数を記載している。浩養幼稚園は，５０人の定員に対し現在２３人の在

園児数で，昨年度と比較し５人の減となっている。富里幼稚園は１４０

人の定員に対して１１３人の在園児数で，昨年度と比較して１１人の減

となっている。②の市内の私立幼稚園では，日吉台幼稚園については，

園舎の建て替えなど園児募集に向けた新たな取組を行った影響からか，

園児数は昨年度より３５人の増となっている。在園児は，全体的には尐

子化の影響もあることから，公立・私立ともに定員数までには至ってい

ない状況である。 

   続いて，（２）の保育園就園率については，認定こども園の２号認定を

含む保育園の合計の就園率の表である。年齢が上がるごとに就園率は低

くなっている状況である。幼児全体の就園率については，（１）の幼稚

園と（２）の保育園を合計したものとなるので，３歳では７５．４パー

セント，４歳では９６．１パーセント，５歳では９４．５パーセントと

なる。 

就園率全体では，年齢が上がるほど高くなっているが，４歳，５歳と比

較して３歳の就園率が低いことがわかる。公立幼稚園は３歳児を受け入
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れていないので，そのような状況も影響していると思われる。続いて，

参考として次のページの３のグラフを見ていただきたい。市内幼稚園の

園児数の推移のグラフとなる。市立幼稚園の在園児の推移については，

今年度は昨年度と比べ，在園児数が減尐している。４歳児においては減

尐が続いている状況である。それに対して，（２）の私立幼稚園の在園

児数の状況については，全体では昨年度と比べ，今年度はわずかに増え

ている状況である。日吉台幼稚園は，先ほど説明したとおり今年度の園

児数が大幅に増えている。平成３０年度に日吉台幼稚園は，４歳と５歳

の定員を１０人ずつ減らしているので，グラフの定員の部分は減となっ

ている。園児数の推移については，尐子化のほか，認定こども園の設立，

私立幼稚園等の状況や保護者ニーズの変化等，様々な要因により変動し

ているところもある。この後に説明する「幼児教育の無償化」による影

響も考えられることから，今後の就園状況が，どのような方向となるの

か動向に注視していきたいと思う。 

   続いて１２ページを見ていただきたい。４の幼小連携について，現在，

幼小連携の核となっている浩養幼稚園と浩養小学校については，昨年度

に浩養幼稚園と浩養小学校職員へのアンケートを実施し，現状では幼稚

園と小学校に良好な関係が保たれ，施設一体型の幼小連携のメリットが

大きいと職員が感じていることが確認できた。一方で，施設利用の際に

相互に調整が必要となるなど，施設一体型によるデメリットが出てきて

いる部分もある。また，浩養小学校の教室不足が懸念されるなど，課題

があることもわかってきたところである。今後，富里幼稚園も含めて，

幼小連携の課題を整理し，検討を行っていく。 

   次に，５の幼児教育の無償化については，現在，１０月の実施に向けて

準備を行っているところである。実際の準備はこれからとなるが，詳細

については情報が入り次第報告する。無償化の影響については，公立幼

稚園にも何らかの影響があると思われる。私立の幼稚園・保育園等も含

めて動向を注視していく。 

 最後に，６の今後の幼児教育について，先ほど申し上げた幼小連携の課

題や尐子化への対応など，幼児教育を取り巻く状況が変化をしている。 

このような状況で，幼児教育の無償化が実施され，就園状況にも影響す

るものと思われる。公立の幼稚園においても，園児数の減尐などのほか，

様々な面から今後の対応について検討を行い，必要に応じて運営の見直

しなどの対応を行っていきたいと思う。今後も，関係部署との情報共有

と連携を図り，富里市の幼児教育の在り方について検討を行い，必要な

対応を行っていきたい。 
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  【教育長】説明が終わった。質疑があればお願いする。 

  【委員】１１ページのグラフの２番，私立幼稚園在園児数推移について，

在園児は定員の約半分で推移しているが，この場合，公立の幼稚園児の

全員が，私立の幼稚園に移ったとしても人数的には吸収可能と考えられ

るが，私立幼稚園の在園児数が倍増するような場合，教職員数などの問

題は考えられないか。また，市内の私立幼稚園は，全てが市内中央から

北部に位置しているが，例えば，南部地域の子供たちを送迎するような

場合，その対応が気になる。 

  【学校教育課長】ただいまの意見については，私立幼稚園の運営に関わる

ことなので，教育委員会としての回答は控えたいと思う。 

  【教育長】他に，質疑等があればお願いする。 

   （なしの声あり） 

【教育長】他に質疑等がないので，本協議については，本日の内容を踏ま

え事務局で調整することとする。次に，協議事項（３）小中一貫教育に

ついて，事務局からの説明を求める。 

【学校教育課長】資料１３ページをお願いする。平成２６年から継続して

いる「ジョイント・スクール推進事業」も６年目に入り，一定の成果を

あげている。開始当初から「期待される成果」として，中１ギャップの

解消，学力の向上，人間関係力の育成を想定していたが，中１ギャップ

の解消については，不登校者数の減尐や学校が楽しいと考える子供の割

合が多いこと等で成果を上げている状況である。人間関係力の育成につ

いても，小学校６年生と中学生との交流事業等で中学校入学後にいじめ

件数の減尐が見られ，友達と活動することに楽しさを感じている子供の

割合が多いことからも一定の成果を上げている。しかしながら，学力の

向上については，中学校１年生の学習に対して主体的に取り組んでいる

割合が高いものの，学力調査の結果にはなかなか反映されていない。こ

の課題を解決するには，指導方法について小・中合同の研修や９か年を

貫く教育課程の編成が必要となってくる。小中一貫教育を進めていく場

合には，一般的には，第１段階として，教育課題等の検討を契機として

小中一貫教育について議論し，第２段階として，構想や計画等について

の研究協議組織を設置し検討する。第３段階として，基本構想や方針の

決定及び内容の普及啓発，第４段階として，構想や方針に基づく実施計

画の策定，第５段階として，一貫教育の導入，第６段階として，取組の

評価・検証というような手順を踏んでいる。富里市の現状では，小中一

貫教育に関する議論を進めている第１段階であり，構想や計画等につい

ての研究協議組織を設置し検討する第２段階に移行するには，もう尐し
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議論を要する状況である。特に，小中一貫教育を実施するには，小・中

学校の教員が「めざす子ども像」を共有し，９年間を通じた教育課程を

編成し，系統的な教育を目指さなければならず，現状では，そこまで踏

み込んだ議論がなされていない状況にある。加えて，「義務教育学校」

を想定するか，現行の小・中学校のまま一貫教育を進めるのか，施設面

においても分離型，隣接型，一体型があり，その方向性も議論する必要

がある。次の１４ページから添付している「富里市ジョイント・スクー

ル推進事業検証委員会報告書」において，ジョイント・スクール推進上

の課題を解決していくには，「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」とされているが，富里市として目指す小中

一貫教育の方向性を教育委員会でしっかりと内部協議を行い，構想・計

画等を検討していきたいと考えている。１３ページに記載のとおり，今

後の予定としては，今年度は検討が必要な事項の精査をすること，令和

２年度には教育委員会内で方向性をはっきり定めること，令和３年度に

は外部有識者，市内の小・中学校長等を委員として富里市の考える小中

一貫教育の内容を報告書にまとめる予定である。 

【教育総務課長】学校施設を整備する担当課として補足説明をする。平成

２９年度に実施された総合教育会議においては，「ジョイント・スクー

ル推進事業は，本市の総合戦略にも掲げている事業であり，この戦略に

掲げる基本目標の１つとして，次代を担う子供を育む学校教育・幼児教

育の推進を図るための事業であり，今後の進捗，また，取り組みの発展

を期待し，引き続き取り組んでいただきたい。」と，市長から発言があ

った。また，平成３０年１２月の市議会の一般質問となった「日吉台地

区の小中一貫教育の取組について」では，「富里北学園は小・中学校を

統合しやすい環境にある」という教育長答弁をしている。北学園が小・

中学校を統合しやすい環境にある理由としては，北学園の就学区域にお

ける多くの子供たちの通学距離が小学校で概ね４キロメートル以内，中

学校で概ね６キロメートル以内であるので，文部科学省が作成した「小

中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き」において示される小

中一貫型小学校・中学校における通学距離の範囲内であることと考える。 

 その一方で，学校教育法施行規則に基づく学級数の標準は，小・中学校

それぞれが１２学級以上１８学級以下とされている。本年５月現在の富

里北中学校は７学級で，標準学級数を満たしていない。今後，６から７

学級で推移するものと思われる。日吉台小学校は１３学級で標準学級数

を満たしているが，今後，標準学級数の下限に近い１２から１３学級で

推移するものと思われる。現在の北学園の枠組及び就学区域で，学級
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数・学校の規模という要素を考慮すると，今後の人口推計や就学区域の

見直しなど，慎重な議論が必要と思われる。先ほど学校教育課長から説

明があったように，小中一貫教育については，義務教育学校と小中一貫

型小学校・中学校があるが，９年間の学びを支える小中一貫教育のメリ

ット，デメリットをそれぞれ考慮して，どのような教育課程を編成し，

系統的な教育を目指していくかなど，本市で進める小中一貫教育の在り

方についての議論が十分ではない。したがって，既存の学校施設を利用

するのか新設とするのか，新設とする場合にも施設一体型，施設隣接型，

施設分離型のうち，どの学校施設の形態として計画するかという段階に

は至っていないのが現状である。本市としてどのように９年間を一貫し

た系統的な教育を行うかについての議論を深めていくことが必要である

と思われる。今後は，学園の活性化を図ることを含めた議論が深まり，

どのような小中一貫教育を行うか決定された後には，学校施設を整備す

る担当課として，小中一貫教育を行うのに適した施設として学校運営が

できること，児童・生徒の発達段階に応じ，安全性を備えた施設環境の

確保に向けて，進めていきたいと考えている。 

【教育長】説明が終わった。質疑があればお願いする。 

【委員】小中一貫教育について，メリット，デメリットなどを伺いたい。 

【学校教育課長】平成２０年に学習指導要領が改定されたときに，小学校

の学習指導要領に中学校の学習指導要領の全文が載り，中学校の学習指

導要領にも小学校の学習指導要領の全文が載った。これは，互いの学校

の目標等を把握した上で指導をすべきという，文部科学省の意図であっ

たと思うが，そういった部分から，小学校と中学校が連携をして指導す

る必要性が出てきた。そういった中で，いわゆる連携教育を進めていく

と，どうしても限界が出てくるところがあり，小中一貫教育を法律で認

められるような形にしてほしいという声が高まり，平成２７年に学校教

育法が改正され，義務教育学校の設置が可能となるようになった。義務

教育学校のメリットとしては，１名の校長が１つの教職員の組織で指導

を行うことができるということ，９か年の系統性を確保した教育課程の

編成実施ができるということ，それから，教育課程上の特例により，新

しい教科の創設や指導内容の入れ替えが可能になってくることなどが挙

げられる。裏を返せば，それらが，従前の小学校，中学校に分かれてい

るときにはできなかったことなので，小・中学校が分かれていることの

デメリットになる。また，義務教育学校になったときのデメリットを考

えるとすれば，本来，小学校，中学校がそれぞれの学校段階で持ってい

た教育効果を重視することができなくなってしまうということが挙げら
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れると思う。それから，子供たちの意識から考えると，小学生が中学生

に抱く憧れや期待などが，一貫校にすることによって小・中学生が一緒

にいるようになることから，昔のように強くは持てなくなるのではない

かとういうようなデメリットが挙げられる。 

【教育長】他に，質疑等があればお願いする。 

（なしの声あり） 

【教育長】他に質疑等がないので，本協議については，本日の内容を踏ま

え事務局で調整することとする。本日は，協議事項が（１），（２），

（３）とあった。これまでの協議事項を踏まえて，意見等があればお願

いする。 

【委員】まず，幼児教育について，現状の認識と色々な課題を抱えている

ことは理解できた。ただ，その課題解消に向けて，どのような手順で検

討して行くのかというようなところが，若干不明確ではないかというふ

うに思う。次に，小中一貫教育について，これまでの検討経過と今後の

手順について，説明によってよくわかった。ただ，ジョイント・スクー

ル推進事業検証委員会の報告の中に，施設一体型または施設隣接型の小

中一貫校の開設が最善の選択であるというようなまとめがあり，先ほど

の説明で，令和３年度に小中一貫教育構想検討委員会を設置し，学校管

理職や外部有識者により構想・計画を協議して報告書をまとめていくと

あったが，そこで報告書をまとめていくという方向性については，委員

でもう一度，協議を行いたいと思う。 

【教育長】委員から教育委員で協議を行いたいという申出があった。他の

委員はいかがか。改めて協議を行うこととしていいか。 

 （異議なし） 

【教育長】他の委員にも同意をいただいたので，委員で協議する場を持ち

たいと思う。改めて日程等を調整するのでよろしくお願いする。 

 

７ 報告事項 

【教育長】次に報告事項に入る。報告事項（１）空調機設置事業の進捗に

ついて，事務局から説明をお願いする。 

【教育総務課長】まず，普通教室における空調機設置率が一番低い富里北

中学校区の日吉台小学校及び富里北中学校を優先して設計を進めてきた。

富里市立日吉台小学校及び富里北中学校空調機設置工事について，電気

とガスの空調方式を検証したところ，工事費はガス方式の方が高くなる

が，光熱水費・メンテナンス費用を含めたランニングコストはガス方式

の方が安く，約８年を経過するとトータルコストとしてガス方式の方が
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安価になる。したがってガス方式を採用した。工事については，６月３

日に入札公告を行い，工事の予定価格は，１億６，０１０万円となった。

予定価格が１億５，０００万円以上となったので，地方自治法及び地方

自治法施行令の規定により，契約の締結にあたっては，議会の議決が必

要な案件である。開札は１７日に行われたが，入札金額は調査基準価格

の税抜き１億４，４０９万円を下回る価格であった。調査基準価格を下

回った場合，入札金額によって工事契約内容に適合した履行がなされる

かを確認する必要があるので，入札者を低入札価格調査対象者として調

査を実施することになった。したがって，落札候補者として決定する段

階には至っていない。また，この調査により必ずしも対象者が落札候補

者とならない場合があることから，現段階で調査対象者の会社名，入札

金額等については公表を控えている。低入札価格調査が終了し，落札候

補者が決定された後には，契約締結に向けて進め，仮の契約書を締結す

る準備が整い次第，議会における議案を御審議いただけるよう，７月の

早い段階での議会開催について，市執行部と調整を図り進めていく。 

 次に，今後の入札予定について，富里第一小学校と根木名小学校は，都

市ガスが利用できない区域であるので，電気・ガス方式の比較検討を行

わず設計が進み，７月入札を目指している。その次の入札予定では，富

里小学校と七栄小学校，富里中学校と富里南中学校，それぞれの組み合

わせで２件の８月入札を目指していく。２校を組み合せて１つの入札案

件として考えているが，今後の入札結果などにより，２校で１つの入札

ではなく，１校ごととする方が応札の可能性が高くなる状況があれば，

そのようにしていく考えもある。今後のいずれの入札も工事請負契約の

予定価格が１億５，０００万円未満となる見込みであるので，契約を締

結するに先立ち，議会の議決は必要がない。以上，報告する。 

【教育長】説明が終わった。質疑があればお願いする。 

 （なしの声あり） 

【教育長】次に，報告事項（２）月例報告について，教育総務課長から順

次お願いする。 

  【教育総務課長】６月の行事等については記載のとおりである。７月は，

２３日に第４回教育委員会定例会議の開催を予定するので，よろしくお

願いする。 

【学校教育課長】６月５日に校長会議，１１日に教頭会議を開催した。本

日より北総教育事務所の学校訪問が始まり，７月１８日の富里小学校と

七栄小学校が最終となる。７月については，１日に校長会議，５日に教

育支援委員会，１８日に学校給食センター運営委員会を開催する予定で
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ある。学校では，１９日に終業式を迎え，夏季休業となる。２５日に社

会科副読本編集委員会議，２９日から８月２日まで「きょうざん塾」を

開催，７月３０日には不祥事根絶研修と教育講演会を教職員向けに行う

予定である。 

 次に，令和元年度分学校給食費徴収状況ついて，５月３１日現在，徴収

率は９２．８６パーセントで，前年同期比１．０７ポイントの増となっ

ている。引き続き徴収率の向上に努めていく。 

 次に，資料２４ページをお願いする。６月５日の校長会議では，主に学

校運営，教職員の服務，連絡事項の３点を説明した。学校運営について

は，小学校４校の運動会の安全な実施，様々な工夫について感謝を伝え

た。中学校については，３校とも修学旅行が終了して非常によい旅行で

あったことについて感謝を伝えた。５月の現状として，交通安全に関わ

る継続した指導と不登校児童・生徒の状況把握，丁寧な対応についてお

願いした。教職員の服務については，北総教育事務所の管理課長から話

のあった７点を資料に記載し報告した。特に不祥事防止については，他

人事と思わず自分事として捉えさせること，想像力を働かせること，計

画的・体験的な研修の実施，教職員の異変に気づく声をかけやすい環境

をつくることの４点に重点を置いてお願いした。それから，療養休暇，

休職に関して，別冊資料を参考に事務処理のお願いをした。連絡事項に

ついては，６月市議会の一般質問の内容を伝え，共通理解を図った。そ

の他は，資料に記載のとおりである。 

  【学校給食センター所長】資料２５ページの学校給食学校別残菜率につい

て報告する。５月分の残菜率は，前月比５．３１ポイント増加している

が，前年度比では３．３１ポイント減尐している。今年度５月には，比

較的安定した天候が続いていたため，児童・生徒の食欲の減退が尐なか

ったと思われる。また，前年度には，感染性胃腸炎の発生があり，欠席

する児童が多くいたことも影響している。 

  【生涯学習課長】資料２６ページをお願いする。社会教育班及び文化資源

活用室の行事等については，記載のとおりである。続いて２７ページは

スポーツ振興室の関係行事となる。冒頭の第３６回富里スイカロードレ

ース大会ついては，後ほどのその他として説明する。７月の予定では，

郡市民体育大会について，１４日に選手の応援を予定している。前日に

組み合わせ等が決まるので，その状況を踏まえて応援する競技等を相談

したい。委員の皆様には，事前にアンケートをいただいているが，組み

合わせによっては，そのとおりにならない場合があるので了承をお願い

する。 
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  【図書館長】資料２８ページをお願いする。まず，５月から開始していた

小学校１年生を対象とした学校訪問は，６月１４日に終了している。図

書館の利用状況は，記載のとおりである。７月には，夏休み向けの行事

を予定している。また，図書館だより６月２６日号は，明日の市政協力

員回覧で配布し，各学校へは掲示用の配布を予定している。 

【教育長】各課等からの報告が終わった。質疑等があればお願いする。 

（なしの声あり） 

 

８ その他 

【教育長】次にその他に入る。その他として，何かあればお願いする。 

【生涯学習課長】第３６回富里スイカロードレース大会を無事に終えるこ

とができた。また，教育委員の皆様には早朝より参加をいただき感謝を

申し上げる。それでは，実施結果について説明する。当日１０時現在の

気象状況について，天気は曇り，気温は２２．３度，湿度は７９パーセ

ントであった。参加対象者数は１０，５５９人，出走者数は９，５０１

人，この出走者数には，１０キロメートルの部で第１スタートと第２ス

タートを取り違えたなどでオープン参加となった６３名は含まれていな

い。完走者数は，９，４７２人であった。また，病院搬送者数について

は，総数６名であった。なお，この中には出走前に具合が悪くなった１

名が含まれている。そして，６名のうち５名は当日のうちに退院され， 

うち１名は熱中症の症状で入院となったものの翌日の午後には退院され

ている。 

【教育長】委員の皆様には，富里スイカロードレース大会に協力をいただ

き御礼申し上げる。その他として，他に何かあればお願いする。 

（なしの声あり） 

 

９ 教育長閉会宣言 

【教育長】以上で，令和元年度第３回富里市教育委員会定例会議を閉会す

る。 


