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令和元年度 第５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８月２７日(火) 

         開会 午後２時 

  閉会 午後４時２１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９月２７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５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４回定例会議会議録承認 

（署名人：森田委員，田口委員） 

 

３ 教育長報告 

   本日は，皆様に出席いただき誠に感謝します。 

幼稚園，小・中学校はそれぞれ夏休み中であるが，特に問題なく子供た

ちは生活しているようである。学校では，８月１９日に閉庁期間が終了

し，２０日からは日直が勤務している。 

本日の会議は，専決処分の報告，議案，協議事項，報告事項，その他の

内容となっている。会議が円滑に進み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。 

７月２７日，水泳大会の予定であったが台風の影響により中止となった。 

   ３０日，夏休みの恒例行事となっている不祥事根絶研修会と教育講演会

に出席した。 

８月２３日，相川堅治市長の退任式が行われた。４期１６年の在職とな

った。慰労と感謝を申し上げる。 

２６日，五十嵐博文市長が初登庁された。また本日，教育委員の皆様に

は，新市長と面会いただき御礼を申し上げる。 

今後の予定について，９月は，学校等の授業が再開し，中学校の体育祭，

幼稚園・小学校の運動会が開催されるので，出席をお願いする。 

 

４ 教育委員報告 

  【教育長】報告があればお願いする。 

   （特になしの発言あり）  

 

５ 専決処分の報告 

  【教育長】次に，専決処分の報告を行う。報告第 1 号専決処分の報告につ

いて，事務局からの説明を求める。 

  【生涯学習課長】報告第１号について説明する。資料２ページをお願いす

る。後援の行事名は「こども＆国際交流キャンプ」，主催者は平成２９

年設立の「こども防災協会」，期日と場所については，資料のとおり今

年度内に４回に分けて開催する予定となっている。なお，参加対象は，
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小学校１年生から６年生までで，定員は各回３０名から６０名程度とな

っている。後援内容は名義使用，専決年月日は，令和元年７月２６日で

ある。 

  【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，報告第２号専決処分の報告について，事務局からの説明

を求める。 

  【生涯学習課長】報告第２号について説明する。資料３ページをお願いす

る。後援承認の専決処分について，行事名は第２６回定期演奏会，主催

者は，音葉ウインド・オーケストラで，設立の昭和５２年から八街市を

拠点に活動している。現在，団員数２７名，うち３名が富里市民である。

期日は，令和元年１０月１３日，場所は，富里中央公民館講堂，後援内

容は，名義使用である。専決年月日は，令和元年７月２６日である。 

  【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）  

 

６ 議案 

【教育長】次に，議案に入る。議案第１号平成３０年度教育委員会点検及

び評価について，事務局からの説明を求める。 

【教育総務課長】平成３０年度富里市教育委員会点検及び評価（平成３１

年３月末時点）について説明する。こ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，自ら点

検・評価を行うものである。点検・評価の結果に関する報告書は，教育

に関し学識経験を有する外部評価者となる，玉川大学学術研究所高等教

育開発センターの教授に評価いただいた講評を加えて，本会議で議決を

得た後に，市議会に提出するとともに公表するものである。外部評価者

の講評については別添の資料を見ていただきたい。１ページ目の全体を

通しての評価について朗読する。本市教育行政の特徴として挙げられる

ことは，従前から行われている取組みが着実に成果を蓄積してきており，

併せて，１つの施策が他分野の施策と有機的に関連付けられて企画実施

されていることである。それゆえに，１つの施策は他分野にも影響を及

ぼし，そうした施策が多数あることで，様々な分野において，相乗的に

良い成果が生まれていることがうかがえる。 

こうした取組の形は，教育活動が立体的・複合的に組み立てられている

ことを意味しており，その結果，活動への参加者のみならずそれらに関
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わっている多くの関係者は，たくさんの「情報」や「人とのつながり」

を得ることができ，それらが生み出す波及効果も含め教育的な意義は大

きい。このような活動は，「学校教育の充実」「生涯学習の推進」「文

化・スポーツの振興」を教育行政の３つの柱に掲げている「とみさと教

育プラン」が，多様な成果を生み出している点で，極めて望ましいこと

と言える。 

また個別の事項についても，学校関係者や教育委員会関係者等による地

道な努力の成果が明確に現れてきており，しかもそれらが継続している

ことは，高い評価に価する。 

平成３０年度の自己点検評価によれば，「学校教育の充実」に関して，

「順調に達成」又は「概ね順調に達成」が，４３項目中４３項目，「生

涯学習の推進」に関して，「順調に達成」又は「概ね順調に達成」が，

１５項目中１５項目という結果になっており，Ａ評価又はＢ評価といっ

た肯定的評価が１００パーセントを占めている。 

 その一方で，「文化・スポーツの振興」に関しては，「順調に達成」又

は「概ね順調」が，１３項目中１１項目に達しているものの，「達成で

きなかったが一定の成果を得られたもの」が２項目あり，若干改善の余

地を示している。 

 このように富里市教育委員会は，平成３０年度についても，全般的にみ

れば極めて充実した活動を展開しており，高い評価に価するものである。

市の教育行政は，高いレベルの成果を維持していると言える。しかしな

がら，「文化・スポーツの振興」に関しては，一部においてさらなる努

力が望まれる事業もあり，これについては，教育委員会の積極的な対応

が期待される。 

 資料２ページ以降では，個別事項の評価について，（１）学校教育の充

実，（２）生涯学習の推進，（３）文化・スポーツの振興に関する個別

の評価が記載されている。 

 それでは，本議案は前回の定例会議で協議をいただいたところであるが，

その後，内容等に変更のあったもの，補足説明が必要なものがあれば，

各課等の長から説明をお願いする。 

【学校教育課長】資料１１ページの３「体力向上に向けた取組」について, 

協議段階では総合評価をＡとしていたが，協議内容等を踏まえ，指標

に対して実績が目標に達していない部分があることから総合評価をＢに

変更した。この指標については，いきいきちばっ子「遊・友スポーツラ

ンキングちば」への参加率としていることから，取り組んでいても申請
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を行っていない場合は参加とならないので，指標の見直し等を検討して

いきたいと考えている。 

【教育長】他に，補足説明等があればお願いする。 

  【生涯学習課長】生涯学習課からは，６月の定例会議の協議事項で説明し

た内容と重複するが，再確認として，資料４３ページの６８「学校体育

施設を含めた体育施設の効果的利用の促進」について，指標の体育施設

等の利用件数を再集計した結果により，総合評価をＣからＢへ変更した

いと説明したとおり，本議案ではＢ評価としている。 

【教育長】他に，補足説明等があればお願いする。 

（なしの声あり） 

【教育長】説明が終わった，質疑があればお願いする。 

  【委員】資料１１ページの４の「学力向上に向けた取組」に関して，学力

の向上は富里市が目指す大きな課題の１つである思う。この指標では，

県学力テストの平均得点の８５パーセントの達成というふうに記載され

ているが，８５パーセントの達成率は，少し低いのではないかと思う。

また，課題・改善点について，記載されている改善点に併せて個別指導

を行う学習支援ボランティアの活用を積極的に考えていくべきというふ

うに思う。例えば，市内には沢山の退職された先生方がおられる。その

先生方の協力をいただくことを考えていけないかと思っている。検討し

ていただきたいと思う。 

【学校教育課長】達成度については，県の平均得点を１００パーセント達

成できることが理想であると思うが，指標と目標値の兼ね合いがあり，

毎年見直しているところである。委員の意見を受けて次年度に向けても

検討していきたい。 

学習支援ボランティアの活用についても，子供たちにとって有意義な

力になると考えている。ただ，学力向上の取組という事業の中で考える

のか，個別指導の充実という部分で活用を図るのか，取組としては是非

実施していきたいと思うが，この課題・改善点の項目として，どの事業

の中に入れるかについては，細かな検討をしていきたいと思う。 

【委員】関連する質問となるが，８５パーセントの達成率というのは，偏

差で見た場合はどのようになるのか。 

【学校教育課長】現在は，分散の状況までは細かく分析をしていないので，

平均得点の８５パーセントに達成している児童・生徒が９割いるという

状況を捉えている。 
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【委員】平均得点の８５パーセントについて，分散状況でエッジの方な

のか中央値に近いのかが気になる。評価の仕方として，偏差で見た方

が比較しやすいと思う。 

【学校教育課長】達成度の部分について，偏差も含めて，改めて検討し

ていきたいと思う。 

【教育長】新聞や文部科学省の発表等では，平均点の比較が一般的には

示されているので，現在，偏差の視点で深くは追及していない部分が

ある。研究していくということで理解をいただきたい。 

【委員】資料１８ページの１８「学校教育の充実のライフサポートファイ

ルの活用」について，事業内容として，ライフサポートファイルを活用

して迅速かつ適切な支援を行うということであるが，その指標では，コ

ーディネーター対象の研修回数やライフサポートファイルの伝達講習開

催学校数となっている。このライフサポートファイルの活用について，

より的確に評価する方法がないかと考えている。 

【学校教育課長】ライフサポートファイルの活用については，特別な支援

を要する児童・生徒をはじめ，全ての児童・生徒を対象とすることが望

ましいが，現状，学校現場では，特別支援学級に在籍する児童・生徒を

優先して，その後，可能な範囲で通常学級の児童・生徒のサポートファ

イルについてもできる限り作成をしていくという方向で進んでいる。そ

の中で，活用状況を指標とする場合，数値として表しにくい現状がある

ので，できるだけコーディネーターがその活用方法の研修を行い，各学

校でもライフサポートファイル活用の講習を開くという取組により，積

極的に活用を図り，環境を整えるという視点から，これらを今回は指標

としている。 

【教育長】現在は，ライフサポートファイルを配布して，ファイルが実際

にどのように活用されているかを把握するのが非常に難しいという中で，

活用できる環境づくりを整える部分で評価をしている。 

【委員】その難しさはよくわかる。例えば，１年間指導していく中で，保

護者からの合理的配慮の内容を記入した個別指導支援計画をライフサポ

ートファイルにとじ込むことや，中学校への進学に向けて小・中学校の

円滑な接続を図るためのジョイントシートをライフサポートファイルに

残すことなど，１年間を通した最後に学校の方で点検しているかわから

ないが，そのようなことが適切に行われているか確かめる必要があると

感じている。 

【学校教育課長】ライフサポートファイルに必要な書類のとじ込みや，そ

れが保護者との連絡調整にも大事な役割を果たしているかどうか，ある



7/21 

程度のチェックポイントのようなものは必要であると考えている。それ

を指標とするかどうかについては，今後の検討としたいが，活用状況の

チェックとしては，教育委員会としても把握する必要があると思うので

検討していく。 

【委員】資料２８ページの３８「給食残菜問題の取組」について，残菜率

を下げるための課題・改善点が記載されているが，他の分類３５，３６，

３７でも給食に対して本市は高いレベルで対応していると思う。特に，

給食は昭和４８年度から長期にわたって実施されていると思うが，分類

３８に記載の情報交換等により残菜率の減少に努めるということは課題

である思う。改善方法や改善点に関して具体的な施策，例えば，給食時

間に色々取り組んでいると思うが，給食の時間では，食べたくないから

食べない子供と食べたいが時間がなくて食べられない子供がいるような

話を聞いている。食育を理解する時間というか，食べる時間を含めてよ

り具体的な改善方法を提示できないかと思っている。 

【学校給食センター所長】給食時間の拡大については，学校授業との兼ね

合いがあるので，すぐに見直すなどの対応は難しいと思っている。その

中で，給食の配膳方法の見直しなどにより，より食べる時間を多く取れ

るよう工夫し，検討を進めていきたい。 

【委員】残菜率の改善とともに，おいしく楽しく食べられるよう，かつ栄

養もしっかりと取れるような，工夫も含めた対応をお願いしたい。 

【委員】資料２１ページの２３「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，長欠担当者会議を年間２回開催し，長欠児童・生徒

への対応を研修し，早期対応に努めると記載があるが，中学校の不登校

率は，目標の４．５パーセント対し実績は４．６３パーセントと上回っ

ている。要因などを伺う。 

【学校教育課長】一般的に小学校を見ていても年齢が上がるにしたがって

不登校の児童・生徒の人数が増えているのが現状である。その結果，中

学校にいって数値が上がっていくということを理由の一つと考えている。

中学校の目標値を４．５パーセントとしたのは過去３年間の市の平均値

であり，平成３０年度について，それを超えてしまった細かな原因まで

は，今は手元に資料がないので説明できないが，これを減らすように各

学校への働きかけと支援を行っている。ちなみに今年度の７月現在の不

登校率は，昨年度と比較すると若干下がっている状況である。 

【委員】不登校の理由について，教育委員会としてもっと深く調べること

はできないのか。 
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【学校教育課長】各学校では，それぞれの不登校の原因等をしっかりと分

析をしている。それを教育委員会として集約しているが，今は，その資

料が手元にないので，改めてその原因等について説明したいと思う。 

【委員】資料３７ページの５６「子供向け事業の充実」について，ブック

トリップ事業の達成者割合で，目標が２５パーセントという低い数値と

なっている。各学校によって達成率が違うと思うが，２５パーセントに

した理由を伺う。 

【図書館長】実績は３０パーセントとなったが，ブックトリップ事業は，

夏休み中は学校と図書館，夏休みが終わって１０月３１までは学校で行

っている。これまでの実績を基本に学校の事業への負担を加味して，目

標を２５パーセントとしている。 

【委員】外部評価者の教授の講評にも読書を通じて人との対話の機会を持

つことが大切であるというコメントがあるので，来年度は工夫をしてい

ただき，ブックトリップやその他の方法でも，読書，本と触れ合う機会

を増やしてほしい。 

【委員】関連となるが，ブックトリップの開始は，例年，夏休みの７月２

０日頃からであったと思うが，それは，夏休みのうちにたくさんの本を

読んでもらいたいという意図からか。ブックトリップの最終は１０月頃

であったと思うが，例えば，開始時期を７月からとするなど少し早める

ことにより，子供たちが学校にいるときにも，その課題となっている図

書をより多く読む機会が得られるのではないかと感じるが，いかがか。 

【図書館長】早めに開始することで対象期間を長くできればという思いは

あるが，ブックトリップ事業は，いろいろな選定や冊数の準備，諸々の

事務的な手続きを伴うことから，今は夏休みに併せた開始時期となって

いるが，委員の意見を踏まえ，子供たちに本に触れ合う機会を多く持た

せるための工夫をしていきたい。 

【教育長】他に質疑があればお願いする。 

（なしの声あり） 

【教育長】他に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。 

 （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号富里市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する

条例の原案について，事務局からの説明を求める。 

  【学校教育課長】本案は，令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化

に伴い，市立幼稚園保育料を徴収しなくなることから，所要の改正を行
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うものである。内容については，７千円の現行保育料が無料となるもの

である。前回の協議の際に改正の原案を示せなかったが，例規を整え上

程するものである。なお，本案について，保育料等徴収条例の一部を改

正する条例の原案となっているが，資料４８ページからの新旧対照表の

とおり，保育料を徴収することがなくなり，預かり保育料に関する部分

が残ることから，「富里市立幼稚園保育料等徴収条例」から「富里市立

幼稚園預かり保育料徴収条例」と改称するものとなる。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。 

（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。 

 

７ 協議事項 

  【教育長】次に協議事項に入る。協議事項（１）富里市教育振興基本計画

について，事務局からの説明を求める。 

  【教育総務課長】本案は，平成２７年３月に策定した現行の教育振興基本

計画は令和元年度をもって期間を満了するため，さらに５か年の期間を

延伸して策定しようとするものであり，策定期日は令和２年３月を目途

としている。別添資料をお願いする。これは新旧対照表としている。左

側が新しい教育振興基本計画の素案となり，右側が現行の教育振興基本

計画である。右側の現行の教育振興基本計画を第１期計画と，左側の新

しい教育振興基本計画を素案と呼びながら説明する。２ページ左側の素

案をお願いする。第１章「計画策定にあたって」，第１節「計画策定の

趣旨」としている。右側の第１期計画では，第１節に計画策定の趣旨に

加えて背景があったが，素案においては，この背景を６ページのとおり

第２章として新たに記載した。２ページに戻っていただき，素案の第１

節「計画策定の趣旨」では，まず，導入部で，教育に関する最上位法の

教育基本法を踏まえたものであることを記載し，教育基本法の第１条教

育の目的から第４条教育の機会均等までを抜粋した。 

   ３ページをお願いする。素案の第１節の続きとなるが，ここでは第１期

計画の推進内容に触れ，基本理念については新しい教育振興基本計画に

継承する旨を記載した。素案の第２節「計画の位置付け」をお願いする。

ここでは（１），（２）の順に教育振興基本計画の根拠法令の規定，上
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位法令，上位計画を記載し，第１期計画の策定後に市長が策定した富里

市教育大綱の記載を新たに加えた。（３）では，教育振興基本計画の基

に位置づけられる個別計画との関連について記載した。 

４ページをお願いする。第３節「計画期間」では，第１期計画と同様に

計画期間を５か年とし，第４節「計画の推進」でも第１期計画と同様に

ＰＤＣＡサイクルに則り教育委員会の点検評価を行い進めていくことと

している。 

   ５ページをお願いする。素案の第５節「計画の対象及び構成」について

は，第１期計画の第５節の計画の対象に「構成」という項目を追加し，

（２）で素案の第２章から第４章までの各章との構成を整理した記載と

している。(２)を朗読する。第２期計画では，富里市を取り巻く教育全

般の諸問題を整理し，課題に対応するための基本理念・目標を体系的に

定めるととともに，今後５年間を通して目標を実現するための現状と課

題を洗い出し，必要な施策を定めていますとしている，ここで教育振興

基本計画全体の２章・３章・４章の順で計画を構成するという記載を加

えている。 

   ６ページをお願いする。第２章は，新たに章立てとしたものである。こ

の章は，第１期計画では２ページの右側にある，第１節の計画策定の趣

旨に加えた「背景」にあたる。第１期の計画策定の背景は，改正教育基

本法や国の教育振興基本計画を参酌した教育の実現にあたり，中長期的

な視点からの計画を策定する必要性について記載している。素案では，

いじめ問題や児童虐待に関することなど近年の教育を取り巻く情勢が目

まぐるしく変化していること，本市における少子高齢化の現状と教育へ

の影響，国が示す新しい社会の到来に向けての教育の在り方などを「背

景」として，中長期的な視点からの教育振興基本計画をさらに推進して

いく必要性があることについて，第２章「富里市を取り巻く教育全般の

諸問題」として記載した。第２章を朗読する。教育全般の諸問題の 1 つ

として，いじめ問題や不登校など学校教育に係る諸問題の顕在化があり

ました。また，児童虐待の早期発見・対応については，教育委員会及び

学校もその役割を果たすことについて社会的な要請が高まりました。 

   本市においては，いじめ問題における重大事態は生じていませんが，い

じめ問題調査委員会を開催し，いじめ防止に関する対応状況の把握や対

策等を検討し，教育相談活動等の充実や適応指導教室（ふれあいセンタ

ー）での児童・生徒の居場所づくりを行うとともに，ジョイント・スク

ール推進事業による中一ギャップの解消に取り組むなど，引き続き，い

じめ問題及び不登校に対して支援する必要があります。 
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 また，市町村の責務として児童福祉の観点から児童虐待の発生予防，発

生時の迅速・的確な対応を求められますが，教育委員会及び学校も連携

してその責務を果たすため，市健康福祉部，千葉県中央児童相談所，千

葉県印旛健康福祉センターなど関係機関と協働して着実に対応していく

必要があります。 

学校・家庭・地域の役割と連携においては，都市化・過疎化の進行，少

子化，核家族化，価値観やライフスタイルの多様化を背景として，人間

関係の希薄化，地域社会のコミュニティ意識の衰退などから，人々の社

会的孤立が懸念される状況にあり，我が国において培われてきた文化・

規範の次世代への継承が困難となるおそれがあります。これらの社会状

況を子どもの育ちを巡る環境の変化として捉えると，地域社会の大人は

地域の子どもの育ちに関心を払わず，関わろうとしない傾向があり，地

域において子ども同士が互いに影響しあって活動する機会が減少するな

ど，様々な体験の機会が失われています。家庭における子育て環境への

影響としては，子どもとどのように関わればよいかを悩み，孤立感を募

らせる保護者もおり，子どもの基本的な生活習慣や態度，他者との関わ

り方，自制心や耐性，規範意識の持たせ方など家庭の教育力の低下にも

つながるといったことが教育上の課題となっています。 

また，社会では働き方改革が進められており，教職員が担うべき業務に

専念できるよう，学校における働き方改革は喫緊の課題です。 

これらの課題は，教育問題であると同時に社会全体の問題でもあり，学

校教育の充実のみならずコミュニティの再構築を通じて子どもの学びを

支えていくなど，学校・家庭・地域がそれぞれの役割認識を深め，連

携・協働による教育を可能とする環境づくりに取り組む必要があります。 

   そして，長寿化と少子高齢化が進む中，本市においては，総人口５万人

を前後に横ばいの傾向にあり，平成１８年からの本市の合計特殊出生率

は，上昇傾向の１．３前後を推移していますが，人口が増加するといわ

れる２．１を下回る状況のため，０～１４歳人口の減少傾向がそのまま，

園児・児童・生徒数の減少傾向につながるものと思われます。少子化に

対応した学校教育の充実を図る一方，公立幼稚園の在り方，公立小・中

学校の適正規模・適正配置，小学校と中学校９年間の義務教育を一貫し

て行う小中一貫教育の推進に取り組む必要があります。 

   また，人生１００年時代を見据えた社会として，学び直しや新しいこと

へのチャレンジ，スポーツを健康につなげていくことなど，豊かに自分

らしく生きていくため，どのようなことに価値を見出していくのか，生

涯を通して主体的に自らの学びに取り組むことが重要となっています。 
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   技術革新の進展に目を向けると，近い将来，日本の労働人口の相当規模

がＡＩやロボット等により代替できる可能性が指摘され，ＩｏＴで全て

の人とモノがつながり，様々な知識や情報が共有され，今までにない新

たな価値を生み出すなど，Ｓоｃｉｅｔｙ５．０で実現する社会に大き

く変わろうとしています。社会が変われば，新たな仕事が生まれ働き方

も変わり，求められる能力も変わる，学びも変わる，社会の変化に対応

する人材の育成が求められます。誰もが変化の激しい社会を生き抜いて

いくためには，年齢や障がいの有無に関わらず，お互いの個性を認め合

い，協働し，多種多様な資源を生かしていくことが大変重要となってい

ます。こうした状況を鑑み，本市を取り巻く教育全般の諸問題を踏まえ，

新しい社会の到来を見据えた教育の在り方，将来像を描いていく必要が

あります。 

   続いて，８ページの素案を見ていただきたい。第３章「計画の基本理

念」，第１節「計画の基本理念・目標」，１．計画の基本理念では，第

１期計画の基本理念を新しい教育振興基本計画に継承するとともに，変

化する社会，新たな社会の到来に向けての教育振興を記載している。２.

計画の目標について，素案では第１期計画４つの計画目標を基本的に継

承している。なお，（１）から（４）までの下線部は変更箇所になる。 

９ページをお願いする。素案の３「計画の基本方針」については，第１

期計画を継承する４つの計画目標の基に位置づけられるものとなる。 

   第１期計画では９つの基本方針を素案では７つの基本方針としている。

第１期計画の基本方針２と３に対して素案では，基本方針２「健全な心

と体を育む」として１つの基本方針に統合し，第１期計画の基本方針４

と５に対して素案では，基本方針３「人生１００年時代を見据えた生涯

学習の推進」として１つの基本方針に統合している。また，素案の基本

方針６では下線部について追加，修正をしている。 

   １ページは体系図となる。左側から見て，基本理念，目標については，

第１期計画を継承する案としている。基本方針については第１期計画で

は９つの基本方針を素案では７つの基本方針とするものである。施策に

ついては，今後，教育委員会各課等がそれぞれ所掌する市の実施計画・

政策事業及び一般事業，並行して作成する「令和２年度とみさと教育プ

ラン」に整合させて，策定作業を進めるところである。 

   本定例会議においては，素案について基本理念及び目標について第１期

計画を継承すること，そして，基本方針を整理・統合する事務局案を進

めてよいか協議する。なお，教育振興基本計画の本文中の表現について
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は，今後，修正や加除を行っていくので，委員の皆様が気づいた点は指

摘などをいただきたい。 

【教育長】説明が終わった，質疑があればお願いする。 

【委員】素案の基本方針２では，今まであったものの２，３を「健全な心

を育む」というふうにまとめているが，基本方針１の方は今までのまま

になっている。８ページの計画の目標(１)の内容では，児童・生徒に

「確かな学力」，「豊かな心」，「健やかな体」をバランスよく育成し，

グローバル化に対応できる力を育むとされているので，この３つをバラ

ンスよく育成していくことを目指すなら，基本方針１に入るのは，「教

育内容・方法の改善充実」よりも「確かな学力の育成」がふさわしいと

思う。そして，「教育内容・方法の改善充実」というのは，施策の中に

具体的に入れていくものになると思う。 

【教育総務課長】指摘をいただいたように第１期計画の基本方針の部分で

は，施策レベルと思えるものが基本方針であったり，また，基本方針に

ふさわしい表現が施策の中に入っているところがある。素案の２「健全

な心を育む」というのは，そのような観点から施策に近いような内容が

現行計画にあったので，素案ではそれを基本方針としている。委員の意

見のように，確かな学力については，教育内容・方法の改善充実につな

がると思う。学校教育の部分であるので，学校教育課とも協議をしなが

ら進めていきたい。 

【教育長】確かな学力という表現は，現行計画では施策の中に入っている。 

 意見を踏まえてもう一度見直すこととする。 

【教育長】他に，質疑等があればお願いする。 

【委員】確かな学力というものをどう捉えるかということが，問題になっ

てくると思うが，知識とか技能とかそれだけにとどまらず，例えば表現

力であったり思考力であったり，今求められているのは，自分で課題を

見つけて解決していく力であったり，協働して課題を解決していくこと

やコミュニケーション能力など，色々な力が入ってくると思う。そこで，

どのような力を子供たちにつけていきたいのか，何の力が落ちているの

か，どういうところを伸ばしていきたいのか，しっかりと洗い直して，

それに対して教育内容を組んでいくことや，どういう方法で指導してい

くかなど，そういうものが施策として具体的に入ってくるのではないか

と思う。 

【教育総務課長】指摘をいただいた件について検討していく。 

 

【教育長】他に，質疑等があればお願いする。 
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   （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）富里市立幼稚園

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

からの説明を求める。 

【学校教育課長】本案は，本年１０月に施行される幼児教育・保育の無償

化に伴い，市立幼稚園の預かり保育について需要の増加が見込まれるこ

とから，富里幼稚園の預かり保育の定員数を２０人から２５人に改正す

るとともに，定員を超過した申し込みがあった場合，受け入れる園児の

決定について抽選等を行う必要が生じることから，申請手続きの締切り

を早めるための改正を行うものである。改正については，資料５３ペー

ジの新旧対照表に記載のとおりである。申請手続きについては，改正前

は，利用しようとする日の属する月の前月２１日から預かり日の３日前

としているが，改正後は，抽選等を行う場合の事務手続き期間を考慮し

て，利用する日の属する月の前月の１０日までというふうに考えている。

協議をお願いする。 

【教育長】説明が終わった，質疑等があればお願いする。 

  【委員】確認となるが，預かり保育の定員を浩養幼稚園２０名，富里幼稚

園は２５名へということであるが，現状，園児の状況よって教諭等の配

置基準があると思うが，総園児数で比較すると，富里幼稚園は４歳児ク

ラスと５歳児クラスが各２クラス，浩養幼稚園は４歳児５歳児ともに各

１クラスであるのに，預かり保育の定員では，５名の違いでしかないの

で設定の根拠を伺う。 

  【学校教育課長】定員について，浩養幼稚園では，現状の預かり保育利用

実績からして２０人に近づくという状況があまりない。元々の園児数が

少ないので現状の定員２０名で対応できると判断をしている。富里幼稚

園については，預かり保育は３０名に対して２名の職員の配置が基準に

なっている。また，預かり保育で現状使っている教室が最大で３０名程

度入ることのできる面積であって，さらに４歳児・５歳児と２つの年齢

層の園児がいるということも考慮して，２名の職員で安全面まで十分に

配慮するには，２５名が定員としては上限であろうという判断から今回

は２５名を上限とした経緯がある。 

  【委員】預かり対象の園児に関して，支援を要する園児への対応も十分に

できる体制と理解していいか。 
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  【学校教育課長】預かり保育は，専任の職員が１名，プラス幼稚園の職員

がそこに加わる状況で運営されている。また，特別な支援を要する園児

が預かり保育に来た場合には，園としてはさらに配慮をする体制を整え

ることができる。そういった面も考慮し，早めに日にちごとの預かりの

人数も決定しておいた方が園の対応として安全面を確保しやすいという

状況である。 

  【教育長】他に質疑があればお願いする。 

  【委員】前月の１０日までに申し込みをする理由はよくわかった。ただ，

例えば，緊急の場合があると思う。急な通院などの場合には対応できる

のか，保護者の皆さんは不安になると思う。 

  【学校教育課長】そういう場合は判断が難しいと思う。どういう理由なら

急な対応ができるのか，しっかりと決めていかなければ安全上も非常に

運営が難しいと思う。その点については，改めて検討していきたい。 

  【教育長】他に質疑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。ここで会議を休憩する。 

【教育長】会議を再開する。次に，協議事項（３）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，事務局

からの説明を求める。 

【生涯学習課長】資料は５４ページから６１ページになる。まず，概要に

ついて５４ページを見ていただきたい。健康増進法の一部を改正する法

律の施行により，望まない受動喫煙を防止するための措置等が定められ

たことから，施設使用者の遵守事項に「敷地内で喫煙しないこと」を明

記する。また，令和元年１０月１日からの消費税率１０パーセントへの

引上げに伴う改正条例の施行に併せ関連する様式等の整備を行うもので

ある。改正内容の主なものは，遵守事項の改正で「敷地内で喫煙しない

こと」を規定する。消費税率引き上げに伴うものでは，新旧対照表の

５６ページ以降に各様式を掲載している。なお，別記２号様式，トレー

ニングルーム個人使用券については，金額が記載されているので，消費

税率引き上げ後の金額に改正しようとするものである。なお，施行期日

については，公布の日としている。また，経過措置として，改正前の用

紙の在庫があるので，その用紙に所要の修正を加えた上で１０月１日以

降も使用することができるものとするということを附則に加えている。 

 新旧対照表は，５６ページから６０ページに掲載している。使用料の部

分については５９ページとなる。個人で使用するトレーニングルームに
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ついては，市内利用者２１０円を２２０円へ，市外からの利用者３２０

円を３３０円へ金額表示を改正する。その他の改正は各様式の下線部分

となる。 

【教育長】説明が終わった。質疑等があればお願いする。 

 （なしの声あり） 

【教育長】特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（４）富里市営運動場富

里市営運動場使用規則の一部を改正する規則の制定について，事務局か

らの説明を求める。 

【生涯学習課長】資料は６２ページから６４ページとなる。まず，概要に

ついて資料６２ページを見ていただきたい。健康増進法の一部を改正す

る法律の施行を踏まえ，施設使用者の遵守事項に規定されていた禁煙対

象施設を「テニスコート内」から，「運動場の施設内」に広げるととも

に，用語の整備を行うものである。なお，施行期日は，公布の日として

いる。新旧対照表については，資料６４ページとなる。用語の改正部分

は，各下線引きのところとなる。 

【教育長】説明が終わった。質疑等があればお願いする。 

【委員】６４ページの改正後の遵守事項(７)で「運動場の施設内では喫煙

しないこと」については健康増進法に伴うものとして理解したが，(１

０)の「テニスコート内で飲食をしないこと」については，水分補給と

いうよりも食事に対する規定であると思うが，使用者は常識の範囲で対

応されると考えられるので，この規定は要らないと思う。 

【生涯学習課長】飲食の部分については，テニスコートに限らず野球場に

おいても熱中症対策の一環で水分補給を積極的に行う必要がある。委員

の意見のように，例えば，テニスコートを汚さないようにということは，

使用者の方がわかっているという前提で，今回は喫煙に係る改正をする

こととしている。飲食に関しては，テニスコートに限らず他の施設にも

規定があるので，総合的に再考する必要があると考えている。 

【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。次に協議事項（５）富里市屋外スポー

ツ施設使用許可申請書等の様式の統一化のための規則の一部を改正する

規則の制定について，事務局からの説明を求める。 

【生涯学習課長】資料は６５ページから７２ページとなる。概要について

資料６５ページを見ていただきたい。富里市ふるさと自然公園の設置及
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び管理に関する条例の改正に伴い，富里市ふるさと自然公園内のゲート

ボールコートが廃止されることになった。このゲートボールコートにつ

いては，公園管理の作業用地として今後使用するとのことである。そこ

で，関連する規則の規定及び様式の整備を行うものである。改正内容の

主なものは，規定及び様式中のゲートボールコート及びゲートボール場

と表記している部分を削るほか，市営運動場，中央公園野球場，ふるさ

と自然公園の３施設の申請手続きを１つの様式で行っているので，関係

する部分を併せて整備するものである。施行期日は，令和元年１０月１

日としている。なお，改正前の様式については所要の修正を加えた上で

１０月１日以降も使用する経過措置を設けている。 

【教育長】説明が終わった，質疑等があればお願いする。 

（なしの声あり） 

【教育長】特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。 

 

８ 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】資料は，別添の資料となる。入札結果状況一覧というこ

とで，富里市立富里第一小学校及び根木名小学校空調機設置工事につい

ては，７月１９日の開札後，低入札価格調査を実施し，審査会等の手続

きを行い，落札後の事後審査等を経て，８月７日に工事請負契約を締結

した。契約の相手方は北総管工設備有限会社で，契約金額は税込みで１

億９４５万円である。なお，富里市立富里小学校及び七栄小学校空調機

設置工事，富里市立富里中学校及び富里南中学校空調機設置工事につい

ては，８月２１日に開札を行い，それぞれに落札候補者が出ているので，

事後審査等を経て，契約を締結する見込みである。 

【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】特に質疑がないので次に移る。報告事項（２）令和２年度使用

教科用図書採択結果については，富里市教育委員会会議規則第１０条第

１項第３号の規定により，非公開にする。異議はあるか。 

 （異議なしの発言あり） 

【教育長】賛成全員により，報告事項（２）は非公開とする。傍聴人の

方は退席をお願いします。 



18/21 

【教育長】報告事項（２）が終了したので非公開を解く。傍聴人の方は入

場をお願いします。 

【教育長】次に，報告事項（３）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】資料７３ページをお願いする。８月の行事は記載のとお

りである。９月では，２６日に第６回教育委員会定例会議を予定してい

る。なお，会場については，資料に記載の本庁舎３階第３会議室から中

央公民館１階小会議室へ変更となったので，了承をお願いするとともに，

記載を修正願う。 

  【学校教育課長】資料７４ページをお願いする。８月行事等は記載のとお

りとなるが，きょうざん塾について，７月２９日から８月２日までの５

日間の日程で開催した。参加児童９３名，高校生ボランティア５８名，

一般ボランティア２１名の参加で，非常に実りある５日間の塾を開催す

ることができた。加えて，資料のとおり各種研修会や会議を行った。そ

の中の教育関係講座について，前回の説明のとおり４つの講座を開催し，

１３０名の教員の参加により充実した研修を行うことができた。 

また，今年度の学校閉庁日について，昨年と同様に実施したが，特に学

校に対する問合わせ等として，教育委員会に寄せられた大きなものはな

かった。学籍の移動等はあったが，保護者へ説明を行うとともに夏休み

中に対応できるようにしている。夏休み中の職員や児童・生徒の事件・

事故についても，現在，特に報告するような大きな案件はない。 

９月の予定については，２日に幼稚園・小・中学校の始業及び校長会議，

３日には，教頭会議，給食が開始となる。幼稚園，小・中学校体育祭・

運動会については，９月７日の市内３中学校を皮切りに１０月５日の富

里幼稚園まで，毎週，各校・園での実施が予定されている。教育委員の

皆様には出席をお願いしたい。 

次に，資料７５ページの給食費徴収状況について，７月末現在の徴収率

は９７．１９パーセントで対前年度同期比０．４ポイントの増となって

いる。今後３か月以上滞納している世帯に対し，「学校給食費納入のお

願い」及び１０月分の児童手当支給に間に合うように，児童手当から給

食費への申出徴収を勧奨する通知を行うなど，引き続き徴収率向上に努

めていく。 

  【学校給食センター所長】資料７６ページの学校給食学校別残菜率につい

て，７月分の残菜率は，前月比較では３．３３ポイント増加しているが，

前年度同期との比較では２．１ポイントの減少となっている。原因とし

ては，７月の天候が昨年のように非常に暑くはなかったものの，梅雨が
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明けきれない状況の蒸し暑さから，児童・生徒の食欲の減退があったと

思われる。また，７月にはプールの授業があったので，体力的な影響も

考えられる。 

  【生涯学習課長】資料は７７ページから７８ページとなる。８月の行事で

は，令和元年富里市芸術鑑賞事業を８月６日から２２日までの１４日間

開催した。来場者は，延べ１，５７８名であり，１日当たりの平均では

１０５名程度となっている。なお，昨年の芸術鑑賞事業の来場者は，延

べ１，４５９名，１日当たりの平均は９１．３名であった。９月の予定

では，２４日に令和元年度社会人権教育地区別研修会がある。富里中央

公民館の講堂棟で午後からの開催予定となっている。講演では，子供の

人権講座，また，社会問題となっている子供の虐待を防ぐという観点か

ら，実務を経験されている市川児童相談所の所長による講演が予定され

ている。日程に都合が合う方には参加をお願いしたい。 

   スポーツ振興の関係行事については，資料７８ページに記載のとおりで

ある。 

【図書館長】資料は７９ページとなる。８月の夏休み期間には，「かがく

あそび教室」と「カルトナージュ教室」を開催した。両教室とも定員を

上回る応募があり盛況となった。１６日は，インターンシップとして１

名を受け入れ，図書の配架などの体験をしていただいた。２４日，２５

日には，中堅教諭の資質向上研修として富里高校の先生を受入れた。ま

た，資料に記載はないが，富里北中学校と富里中学校の生徒を職場体験

「わくわくワーキング」として受け入れている。 

 ９月については，１０日に「ゆめ仕事ぴったり体験」として富里南小学

校の児童受け入れ，２９日に第２回の富里歴史講座を予定している。 

【教育長】各課等からの報告が終わった。質疑があればお願いする。 

（なしの声あり） 

  【教育長】特にないので報告事項を終わりにする。 

 

９ その他 

【教育長】次にその他に入る。（１）令和２年度富里市立幼稚園児募集要

項及び富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則について，

事務局からお願いする。 

【学校教育課長】令和２年度富里市立幼稚園児募集要項及び富里市学校給

食センターの管理及び運営に関する規則について，前回の教育委員会議

で協議をいただき，今回，議案上程の予定としていたが，子育て支援課

で，幼児教育・保育の無償化に伴う「富里市特定教育・保育施設及び特
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定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」の改正案を９月の

市議会に上程する予定であり，この条例が，本規則改正に関連するもの

となることから，９月市議会による可決を要するものとして教育委員会

会議においては９月定例会で上程することとしたので了承をお願いする。 

【教育長】この件に関して，質疑等があればお願いする。 

 (なしの声あり) 

【教育長】次に(２)教育長顕彰について，事務局から説明をお願いする。 

【教育総務課長】富里市教育委員会教育長顕彰規程第４条第１号で規定す

る「富里市における教育，学術又は文化に関する行政に協力し，その功

績が著しいもの」に該当するものとして，２団体，１個人に教育長感謝

状を授与する。授与対象者は，アメリカ合衆国ウィスコンシン州メクウ

ォン市のレイク・ショアー中学校とステファン中学校，マイケルディー

ツ教授となる。功績の理由は，富里国際交流協会が主催する中学生アメ

リカ・ホームステイ体験ツアーは本年度で２０回目を迎え，授与対象者

はこの事業の実現及び継続的な実施について，多大なる寄与があった。

このホームステイの実施により，異なる文化の理解，我が国の伝統・文

化に根ざした自己の確立，自らの考えや意見の発信，国際社会の一員と

しての意識を持つなど，生徒の英語教育，国際理解教育の充実に多大な

功績があったものとして，教育長感謝状を授与するものである。授与に

ついては本年１０月のホームステイに併せて，富里国際交流協会会長を

通して感謝状を届ける予定となっている。 

【教育長】この件に関して，質疑等があればお願いする。 

（なしの声あり） 

【教育長】補足説明をする。感謝状は日本文のものとするので，先方に内

容を理解していただけない可能性があることから，英訳を添付して国際

交流協会の会長に英文を読み上げて授与していただくことを考えている。 

【教育長】次に（３）文部科学省職員教育行政・学校教育等実務研修受入

れについて，事務局からお願いする。 

【教育総務課長】文部科学省大臣官房人事課で実施される，文部科学省職

員教育行政・学校教育等実務研修により，文部科学省の若手職員１名が

富里市教育委員会に派遣されることになった。派遣職員の受入期間は令

和元年１０月７日から１１月１日までとなる。研修内容は，教育行政の

実務経験及び教育現場等における実証的な調査研究等として，本市教育

委員会各課等における実務及び小・中学校等における教育活動の体験の

ほか，教育委員会１０月定例会議等の傍聴を予定している。なお，派遣
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職員の所属は，文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課 

予算総括係である。 

【教育長】質疑等があればお願いする。 

（なしの声あり） 

【教育長】その他として，何かあればお願いする。 

【委員】ブックトリップの関連として，ブックトリップ対象の本を読んで

ないと読書していないということではない。例えば，学校ごとに，児

童・生徒が借りている本の冊数や本の接し方などのデータ化により，読

書の実態把握ができるといいと思う。学校間に格差があれば，それぞれ

の情報交換によって図書を読むということの底上げができるのではない

かと思うので提案する。 

【教育長】その他として，他にあればお願いする。 

（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５回富里市教育委員会定例会議を閉会す

る。 


