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令和元年度 第６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９月２７日(金) 

         開会 午後４時 

  閉会 午後５時１７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１０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６回富里市教育委員会定例会議を開会します。 

 

２ 前回会議録の承認 

令和元年度第５回定例会議会議録承認 

（署名人：會田委員，森田委員） 

 

３ 教育長報告 

   本日は，皆様に出席いただき誠にありがとうございます。 

９月９日未明の台風１５号により富里市も大きな被害を受け，幼稚園，

小・中学校が停電による休園，休校となりましたが９月１７日より全て

の幼稚園，小・中学校が正常な教育活動を行えるようになりました。 

また，２５日１８時に市内全域の停電解消が確認されました。被害にあ

われた皆様にお見舞いを申し上げるとともに早期の復興を願っています。 

本日の会議は，協議事項，専決処分の報告，議案，報告事項，その他の

内容となっていますので，会議が円滑に進みますよう協力をよろしくお

願いします。 

それでは，出席行事等について報告します。 

８月２８日，第１回富里市いじめ問題対策連絡協議会が開催されました。 

１学期に行われたいじめの調査内容を報告しましたが，深刻な内容はな

いものと認識しています。出席した関係者による情報交換を行い，閉会

しました。 

   ９月７日，市内３中学校の体育祭が行われ，無事に終了しました。 

１０日，富里市議会９月定例会が開会しましたが，台風１５号の影響に

より会期や日程が変更となり，１０月１７日に閉会する予定です。 

１９日，台風１５号による休校措置をしたことから，臨時校長会議を開

催しました。通学路の安全確保，事業時数の確保等について情報交換を

行いました。 

２５日より富里市議会９月定例会が再開しています。 

今後の予定では，幼稚園・小学校の運動会が開催されます。１０月には

スポーツ健康フェスタ，小中学校音楽祭の予定がありますので出席くだ

さるようお願いします。 
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４ 教育委員報告 

  【委員】９月７日，富里南中学校の体育祭に出席しました。当日は好天に

恵まれて夏日の様な状況でしたが，休憩，水分補給の時間配分にも十分

に配慮された進行で行われ，楽しい時間を過ごすことができました。 

   生徒たちが赤・青・白の３チームに分かれ，個人，団体競技，応援を最

後まで競い合い，見応えとともに応援のしがいがありました。 

   プログラム後半の３年生全員によるクラス対抗の大ムカデ競争では，最

終順位のクラスがゴールするまで他のクラスの応援が続き，優しさと力

強さを感じました。プログラム最後の３色対抗リレーでは，アンカーた

ちのゴール寸前までもつれる展開で，チームの総合優勝に絡むという僅

差の接戦に感動しました。 

   そして，前日からの会場準備，受付，駐車場案内など，ＰＴＡをはじめ

多くの方々の応援があり，地域の方々の応援が大事であると思いました。 

   また，今回の体育祭では，富里のドローン愛好家の皆さんの協力により

空撮が行われましたので，どのようなすてきな場面が撮れたかと楽しみ

にしています。 

  【委員】９月７日に富里北中学校の体育祭に出席しました。校庭がとても

きれいに整備され，気持ちのよい環境にあると思いました。今回，特に

印象に残ったのは挨拶です。先生が話をするとき，話が終わったときの

「はい」という返事や，「失礼します」，「お願いします」などの挨拶

をする様子は気持ちのよいものでした。校長先生は，普段の生活も是非

見てほしいと話していました。また，競技のタイトルが面白く，よく見

てみるとタイトルだけではなく，競技自体が面白いと思いました。ルー

ルが分かりやすく，生徒自身が自分たちで考えて競技を作っているよう

に感じました。周りの来賓の方たちの様子や会話からは，この体育祭を

楽しみにしていることがうかがえました。１人の子供をみんなで応援す

る雰囲気があり，地域のまとまりを感じることができました。競技の合

間に先生方が水まきをしたり明るく子供たちと会話する様子から，学校

の先生方のまとまりやチームワークを見た思いがしました。 

  【委員】９月７日，富里中学校の体育祭に出席しました。残暑厳しい中で

の体育祭でしたが，開会式や競技中の生徒の態度がとても立派なことに

感動しました。体育祭を成功させようという意気込みと，赤組・白組応

援団の団長を中心とした団結力の強さを感じました。競技中は全員が応

援席の前に立って，終始力強い応援を繰り広げていました。先生方も生

徒の中に溶け込み，一体となって応援している姿を見て，とても良い環

境が築けていると思いました。棒引きや棒倒し，各学年の学級対抗リレ
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ーには，特にたくさんの声援が送られていました。常に全力で競技する

生徒の姿は，とても清々しく，みんなに感動を与えてくれたと思います。

体育祭では，定期的に休憩をとって進行がされ，先生方の対応がとても

早く，職員のチームワークの良さを感じました。 

   ９月２１日，富里小学校の運動会に出席しました。台風の影響で１週間

遅れの開催となりました。この日も，天気が心配されたためプログラム

が短縮され，午前中のみの実施となりました。プログラムが大幅に変更

されましたが，先生方の的確な指示と子供たちのてきぱきとした行動に

よって進行もスムーズであったと思います。紅組・白組の力の入った応

援合戦，全校で協力した大玉送り，表現・団体競技，工夫を凝らしたア

イデア走など，どれもが今年のスローガン「仲間と助け合い，火花を散

らし，全力で勝利を目指せ」のとおり子供たちが協力して力いっぱい競

技や演技をすることができたと思います。 

   ９月２４日，社会人権教育地区別研修会に出席しました。千葉県教育庁

教育振興部の社会教育主事兼指導主事から，千葉県における社会人権教

育の現状と課題について説明がありました。その後，市川市児童相談所

の所長から「子供の人権講座，子供への虐待を防ぐ」と題した講演があ

りました。家庭や学校において暴力に訴えることのないコミュニケーシ

ョンの方法として「機中八策」というものの紹介がありました。とても

参考になったと同時に反省させられることも多くありました。富里市に

おいても，差別やいじめ，虐待など人権に対する問題は多様化している

と思われます。これを解決していくためには，１人１人の誰もが人権尊

重の意識を持って判断し行動していくこと，家庭・地域・関係機関がし

っかりと連携し協働していくことが大切であると強く感じました。 

 

５ 協議事項 

  【教育長】次に，協議事項に入ります。協議事項（１）富里市教育委員会

教育長職務代理者の指名について，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律では「教育長に事故があるとき，又は教育長が欠けたときは，あ

らかじめその指名する委員がその職務を行う」とあり，平成３０年１０

月１日に森田委員を教育長職務代理者に指名しています。私の教育長と

しての任期は９月３０日をもって満了しますが，後任の教育長が決まっ

ていません。したがいまして令和元年１０月１日から当分の間，森田惠

子委員が教育長の職務代理者として職務にあたられますようお願いしま

す。なお，千葉県教育委員会，印旛管内市町等には，別紙のとおり通知

しています。 
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今後，万が一，森田教育長職務代理者が欠けた場合には，次の職務代理

者となる委員の選任について，法律の規定はありませんので，教育長の

在任期間中に，教育長の職務を代理する委員の順序をあらかじめ示して

おきたいと思います。教育長の職務を代理する者として森田委員の次は

會田委員，その次は田口委員，その次は川口委員を指名します。 

   御意見，御質問などがありましたらお願いします。 

【委員】市長の職務代理者の例では，どのような取決めとなっていますか。     

【教育長】地方自治法では，市長職務代理者である副市長が欠けたときは，

市長の指定する職員がその職務を代理するとあり，その職員がいないと

きは，地方公共団体の規則で定めた上席の職員が職務を代理する，とい

うことになっています。質疑等がありましたらお願いします。  

（なしの声あり） 

【教育長】それでは，教育長の職務と事務の委任について説明を加えます。 

教育長の職務は，教育委員会事務局職員等に委任することができ，教育

長職務代理者が行う教育長の職務についても同様に委任できることを理

解していただきたいと思います。ただし，教育委員会の招集，可否同数

の議事の議決など，教育委員会の総理及び代表することに関する事務は，

職員に委任することはできないと考えられています。したがいまして，

教育長が行う事務の決裁，庁内会議の出席などについては，全て教育次

長に委任したいと考えています。質疑等がありましたらお願いします。 

【委員】議会対応について伺います。教育長職務代理者が出席することに

なりますか。 

【教育長】議会については，教育次長で対応したいと考えております。 

   議会出席者は，議会の審議に必要な説明を行うため本会議開催前から議

案の把握や一般質問への答弁を調整するなど，議会当日の出席だけでは

なく，常に関わる必要があります。また，本会議が開催されない会期中

においても，急遽，調整する事項が生じるなど，非常勤の勤務ではその

任が重いと考えますので，議会の対応についても教育次長に委任したい

と考えています。 

【委員】非常勤である私たち委員が，常に議会や市執行部と調整を図るこ

とは難しいと思います。教育次長に負担をおかけしますが，議会対応を

お願いしたいと思います。 

次に，外部の行事等について伺います。教育長職務代理者と教育次長の

どちらが出席したらよいでしょうか。 

【教育長】教育委員会の総理及び代表としての出席になるかについて，留

意した上で，教育長職務代理者と教育次長で出欠を調整していただけれ
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ばと思います。教育次長と同席される場合は，教育長職務代理者が挨拶

を行った方がよろしいのではないかと考えています。 

 他に御意見等がありましたらお願いします。 

 （なしの声あり） 

【教育長】他にないようですので，議会などへの出席を含め，教育長の事

務は，基本的に全て教育長職務代理者から教育次長へ委任して進めると

いうことにしたいと思います。それでは，協議事項（１）を終わりにし

ます。 

 次に，協議事項（２）就学援助支給費目の追加について，事務局から説

明をお願いします。 

【学校教育課長】就学援助支給費目の追加について，資料５０ページを御

覧ください。１の概要では，令和元年度要保護児童生徒援助費補助金に

係る国の予算単価表の費目に「卒業アルバム代等」が新しく追加されま

した。富里市としては，国の予算単価表を基に支給費目及び支給額を設

定していることから，富里市就学援助費支給規則の改正を行い，準要保

護児童生徒に支給したいと考えているので，協議するものであります。 

２の支給費目に係る近隣市の対応概要については，資料の一覧のとおり

であります。３の支給費目に係る影響ついて，卒業アルバム代支給の対

象は小学６年生と中学３年生となり，支給金額の見込みとして支給限度

額を元に算定をした結果では，５５万９，６８０円となっています。 

４の協議事項承認後の対応について，支給に際しては財源が必要となる

ことから財政協議と支給費目の追加に当たり規則改正が必要となります。 

協議内容は以上となりますが，支給については財政協議を要し，現時点

で支給できるかどうかについては未定でありますが，新しい費目の追加

について，協議をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【教育長】説明が終わりました。質疑などがありましたらお願いします。 

【委員】資料に一例として小学６年生の場合の支給金額が記載されていま

すが，２５名として算定している根拠はどのようなものでしょうか。 

【学校教育課長】現在，準要保護に認定されている小学６年生の児童数と

いうことになります。 

【教育長】他に質疑などがありましたらお願いします。 

【委員】卒業アルバムは，子供たちも楽しみにして卒業学年になると作っ

ています。そのアルバムは，子供にとって是非購入したいものであると

思いますし，保護者にとっても同じであると思いますが，高価なものだ

けに，実際に購入を希望しないという子供たちも今までにはいたように
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思います。市の財政が許され，準要保護の子供たちに補助がいただけれ

ば，ありがたいと思います。 

【教育長】御意見として承ります。他に質疑等がありましたらお願いしま

す。 

（なしの声あり） 

【教育長】他にないようですので，本協議については事務局で調整するこ

ととしますので，よろしくお願いします。 

 

６ 専決処分の報告 

【教育長】次に，専決処分の報告を行います。報告第１号行事の後援につ

いて，事務局からの説明を求めます。 

【学校教育課長】今年度に行われる「第５１回全国小中学校環境教育研究

大会」の後援について，専決処分を行いましたので報告します。 

 行事の内容は，全国小中学校環境教育研究会が主催者となり，今年度の

１１月２２日に根木名小学校で開催されるものであります。 

  【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

（なしの声あり）  

   

７ 議案 

【教育長】次に，議案に入ります。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，事務局の説明を

求めます。 

【学校教育課長】本案は，令和元年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す。資料７ページの新旧対照表を御覧ください。

本案は，８月の教育委員会議で協議をいただきましたが，協議後に変更

したところが１か所あります。改正後の第７条のただし書きについて，

「緊急その他やむを得ない事情があると幼稚園長が認めた場合はこの限

りではない。」としています。特殊事情に配慮するため例規を整えるも

のですので，御了承いただければと思います。その他の変更はありませ

ん。よろしく御審議の上，可決されますようお願いします。 

【教育長】説明が終わりました，質疑がありましたらお願いします。 

 （なしの声あり） 
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【教育長】特にないようですので採決します。議案第１号について，原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （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ました。 

次に，議案第２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，事務局の説明を求めます。 

  【学校教育課長】資料１２ページの新旧対照表を御覧ください。本案は，

令和元年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

園の保育料を徴収しなくなることから，保育料滞納者に対する処置に関

する条項の第３０条を削除するものです。なお，本案につきましては，

事前に協議は行っておりませんが，保育料に係る改正ということでご了

承いただければと思います。よろしくご審議の上，可決されますようお

願いします。 

【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長】特にないようですので採決します。議案第２号について，原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （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ました。

次に，議案第３号令和２年度富里市立幼稚園児募集要項について，事務

局の説明を求めます。 

【学校教育課長】本案は，７月の教育委員会会議で協議をいただき，８月

の教育委員会議で議案として上程する予定でしたが，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」の改正を９月の市議会

に上程した関係から，今回改めて教育委員会議に上程させていただきま

す。なお，条例につきましては本日の市議会で可決いただきましたこと

を申し添えます。よろしくご審議の上，可決されますようお願いします。 

【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長】特にないようですので採決します。議案第３号について，原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

【教育長】異議ないものと認め，議案第３号は原案のとおり可決しました。

次に，議案第４号富里市学校給食センター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，事務局の説明を求めます。 
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【学校給食センター所長】本案は，令和元年１０月に予定されている幼児

教育・保育の無償化の実施に伴い，幼稚園児の給食主食費について明記

する改正を行うものであります。よろしくご審議の上，可決されますよ

うお願いします。 

【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長】特にないようですので採決します。議案第４号について，原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

【教育長】異議ないものと認め，議案第４号は原案のとおり可決しました。

次に，議案第５号富里市社会体育館の設置及び管理に関する規則の一部

を改正する規則の制定について，事務局の説明を求めます。 

【生涯学習課長】資料１９ページの提案理由を御覧ください。本案は，健

康増進法の一部を改正する法律の施行，及び消費税率引上げに伴う改正

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ります。改正

内容では，遵守事項の改正で「敷地内で喫煙しないこと」を規定するこ

と，また，トレーニングルーム個人使用券に記載されている使用料額を

改めることなどが主なものです。新旧対照表は，２６ページから２７ペ

ージまでとなります。資料２８ページ以降は，各申請書様式の改正前後

の記載となります。なお，附則では，施行期日を公布の日から施行する

とし，別記第２号様式の改正規定は，令和元年１０月１日からとしてい

ます。また，改正前に調整された用紙については，所要の修正を加え使

用することができるとしています。よろしく御審議の上，可決されます

ようお願いします。 

【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長】特にないようですので採決します。議案第５号について，原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

【教育長】異議ないものと認め，議案第５号は原案のとおり可決しました。

次に，議案第６号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，事務局の説明を求めます。 

【生涯学習課長】提案理由について資料３２ページを御覧ください。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，明記するとともに用語の整備を行います。資料３４ページ
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は新旧対照表になります。なお，施行期日については公布の日からとし

ています。よろしく御審議の上，可決されますようお願いします。 

【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長】特にないようですので採決します。議案第６号について，原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

【教育長】異議ないものと認め，議案第６号は原案のとおり可決しました。

次に，議案第７号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，事務局の説明

を求めます。 

【生涯学習課長】提案理由について資料３５ページを御覧ください。富里

市ふるさと自然公園の設置及び管理に関する条例が改正され，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から，関連す

る条文及び様式の整備を行うものです。新旧対照表は，資料４３ページ

になります。申請書様式の改正前後の比較は，資料４４ページから４８

ページに掲載しています。また，附則では，施行期日を令和元年１０月

１日からとし，改正前に調整された申請書等の用紙は，所要の修正を加

え使用できるとしています。よろしく御審議の上，可決されますようお

願いします。 

【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長】特にないようですので採決します。議案第７号について，原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

【教育長】異議ないものと認め，議案第７号は原案のとおり可決しました。 

 

８ 報告事項 

【教育長】次に報告事項に入ります。報告事項（１）令和元年台風１５号

被災状況について，所管ごとに教育総務課長から順次説明をお願いしま

す。 

【教育総務課長】教育総務課から報告します。お手元の資料は，９月２４

日現在，千葉県教育庁発表の「台風１５号による市町村立学校施設の被

害状況について」であります。こちらの報告では，富里市は，小学校４

校，中学校２校について被害報告をしているところですが，実際には，

全ての小・中学校において，ガラス破損や倒木など何らかの被害を受け
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ています。被害を受けた箇所については，応急の安全対策等を実施して

います。応急対策の一部では，自衛隊の協力をいただいています。今後

は，業者による修繕等の対応をしてまいりたいと思います。なお，本日，

千葉県教育庁の教育振興部長，学校安全保健課主幹の２名が本市の被害

状況を確認されています。その中で，千葉県から文部科学省へ，被害対

策への補助，学校スクールカウンセラー等の要望事項を提出し，今後検

討して最大限に対応されるというお話をいただいています。 

【学校教育課長】令和元年台風１５号被災状況について，学校教育課の資

料を御覧ください。給食センターでは，調理業務に支障が出るような被

害はありません。小・中学校及び市立幼稚園については，９月９日から

１２日までの４日間，全ての小・中学校，幼稚園で臨時の休校・休園と

なりました。以後，各学校の通電状況と通学路の安全確保という視点か

ら登校の判断を行い，９月１３日から浩養小学校以外は，通電と通学路

の安全確保を確認できましたので登校を再開しています。浩養小学校に

ついては停電により，浩養幼稚園及び富里幼稚園については停電及び施

設の破損により，もう１日多く休園となりました。９月１７日から市内

の全ての小・中学校と市立幼稚園の通常登校・登園が再開しました。そ

れ以後については，各学校・幼稚園の生徒・児童の状況把握，臨時の校

長会議等により現状把握に努めています。なお，給食は提供できている

ものの，牛乳については，その工場の関係で提供できていません。現状，

いつから提供できるかは未定という報告を受けています。 

【生涯学習課長】富里中央公民館では，当日，正面ロビーが浸水しました

が職員により対応済みです。敷地内の受水槽は，桜の倒木により配管や

本体上部が破損しています。他に，ネットフェンス破損，樹木被害があ

りましたが，自衛隊，東京電力の支援により支障となる枝などは処理さ

れています。今後の対応は業者発注を考えています。 

文化財の収蔵庫では，屋根南側の雨樋の鼻隠しが破損し，業者発注によ

る補修を考えています。 

 旧岩﨑家末廣別邸では，外周フェンスが倒れています。敷地内の倒木で

は，職員が調査したところ，根本からの倒木が２３本，幹折れが３５本，

枝折れが４６本，計１０４本の被害となっています。この倒木対策では，

本日，自衛隊の協力により大体が片付いている状況ですが，建物付近に

ついては業者への委託を考えています。建物自体については，銅葺きの

軒部分が破損，瓦の一部が破損，壁の漆喰崩壊があり，修復は業者発注

を考えています。また，主屋への電線の引き込みでは，倒木により切断
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されていましたが，現在，仮復旧の状態です。それから，東屋のガラス

が１枚破損しています。こちらは建物に併せて補修を考えています。 

 富里社会体育館では，屋根軒裏のパネルが強風により落下しました。落

下物は職員が収集したところですが，今後の修復は業者対応を考えてい

ます。駐車場樹木の枝については，職員により収集を完了しています。

その他，外倉庫のシャッターが破損，２階アリーナの天井雨漏りがあり

ます。雨漏りについては，原因が不明なため業務委託による調査を行う

予定です。 

 富里市営運動場では，道路から進入する側の施設案内看板が破損してい

しているので，撤去及び新設を考えています。また，野球場１塁側と３

塁側ベンチの片屋根は，基礎ごと傾いた状態となっていますので，使用

禁止の措置を講じながら，今後は業者対応を考えています。なお，野球

場フェンスの一部損壊については，職員により対応しています。 

 最後に，高野運動広場について，駐車場に一部倒木がありましたが，職

員により全て処理しています。 

【図書館】図書館では，復電に伴い空調機器に不具合が発生しましたが，

現在，マニュアル運転により９月１４日から運用しています。修理につ

いは予算化に向けて協議中であります。 

【教育長】説明が終わりました。質疑がありましたらお願いします。 

 （なしの声あり） 

【教育長】農業関係も施設や作物などで２０億円を超える被害額が報告さ

れていますが，学校などの教育施設について，修繕に相応の費用がかか

りますので，国などの補助金等について，活用しやすいような方向でお

願いしたいと私からもお伝えしました。出来るだけ早く修繕できるよう

にしたいと思っています。 

 他に質疑等がないようですので，報告事項（１）を終わりにします。 

次に報告事項（２）空調機設置事業の進捗について，事務局から説明を

お願いします。 

【教育総務課長】資料は別添のＡ３版のものになります。富里市立富里小

学校及び七栄小学校空調機設置工事については，８月２１日の開札後，

８月３０日に工事請負契約を締結しました。契約の相手方は，株式会社

ヤマト千葉支店，契約金額は税込みで１億１，３８５万円です。 

 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きましても，

８月２１日の開札後，８月３０日に工事請負契約を締結し，相手方は，

株式会社ヤマト千葉支店，契約金額は税込みで１億４，６３０万円であ

ります。 
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【教育長】質疑などがありましたらお願いします。 

   （なしの声あり） 

  【教育長】北学園内２校の空調機設置工事は，本格的にはいつ頃からにな

るでしょうか。 

【教育総務課長】工事の現地事務所がそれぞれ配置されたところで，今後，

配管等の工事を進めていきます。現在，工事業者，設計業者及び学校で，

どの階から着手するか，学級の移動も含めた調整をしているところです。 

【教育長】他に，質疑などがありましたらお願いします。 

【委員】設置工事は，今年度いっぱいに終了する予定でしょうか。 

【教育総務課長】令和元年度の事業年度で完成を目指しています。 

【教育長】他に，質疑等がありましたらお願いします。 

 （なしの声あり） 

【教育長】他にないようですので，次に移ります。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します。 

【教育総務課長】資料は５３ページになります。９月の行事は記載のとお

りとなります。１０月の予定では，第７回教育委員会定例会議を２３日，

小中学校音楽祭終了後の午後３時３０分からの開催を予定しています。 

  【学校教育課長】資料は５４ページからとなります。主な行事を報告しま

す。９月の行事については，７日に中学校３校で体育祭が行われました。

小学校の運動会については，台風による休校の影響で，富里小学校は１

週間延期となり２１日に実施しました。浩養小学校・幼稚園についても

１週間延期し，明日２８日の運動会を予定しています。根木名小学校は，

本来の予定どおり明日の実施となります。１０月には，富里幼稚園の運

動会が５日に実施されます。なお，園庭ではなく，社会体育館を借りて

午後に実施する予定です。また，小学校の就学時健康診断では，２日の

根木名小学校を皮切りに各小学校で実施されます。１１月２６日の日吉

台小学校が最終の予定です。 

   続いて，給食費の徴収状況では，８月末現在の徴収率は９６．８２パー

セントで，対前年度同期比０．０１ポイントの減となっています。９月

中旬に３か月以上滞納している世帯に対して，学校給食費の納入の要請

をするとともに，１０月分の児童手当を給食費に充てられるよう勧奨を

行いました。引き続き徴収率向上に努めてまいります。 

   資料５６ページは，第５回の校長会議の概要となります。概要は，記載

のとおりでありますが，特に，学校運営については，夏季休業中の大き

な事件・事故がなかったことへの感謝を伝えました。また，９月の残暑

への対応，運動会練習中のけが予防などへの配慮もお願いをしたところ
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であります。定例会では報告済みですが，きょうざん塾，夏期休業中の

研修会の結果を報告しました。また，不祥事防止では，特に，わいせつ，

セクハラに関わる不祥事防止について重点的に話をしました。 

  【生涯学習課長】資料５７ページをお願いします。９月２４日に行われま

した社会人権教育地区別研修会では，当日の参加者は１４５名でありま

した。うち市内からの参加は２８名でありました。 

   １０月の予定では，３日「絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵

画展があり，１２日には表彰式を予定しています。２７日には，第１２

回富里市英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表会を予定してい

る。資料５８ページはスポーツ関係の記載となります。１０月１４日に

「２０１９とみさとスポーツ健康フェスタ」の開催を予定しています。

今回は，野球教室及サッカー教室のほか，パラリンピック種目のボッチ

ャのニュースポーツ体験，ソフトバレー大会を行う予定で準備をしてい

ます。 

  【図書館長】資料は５９ページになります。９月２９日に第２回富里歴史

講座を予定しています。１０月には，七栄小学校から依頼がありました

「朝のおはなし会」を１８日に予定しています。このおはなし会では，

対象が１年生から６年生の計１４クラスになりますが，図書館ボランテ

ィアの協力を得ながら実施する予定です。 

【教育長】各課等からの報告が終わりました。質疑がありましたらお願い

します。 

（なしの声あり） 

  【教育長】特にないようですので報告事項を終わりにします。 

 

９ その他 

【教育長】次にその他に移ります。その他として，何かありましたらお願

いします。 

（なしの声あり） 

【教育長】特にないようですので，その他を終わりにします。 

 それでは，閉会宣言の前に，私の退任の挨拶をさせていただきたいと思

います。平成２４年１０月から２期７年の教育長在任でありました。教

育委員の皆様，教育委員会の皆様に御協力と御支援をいただきまして，

厚く御礼申し上げます。９月３０日をもちまして退任いたしますが，大

過なく任期を全うできましたのも皆様のおかげであると心より感謝をし

ております。結びになりますが，今回，富里市が災害を受けましたが，

早期の復興とともに富里市の発展を願っております。また，教育委員会
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の職員としまして，富里教育がますます充実するよう，そして皆様方の

御健勝と御活躍を祈念いたしまして，退任の挨拶とさせていただきます。

７年間ありがとうございました。 

 

１０ 教育長閉会宣言 

【教育長】以上で，令和元年度第６回富里市教育委員会定例会議を閉会し

ます。 


