
1/16 

令和元年度 第８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１１月２６日(火) 

         開会 午後３時（休憩 午後３時５５分から４時２５分） 

  閉会 午後４時４０分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  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１２月２４日  

 

  署  名  人 

 

 

  署  名  人 

 

 

  会議録作成人 
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１ 開会宣言 

【教育長職務代理者】令和元年度第８回富里市教育委員会定例会議を開会

します。 

 本日の会議は，前回会議録の承認，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ますので，よろしくお願いします。 

 

２ 前回会議録の承認 

令和元年度第７回定例会議会議録承認 

（署名人：會田委員，川口委員） 

 

３ 教育長職務報告 

【教育長職務代理者】次に，教育長職務報告を行います。主な出席行事に

ついて報告します。 

 １０月２３日，富里市小中学校音楽祭に出席しました。どの学校も心を

一つにすばらしい合唱や演奏を披露してくれました。 

 ２７日，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

会が開催され，第２部では中学生によるアメリカホームステイ体験ツア

ーの報告が行われました。 

 ２９日，青い麦の子合同学習発表会が行われ，特別支援学級の子供たち

の元気いっぱいの発表を見ることができました。 

 １１月には，２日から４日にかけて富里市文化祭が開催されました。 

 ６日，富里市生涯学習・家庭教育講演会が開催され，スクールカウンセ

ラー，スーパーバイザーによる講演が行われました。 

 ７日，令和元年度富里市教育委員会移動地域教育懇談会が富里幼稚園を

会場に行われ，幼児教育の大切さについて意見を交換しました。 

 １３日，令和元年度富里市定例表彰式が行われ，２３名の方々が受賞さ

れました。午後からは，富里市文化祭展示部門賞，児童作品展優秀賞，

生活安全・交通安全啓発標語優秀賞の合同表彰式が行われました。また，

教育長顕彰授与式が行われ，スポーツで活躍された１４名の方々が受賞

されました。 

 ２２日，第５１回全国小中学校環境教育研究大会千葉大会が根木名小学

校を会場に行われました。 

 ２５日，七栄小学校への北総教育事務所指導室訪問が行われ，１９名の

先生方から指導をいただきました。 

 ２６日，令和元年度富里市教育委員会表彰授与式が行われ，２名，１団

体の方が受賞されました。 
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出席行事については以上となります。会議については資料に記載のとお

りです。 

予定についても，記載のとおりとなりますが，次回の教育委員会定例会

議を１２月２４日の午後に予定しますので，御協力のほどお願いします。 

これで，教育長職務報告を終わります。 

    

４ 教育委員報告 

  【委員】１０月２３日，第３２回小中学校音楽祭が富里中央公民館講堂を

会場に開催されました。開会式は，富里南小学校の児童の開会の言葉か

ら始まり，主催者挨拶，来賓の挨拶の中では，市長より会場の小中学生

に，今の富里市は台風の被害で元気がないので，合唱・合奏で富里に元

気を与えてくださいというメッセージがありました。音楽祭では，根木

名小学校の合唱から始まり７校の合唱，３校の合奏がありました。時間

の都合で後半の２校の合奏を聴くことができませんでしたが，各小・中

学校とも練習の成果が発揮されたすばらしいものであったと思います。 

  【委員】１０月２７日に行われました，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について報告します。スピーチ部門，暗

唱部門に出られた小・中学生の皆さんは，本番では若干緊張していたよ

うですが，発表する前にホールや外でぎりぎりまで練習をしていた姿は，

楽しそうに見受けられました。しゃべれたら，面白そうだな，楽しそう

だな，やってみたいなという思いが，最初にあったのではないでしょう

か。児童・生徒の皆さんには，英語を話す，聞くことにより，自分の世

界を広げる，豊かにするきっかけにしてもらいたいと思いました。また，

中国，スリランカから来られた中学生２人の日本語によるスピーチでは，

日本での経験を母国語で考え理解するだけではなく，日本語で話をする

ことにより，より一層日本語での感性，考え方を身に付ける一助になっ

ていると思いました。 

   第２部では，アメリカホームステイ体験ツアーの報告がありました。参

加された皆さんに共通していたことは，新たなことに好奇心を持って挑

戦しようとしたこと，ホームステイ先の家庭，学校の方々とのコミュニ

ケーションには，歯がゆさやもどかしさを感じながらも，何らかの手ご

たえを感じ，チャンスがあったら，大人になったら，またホームステイ

先の家族に会いたいという思いでした。まさにすばらしい体験をされた

と思いました。また，彼らの成功体験の裏には，彼らを受け入れてくれ

た現地の家族の皆さん，学校の方々というすばらしい環境があり，こう

いう事業を継続してきた富里市外国語推進事業実施協議会をはじめ教育
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委員会など，周囲の方々の尽力を忘れてはいけません。今，我々を囲む

環境では，情報は容易に入手でき瞬時に世界に配信され，疑似体験もよ

りリアリティーに得られる状況です。だからこそ，小・中学生には，ホ

ームステイなどを通して生身の人間同士が相対して，日本語，英語，他

の言語を介しコミュニケーションを取り合える場所の提供が継続される

ことを大切に思います。 

【委員】１１月７日，富里幼稚園で行われました教育委員会移動地域教育

懇談会に参加しました。懇談会のテーマは，「幼児教育の大切さを考え

る，幼稚園・家庭・地域との関わりを通じて」でありました。保護者か

ら伺った話は，全体的に幼稚園の取組を評価しているという内容でした。

泥遊びや野菜作りなど家ではできない遊びや体験をたくさんさせてくれ

る。年中行事もたくさん取り入れてくれる。園児が少ない分，男女の区

別なく仲がよいなどでした。その反面，少数でしたが次のような意見も

ありました。預かり保育の枠を更に増やしてほしい。幼稚園の駐車場を

増やしてほしい。園庭を開放してほしい。園児が少ないので人間関係が

難しいなどでした。大切なことは，保護者の意見を聞く場を設けること

や意見交換をすることだと考えますので，今回の懇談会はとても有意義

であると思いました。 

 次に，１１月２５日，七栄小学校で行われた北総教育事務所指導室訪問

に参加しました。学校では，廊下や掲示物が大変きれいでした。子供た

ちの作品には，びっしりと書かれ，とても丁寧な作品が多くありました。

先生からのコメントもしっかり書かれていて，子供たちの励みになると

思いました。授業では机の上に必要最小限のものだけが置かれていて，

学習に集中できるようにしていると感じました。実際，授業に集中して

いるクラスが多かったと思います。ただ，気になる点もありました。授

業を受ける子供たちの姿勢，鉛筆の持ち方，ペン字の仕方などは，さら

に徹底した方がよいと思われる場面も見受けられました。学習規律は結

果的に学力向上につながるものと考えますので，是非取り組んでほしい

部分であると思いました。 

【委員】１１月２２日に行われました，第５１回全国小中学校環境教育研

究大会について報告します。環境という言葉で連想されることとして，

環境問題という言葉が出てくると思います。これは，５０年も前ならば

公害問題とほぼイコールであったと言えたでしょう。４大公害病として

古くは足尾銅山鉱毒事件など，当事者にとっては，当人の生死，家族の

生死，生活基盤の崩壊に係る重大な問題と言えます。 
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今の環境では，人の健康に例えるならば，けがや病気をしたら，病院へ

行き治療を受けたり薬を飲むというスタイルから，日ごろから健康管理

を行い，病気を防ぎ，けがを負い難い生活環境や職場環境を築きあげる

という発想の転換と同じようなことも言えます。 

 午前中の授業展開では，各学年が段階的に自分の身の周りの自然，地域

社会に関心を持ち，深め，そして積極的に関わっていく姿が感じられま

した。何気なく目の前にある自然，社会生活，何事もなければ見過ごさ

れてしまうような日々，しかし，その中にこそ複雑な絡み合いや支えあ

いがあることを気付かせる教育が，大事であると改めて感じました。 

 午後には，３件の口頭発表，そして６件の誌上発表がありました。これ

らは，日々の積み重ねによる成果や現在進行形の成長過程とも言えます。

発表された各学校に今後のよりすばらしい成果が得られることを強く期

待します。 

 最後の講演では，高校教育ではということでしたが，将来の担い手とな

るための資質，能力を身に付けさせるという話が出てきました。これは，

高校という段階だけでなく社会人としての成長にも欠かせないことと考

えます。これらは一足飛びにできることではありません。小・中学校教

育が重要であることは言うまでもありません。これには，午前中の授業

にも見られたように段階的に，先生の教える側，児童・生徒の学ぶ側が，

積極的に関わりあい深めていくことが必要であると思います。行動する

ための意思疎通の手段，論理的な最善の手段の組立，また倫理的な判断，

できることとやってよいことの判断を植付け，育てることが教育の役割

であると考えます。 

 

５ 専決処分の報告 

  【教育長職務代理者】次に，専決処分の報告を行います。報告第１号専決

処分の報告について，事務局の説明を求めます。 

  【生涯学習課長】資料の２ページをお願いします。専決処分の内容は，

「JAL Presents スポーツ能力測定会 in 千葉」の行事への後援です。 

   この行事では，日本航空株式会社が主催のＪＡＬネクストアスリートプ

ロジェクトとして，子供たちのスポーツ離れにより体力・運動能力が低

下傾向にあると言われている中，全国の自治体を回り，専用の測定機器

を使用したスポーツ能力測定会を実施し，一人一人の子供たちの特性に

合ったスポーツに出会えるよう，アドバイスが行われているようです。

本行事は，日本航空株式会社による千葉県内の開催地募集に対し，本市

も応募しましたところ，富里社会体育館での開催が決まったものであり
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ます。期日は令和２年２月２９日，場所は富里社会体育館，後援内容は

名義使用，専決年月日は令和元年１１月１４日でございます。 

【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑がございましたらお願い

します。 

(なしの声あり) 

【教育長職務代理者】特にないようですので，専決処分の報告を終わりま

す。 

 

６ 議 案 

【教育長職務代理者】次に，議案に入ります。議案第１号富里市条例の用

字の整備に関する条例の原案について，議題とします，事務局の説明を

求めます。 

  【教育総務課長】資料３ページをお願いします。本案は，前回の教育委員

会会議で協議しました拗音及び促音の表記を大書きから小書きに，読点

として用いる「，（コンマ）」を「、（てん）」に改める条例の原案に

ついて，教育委員会の議決を求めるものです。よろしく御審議の上，可

決されますようお願いします。 

【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑がございましたらお願い

します 

(なしの声あり) 

【教育長職務代理者】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) 

【教育長職務代理者】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，議題とします，事務局の説明を求

めます。 

【学校教育課長】資料は５ページから７ページとなります。本案は，令和

元年１２月１４日に学校教育法が一部改正されることに伴い，引用する

条項にずれが生じることから，必要な改正を行うものです。７ページの

新旧対照表を御覧ください。学校教育法第９条の一部改正に伴い，関連

する富里市立小学校及び中学校管理規則第４４条第３号について改める

ものです。なお本案は，１０月の教育委員会会議の協議事項として協議

したもので，今回，議案として上程するものです。よろしく御審議の上，

可決されますようお願いします。 



7/16 

【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑がございましたらお願い

します 

(なしの声あり) 

【教育長職務代理者】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) 

【教育長職務代理者】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，議題とします，事務局の説明を求めます。 

【学校教育課長】資料は８ページから１１ページとなります。本案は，先

ほどの議案第２号と同様に，令和元年１２月１４日に学校教育法が一部

改正されることに伴い，引用する条項にずれが生じることから，必要な

改正を行うものです。１０，１１ページの新旧対照表を御覧ください。

学校教育法第９条の一部改正に伴い，関連する富里市立幼稚園管理規則

の一部を改め，併せて所要の改正を行うものです。こちらも，１０月の

教育委員会会議の協議事項として協議したもので，今回，議案として上

程するものです。よろしく御審議の上，可決されますようお願いします。 

【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑がございましたらお願い

します 

(なしの声あり) 

【教育長職務代理者】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) 

【教育長職務代理者】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。 

 

７ 協議事項 

【教育長職務代理者】次に，協議事項に入ります。協議事項（１）令和２

年度富里市教育委員会の歳入歳出予算に係る要望について，事務局の説

明をお願いします。 

【教育総務課長】資料１３ページをお願いします。令和２年度の富里市の

予算編成に当たりまして，教育委員会に係る予算への配慮について，資

料に記載の事業への特段の配慮と事業推進に必要な経費の確保を要望す

ることについて，協議をお願いします。参考資料として，１４ページか

ら１６ページに事業概要等を掲載しています。 
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【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑などがございましたらお

願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長職務代理者】特にないようですので，協議事項（１）については，

本案のとおり承認し，要望することとします。次に，協議事項(２)教育

委員会会議における議決事項について，事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】資料１７ページをお願いします。教育委員会会議におい

て議決する事項を確認し，その適用について協議します。続いて，資料

１８ページをお願いします。内容としましては，教育関係施設の臨時休

館及び臨時業務の実施と富里市立小・中学校の休業日変更についてであ

ります。 

 初めに教育関係施設について説明します。本協議に至る経緯，理由につ

いて，このたびの台風等の災害においては，停電等により富里市立図書

館などの休館，富里市学校給食センターにおいては給食調理業務を停止

したほか，休憩所，携帯電話充電場所，救援物資集配センターの開設な

ど災害対応として，富里中央公民館，富里社会体育館を臨時休館又は一

部休館としたところでございます。これまで臨時休館については，教育

委員会会議に議案を上程し議決をいただいていることから，台風災害後

において議案を上程し議決が必要か，関係する規則等を確認しました。

資料１８ページの下段，富里市教育委員会行政組織規則第８条を御覧く

ださい。こちらは教育委員会会議で議決事項として規定されている第１

号から第２２号までとなっています。第１号から第２１号までの規定は，

臨時休館について議決する事項として該当しないものと考えるに至りま

した。これまでは，同条第２２号の重要又は異例に属することとして，

議案を上程し議決をいただいてきましたが，スイカロードレース大会，

文化祭など各種行事との調整や災害対応のため必要な臨時休館などは，

臨時休館が必要か否かを審議する内容ではないため，重要な事項にはあ

たらないと考えました。それでは，異例な事項に属するかについてです

が，２０ページの富里市公民館条例第４条を御覧ください。 

公民館の休館日について教育委員会が必要と認めるときは，休館日を変

更し，又は臨時に休館日を設けることができるとあります。あらかじめ

条例に明記されていることから異例な事項にあたらないと考えました。

富里社会体育館，富里市立図書館についても同様の考えであります。 

 ２３ページの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第

７条を御覧ください。給食センターの休業日に関しては臨時休業の規定

がなく，教育委員会が必要と認めたときは，給食センターの業務を行う
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ことができるとあり，臨時の業務の実施について定められています。こ

の場合の教育委員会が必要と認めたときについても，教育委員会会議の

議決事項にはあたらないと考えました。 

 したがいまして，富里中央公民館，富里社会体育館，富里市立図書館の

臨時休館について，富里市学校給食センター業務を臨時に実施すること

については，教育委員会会議の議決を経ることなく，教育長への委任の

規定を適用し，教育長が決定することとしてよろしいか。 

 また，先の９月・１０月の台風等災害の対応に伴った臨時休館について，

あらためて議案を上程し，議決を経ないものとしてよろしいか協議する

ものです。 

 続きまして，２４ページの資料２をお願いします。富里市立小・中学校

における休業日変更の承認については，これまで教育委員会会議に議案

を上程し議決を経てまいりましたが，富里市教育委員会行政組織規則第

１０条（教育長への委任）の規定を適用し，今後は教育長への委任事項

として教育長が休業日変更を承認してよろしいか協議するものです。 

 本協議に至る経緯，理由については，臨時休館等と同様に議決事項にあ

たるかを考えました。富里市立小学校及び中学校管理規則第１９条の２

（休業日）を御覧ください。同条第６号の臨時休業日では，学年を通じ

て７日以内で，校長があらかじめ教育委員会の承認を得て定める日とあ

ります。この場合の教育委員会の承認については，教育委員会会議の議

決ではなく，教育長への委任事項として臨時休業日を決定しています。 

 同条第２項の規定により休業日の変更を行うときの教育委員会の承認に

ついては，これまでは教育委員会会議の議案としていましたが，富里市

教育委員会行政組織規則第８条の議決事項である第１号から第２１号ま

でに該当する事項ではありません。また，同条第２２号の重要又は異例

に属するかについて考えますと，休業日変更の理由は，学校で授業時数

を確保した上で，各学校が実施するキャリア教育，職場体験学習など児

童・生徒の総合的な学習授業，秋季運動会との調整など学校運営上必要

なものであるため，休業日の変更が必要か否かを教育委員会会議におい

て審議するような重要又は異例な事項にはあたらないと考えました。 

なお今後，例えば休業日の時期を小・中学校一律に恒久的に変更する場

合など，学校の経営・運営上で大きな影響がある場合は，規則改正にあ

たるものとして教育委員会会議で議案として審議するべきものと考えま

す。したがいまして，富里市立小学校及び中学校管理規則第１９条の２

第２項で規定する，休業日の定めに係る教育委員会の承認については，
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教育長への委任事項として決定することとしてよろしいかというもので

あります。 

 また，２０ページに戻りまして，富里市教育委員会行政組織規則第１４

条第１号を御覧ください。こちらは，教育長に委任した事務のうち，教

育委員会が重要と認めるものは，次の教育委員会会議で教育長が報告し

なければならないという規定であります。臨時休館や学校の休業日変更

の決定については，重要又は異例な事項ではないものとして，本規定に

該当せず，教育長からではなく各課長等から報告を求めることとしてよ

ろしいか，併せて協議をお願いします。 

【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑などがございましたらお

願いします。 

（質疑なしの声あり） 

【教育長職務代理者】特にないようですので，協議事項(２)については，

提案のとおり承認し，今後，本日の協議内容のとおり取り扱うこととし

ます。協議事項（３）富里市教育振興基本計画(令和２年度～令和６年

度)について，事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】別添資料の９ページをお願いします。こちらは施策の体

系です。これまでの協議によりまして，第１期計画の基本理念及び目標

を第２期計画で継承することと，第２期計画では基本方針を７つとする

こと，また，第１章の計画策定にあたってから第３章計画の基本理念に

ついて，協議をいただいたところです。 

 本定例会議の協議については，施策１－１から７－３までと，１０ペー

ジ以降の施策に基づく第４章計画の推進について，素案を作成しました

ので委員の皆さまから御意見を伺うものです。 

【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑や意見などをお願いしま

す。 

【委員】全体的に安全に関する記述が少ないと感じました。最近のスマー

トフォンでの事件や天災時の対応で困ったことがあったと思います。実

際に学校で子供を預かっているので，環境づくりや指導について記述し

てもよいのではと思いました。 

【教育総務課長】ただいま貴重な意見をいただきましたので，それらをこ

の第２期計画に反映させていきたいと思います。 

【教育長職務代理者】他にございますか。 

【委員】５ページの第２章の中段になりますが，「家庭・学校・地域の役

割云々から教育上の課題となっています。」という段落ですが，書かれ

ていることに関しましては，私も感じるところが多々ありますが，基本
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計画として記載する必要はないかと思います。こういう諸問題がバック

ボーンになって計画が立てられるということから，これらのことに関す

る裏打ち，今までのアンケート調査であるとか，そういうデータとして

保持している又は説明できるような状況にしていただければよいと思い

ます。特にここでは，次世代への継承が困難であるとか，地域の大人た

ちが子供の育みに関心を払わずというような厳しい表現や警鐘を鳴らし

ているところがあるので，これに関して十分に応えられるような裏打ち

をお願いします。また，１７ページの目標３，家庭・学校・地域社会の

絆による心豊かな地域づくりについては，この問題提起に対してもう少

し，特に地域社会との関わりというところで，強く何かを入れられない

かと感じました。 

【教育長職務代理者】５ページの中段の家庭・学校・地域の役割と連携部

分の地域の実態の書き方について，非常に厳しい捉え方をされ，表現の

仕方も厳しいと感じました。もう少し表現の仕方を工夫できないかと感

じました。また，この実態に対して教育委員から意見がありましたが，

施策として具体的な対策というようなものが，目標３の部分において，

入ってくるとよいのではと感じました。 

【委員】私も５ページの部分は，極端のような，現状としてこういう家庭

もありますが，一部という感じを受けているので，書き方を考えていた

だきたいと思います。また，１８ページの施策６－１，家庭教育の場の

提供については，具体的な取組を盛り込んでいただきたいと思います。 

【教育総務課長】皆様から意見のございました家庭・学校・地域の連携部

分につきまして，表現の方法を工夫したいと思います。 

【委員】５ページの下から３行目のところの「長寿化と少子高齢化が進む

中」という３行分について，もう少し表現を変えてわかりやすいように

書いていただければと思います。 

【教育総務課長】意見をいただきました部分では，合計特殊出生率２．１

というところが指標になっておりまして，それを上回ると人口帯が伸び

てくるということですが，富里はそこまでは達していないので，今後，

０から１４歳人口は減少していくという見方になります。ただし，富里

市自体としては，上昇傾向があるという視点で記載していますが，わか

りにくい表現となっていますので，文脈を入れ替えまして，わかりやす

い表現に改めたいと思います。 

【教育長職務代理者】６ページの上段，２行目３行目のところに「小学校

と中学校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

がある」と書かれていますが，本市においては，今までジョイント・ス
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クール構想で３学園体制をとって，教育活動の推進をしていると思いま

す。今回の施策の方を見ると，そういったジョイント・スクール体制の

充実というか，そういったことが挙げられていません。やはり，これか

らは，小学校・中学校と９年間を見通した指導ということも視野に入れ

ながら教育活動を行っていく必要があるのではないかと思いますので，

施策の中に入れられるものなら入れていただくか，そうでなければ，今

後，教育プランを作成するときに具体的な内容として入れていただきた

いと感じました。 

【学校教育課長】小中一貫教育の推進という部分については，ジョイン

ト・スクールが有効な取組であるというふうに考えております。この部

分を教育振興基本計画にどのように盛り込めるか，検討をさせていただ

きたいと思います。 

【教育長職務代理者】１２ページ基本方針２の現状と課題の書き方につい

て，下から６行目に「計画的に健康教育を推進していくように努めま

す」というような表現がありますが，現状と課題の部分なので，記述の

仕方を工夫した方がいいと思います。 

【教育総務課長】御指摘のように，こちらは現状と課題というところであ

りますので，こちらについては，推進していく必要があるなどの表現に

したいと思います。 

【教育長職務代理者】他にございますか。 

（なしの声あり） 

【教育長職務代理者】他にないようですので，本協議については，本日の

内容を踏まえ，事務局で調整し進めることとします。 

 

８ 報告事項 

【教育長職務代理者】次に，報告事項に入ります。報告事項（１）「富里

市教育委員会点検及び評価」及び「令和２年度とみさと教育プラン」に

係るスケジュールについて，事務局からお願いします。 

【教育総務課長】資料２６ページをお願いします。富里市教育委員会点検

及び評価のスケジュールにつきましては，令和２年４月以降に令和元年

度の完了評価の案を作成し，あらかじめ教育委員会定例会議で協議の上，

議案を上程する予定です。 

次に２７ページをお願いします。令和２年度とみさと教育プラン策定の

スケジュールにつきましては，令和２年１月から作成作業に入りまして，

２月の教育委員会定例会議で内容の協議を行い，３月の定例会議で議案

として上程する予定です。 
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【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑がございましたらお願い

します。 

  （なしの声あり） 

【教育長職務代理者】特にないようですので，報告事項（１）を終わりま

す。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

願いします。 

【教育総務課長】資料２８ページをお願いします。１１月の行事は記載の

とおりです。１２月は，第９回教育委員会定例会議を２４日に予定して

いますので，皆様の出席をお願いします。 

【学校教育課長】資料２９ページをお願いします。１１月の主な行事につ

いては，５日に校長会議，１３日に教頭会議，２２日に根木名小学校の

全国小中学校環境教育研究大会，２５日に北総教育事務所の指導室訪問

がございました。１２月の予定についても記載のとおりとなりますが，

校長会議を３日，教頭会議を１０日に予定し，冬季休業日は２４日から

となります。 

 続きまして，３０ページをお願いします。学校給食費の徴収状況につい

て，１０月末現在の徴収率は９８．１０パーセントで，対前年度同期比

０．０２ポイントの減となっています。今月は徴収率の向上対策として，

現年度未納分を対象として，電話催告を実施しているところであります。

引き続き徴収率向上に努めてまいります。 

続きまして，１１月５日に日吉台小学校で開催しました第７回校長会議

の概要を報告します。学校運営については，台風１９号，２１号にとも

なう大雨への対応等，児童・生徒の安全確保について感謝を伝えました。

また，今回の対応について，各学校で検証して，よりよい対応の在り方

を改めて検討してほしい旨の依頼をしました。また，教職員の人事評価

について，公正・公平な評価と今後の適切な事務処理のお願いをしたと

ころです。服務につきましては，主に不祥事根絶についての話をしまし

た。わいせつ・セクハラ行為の根絶，教職員間の円滑な人間関係の構築

などが主な内容であります。その他としまして，台風による臨時休校に

より実施できなかった授業についての確認を行いました。５校時の日を

６校時に変更する等，各学校で時数確保の工夫が行われていることから，

現状，冬休み中の授業実施や土曜登校等は行わずに済むという確認がで

きています。 

  【教育長職務代理者】ここで，一時休憩します。 

  【教育長職務代理者】会議を再開します。報告事項（２）月例報告を継続

します。 
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【学校給食センター所長】資料３２ページをお願いします。令和元年１０

月分の学校給食残菜率を報告します。残菜率については，１７．８１パ

ーセント，対前月比で１．２９ポイントの増加となっています。前年度

比較では１．１７ポイントの減少となっています。現在，食育等の教室

指導などの実施により，残菜率の減少に努めています。 

【生涯学習課長】資料３３ページをお願いします。１１月２日から４日に

第５２回富里市文化祭を開催しました。結果につきましては，別紙Ａ４

版の資料を配布していますので後ほど御覧いただきたいと思います。続

いて資料３４ページをお願いします。１１月１３日に教育長顕彰授与式

が行われ，受賞者１４名，うち出席者６名でございました。１２月の予

定では，１日に第８９回印旛郡市駅伝競走大会が佐倉市の岩名運動公園

の陸上競技場をスタート・ゴール地点として開催されます。なお，昨年

は，中学生女子の部で富里中学校が優勝を納めました。また，下段に記

載の富里スイカロードレース大会実行委員会の開催については，現在，

１２月２４日の開催に向けて調整しています。 

【図書館長】資料３５ページをお願いします。１１月には，富里中学校，

富里南小学校の職場体験を受入れました。２０日から２７日までは，雑

誌のリサイクルとして，３年ほど経過した雑誌を皆様に無料で配布しま

す。また，図書館だよりを作成しましたので，明日，区長回覧を予定し

ています。続きまして，１２月の予定では，入館者５００万人達成認定

書授与式として，図書館は平成１５年３月２７日の開館以来，多くの皆

様に御利用をいただき，本年９月１８日に入館者が５００万人に達成し

たことから，これを記念しまして，認定書の授与式を行いたいと思って

います。日時は，１２月１８日午後１３時半から市長室を予定し，認定

証の授与及び記念品の贈呈については，市長及び教育長職務代理者にお

願いしたいと考えています。また，年末年始には，２８日から翌１月４

日までを休館とし，この間に，図書館システムの機器更新を予定してい

ます。 

【教育長職務代理者】質疑などがございましたらお願いします。 

【委員】資料３２ページの給食の残菜率について，富里第一小学校の残菜

率が増えていますが，何か心当たりはありますか。 

【学校給食センター所長】特別な要因は把握しておりません。 

【教育長職務代理者】他にございますか。 

【委員】学校給食残菜率について，平均すると１７から１８パーセントと

いうことは，６人に１人というよりも，それぞれが少しずつ残している

というのが実態なのはわかりますが，比較表現とすれば，６人から７人
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に１人が食べてないか食べられないということにもなるかと思います。

残菜率には，出席率や欠席率も影響すると思いますが，その背景にある

子供たちの家での食事，食に対する姿勢というような，食べたくなかっ

たら食べなくていいなど，家庭環境の把握も今後必要ではないかと思い

ます。 

【学校給食センター所長】学校給食の提供に当たっては，給食だよりなど

を通して食材の産地を紹介したり，富里産の食材を優先的に使って地域

性を出したり，そのような食育などの啓発をしているところですが，家

庭環境については，踏み込み難いところであると思います。 

【委員】先ほどの教育振興基本計画の中でも，健康状態の懸念への記載が

あり，食の状態がよくないということも類推されるので，まずは食の改

善を提言できればという思いです。 

【教育長職務代理者】他にございますか。 

（なしの声あり） 

【教育長職務代理者】他にないようですので，報告事項を終わります。 

 

９ その他 

【教育長職務代理者】次に，その他に移ります。（１）郷土資料館整備事

業について，事務局からお願いします。 

【生涯学習課長】郷土資料館の整備事業につきましては，平成３０年度の

新規事業として，生涯学習課が主体で整備に取り組んできたところです。

今回，公共施設再編の一環としてその整備に当たっては，将来を見通し

て再度検討するよう，市長部局より教育部局に指示があり，関係課で再

検討することになりました。今後，本整備事業の見直しに入りますこと

を報告します。 

【教育長職務代理者】説明が終わりました。質疑などがございましたらお

願いします。 

  (なしの声あり) 

【教育長職代理者】旧保健センターを郷土資料館として整備しない可能性

があるということですか。 

【生涯学習課長】旧保健センターを利用しないという選択肢も含めて事業

を見直していくということです。なお，郷土資料館整備のために寄附を

いただいた財源は，資料展示をするためケース調達など，そういったも

のに充てるという考え方は変わっていません。 

【教育長職務代理者】他に御意見などございますか。 

  （なしの声あり） 
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【教育長職務代理者】特にないようですので，（１）を終わりにします。

その他として，他にございましたらお願いします。 

（なしの声あり） 

【教育長職務代理者】他にないようですので，その他を終わりにします。 

 

１０ 閉会宣言 

【教育長職務代理者】それでは以上をもちまして，令和元年度第８回富里

市教育委員会定例会議を閉会します。 


