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令和元年度 第１１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２年２月１８日(火) 

         開会 午後２時 

  閉会 午後３時４３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２年３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１１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、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１１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。 

 １月３１日、印旛教育会館で行われました印旛地区教育委員会連絡協議

会教育功労者表彰式に出席しました。長期にわたる功績に４２名の先生

方が表彰されました。 

 ２月６日、令和元年度創年セミナー閉講式に出席しました。セミナーの

３分の２以上を受講された皆さんに修了証が授与されました。 

 ２月１５日、とみっこ大学修了式に出席しました。この日は、修了式の

前に敬愛大学の教育ボランティアサークルの皆さんによる特別授業があ

り、子供たちはとても意欲的に活動していました。修了式では、学習カ

リキュラムの全日程のうち９回以上出席した子供たちに修了証が授与さ

れました。主な出席行事については以上となります。 

会議等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は、３月２４日に開催を予

定しますので、御協力のほどお願いします。 

以上で、教育長職務報告を終わります。 

    

４ 教育委員報告 

  【委員】１月３０日に令和元年度第２回教育長・教育委員研修会が市原市

市民会館で開催されました。研修では、「特別な支援を必要とする子供

への支援、発達障害児を取り巻く多様な支援策と現場の対応」という題

目で、認定ＮＰＯ法人発達わんぱく会の理事長による講演が行われまし

た。発達障害について、自閉症、学習障害、その他これに類する脳機能

障害など、通常、低年齢において発現するもので、その特徴は、外見か

らはわかりにくいため、程度が重い場合は気づきますが、軽い場合は本

人も周囲も気づかないことがあり、怠けている、困ったものだ、反抗的
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だなどと誤解を受けることもあり、支援の開始が遅れてしますので、不

安のある方は早めに専門の医療機関に相談してほしいなどのお話があり

ました。また、それぞれの子に合わせた対応など、貴重な講演を聞くこ

とができ、充実した研修となりました。 

    

５ 議 案 

  【教育長職務代理者】次に、議案に入ります。議案第１号富里市文化財保

存活用地域計画協議会設置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。 

  【生涯学習課長】資料は２ページから５ページになります。本案は、前回

１月の教育委員会定例会議で協議をいだたいておりますが、資料５ペー

ジ上段の第４条、委員の任期について、協議の段階では地域計画の満了

する日までとしておりましたが、他の例規や例規審査等の意見を参酌し

まして、この任期を２年に修正しております。それ以外は、協議段階の

原案のとおりでございます。また、文化財保存活用では、平成２８年度

から富里市歴史文化基本構想策定事業に取り組んでいるところでありま

すが、平成３１年４月の文化財保護法の一部施行に伴いまして、文化財

保存活用地域計画の作成等が新たに規定され、その作成等に関する協議

会の設置のため、文化財保護法の規定に沿って条例を制定するものでご

ざいます。よろしく御審議の上、可決されますようお願いいたします。 

  【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。 

 

６ 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

年度とみさと教育プランの策定について、事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】令和２年度とみさと教育プランの策定について協議をい

たします。別添資料の後ろから３枚目の「とみさと教育プラン推進の視

点」をお開きください。こちらの最上部のとみさと教育プランの位置付

けから説明をさせていただきます。最上部の左上ですが、まず、自治体
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として最上位の計画は、富里市のまちづくり全体を推進するため、市長

が策定している「富里市総合計画」でございます。この総合計画は１０

か年の方針を示す基本構想、５か年の行政計画を示す基本計画、３か年

の具体的施策を示す実施計画の３つの計画で構成されています。総合計

画は、都市基盤、産業、福祉、教育、環境などの市民生活全般に関わる

長期計画でありまして、総合計画が推進するまちづくりのうち、教育に

関する分野を担い支えていくために、その右側に記載の「富里市の教育

に関する大綱」、「富里市教育振興基本計画」、「とみさと教育プラ

ン」の３つの計画が個別計画として位置づけられています。本市の教育

に関するこの３つの個別計画においては、「富里市の教育に関する大

綱」は総合計画におけるところの方針を示す基本構想に当たり、「富里

市教育振興基本計画」は５か年計画である基本計画に当たり、「とみさ

と教育プラン」は具体的施策を示す実施計画に当たるものでございます。

したがいまして、とみさと教育プランは、上位の富里市教育振興基本計

画に沿って、毎年度策定しておりますが、この度の令和２年度とみさと

教育プラン（案）につきましては、現在、策定を進めております「富里

市教育振興基本計画（令和２年度～令和６年度）第２期計画」の素案に

沿って作成いたしました。 

 別添資料の前から２枚目をお願いいたします。最上段の教育スローガン、

言い換えますと「とみさと教育プラン」の理念・目的では、現在策定中

の富里市教育振興基本計画（第２期計画）の基本理念となる「家庭で育

て、学校で伸ばし、社会で磨く教育」を「とみさと教育プラン」の教育

スローガンといたします。その下に記載の４つの基本目標と、基本目標

を実現するための３つの重点項目「学校教育の充実」「生涯学習の推

進」「文化・スポーツの振興」につきましては、これまでのとみさと教

育プランを継承し、とみさと教育を推進してまいります。 

 それでは、基本目標及び重点項目を基に進める取組につきまして、各課

等の長から説明いたします。 

とみさと教育プラン(素案)の１９ページをお開きください。 

 ②学校施設の整備「学校施設の空調機更新」では、富里南小学校の空調

機設備が３０年を超えているため更新を計画いたします。「学校施設の

既存不適格対応」では、防火シャッター等、既存不適格となっている事

項を改善するための工事実施設計業務の作成を計画し、子供たちが快適

に学習に取り組める教育環境を確保してまいります。「遊具安全点検の

充実」では、各学校で行う日常点検及び年１回の総合点検を実施して、
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児童・生徒が安全に学校生活を過ごせるよう努めてまいります。教育総

務課からは以上となります。 

【学校教育課長】はじめに表記の訂正をお願いいたします。とみさと教育

プラン(素案)の１２ページを御覧ください。いじめ問題の実態把握と取

組の項目につきまして、その１行目、令和２年１２月時点ではという表

記がありますが、これは令和元年１２月時点の誤りですので、訂正をお

願いいたします。 

 それでは、学校教育課に関わる主な追加・修正について、説明いたしま

す。２ページを御覧ください。最上段の「教務主任研修の実施」につい

て、新規の項目として追加いたしました。今までも教務主任研修自体は

行っていましたが、来年度より学習指導要領の改定等もございますので、

教務主任の役割がとても大切になってきますので、項目として掲げまし

た。次に、４ページの「地域教材の配布と活用」を御覧ください。こち

らでは、小学校の３・４年生が地域学習で活用する社会科の副読本「わ

たしたちの富里市」につきまして、小学校の学習指導要領改訂に併せて

再編集を行い、この４月より改訂した副読本を対象学年に配付をいたし

ます。次に、９ページの「教科指導員制度の充実」を御覧ください。こ

ちらでは、今年度まで、４・５年目研修として採用から４年目と５年目

の教員の研修を行ってまいりましたが、県の研修体系の見直しが図られ、

内容が変わることに関連しまして、令和２年度からは研修の対象者を５

年目教員に限定します。こちらは、県の研修体系の中で、各学校が現場

で若年層の教員の研修を充実させるという方針が出ていますので、市教

育委員会としては、各学校で研修を行い、その支援に入るという形に変

更をしています。次に、１７ページの「学校での地域公開授業の実施」

を御覧ください。新規項目となります。こちらでは、今まで各学校で保

護者や地域の方々に授業参観や学校行事を公開してまいりましたが、さ

らに地域で子供たちを育てるという目的のもと、より積極的に授業公開、

学校行事への参加の依頼等を進めていくため、項目として挙げました。

学校教育課からは以上となります。 

【学校給食センター所長】学校給食に関係する部分について説明します。

資料１５ページの中段の⑦をお願いします。⑦「安全においしく楽しむ

食育の推進」につきまして、４項目を挙げ、その取組を記載しておりま

す。学校給食センターからは以上となります。 

【生涯学習課】追加資料として、別添のＡ４版１枚の資料を配付させてい

ただいております。こちらは、「とみっこ大学」の実施と歴史・文化学

習についての内容ですが、資料の「とみさと教育プラン(素案)」への記
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載が漏れていましたので、申し訳ありませんが追加をお願いいたします。

内容は、これまでと特に変わりありませんが、資料の下から４行目に記

載の「大型紙芝居」貸し出しにつきまして、これまで生涯学習課で行っ

てまいりましたが、今後、図書館でも貸し出しできるようにしますので、

図書館と連携し、という記載を加えています。なお、この別添資料の内

容については、資料２３ページの、③と「とみっこ宣言」との間に加え

ていただきたいと思います。次に、資料２７ページの「有形文化財の保

護」につきましては、令和２年度は県指定文化財「佐倉牧の牧士資料」

などを一般公開するため、図書館２階に展示することを、追記していま

す。続きまして、２８ページ下段の「各種文化財の実態調査」では、こ

れまでの「歴史文化基本構想」という記載を「文化財保存活用地域計

画」の策定へと変更しています。最後に、３２ページをお願いします。

スポーツ施設の整備に関しまして、④として項目を新設し、その取組を

記載しております。生涯学習課からは以上となります。 

【図書館長】資料２４ページをお願いします。一部項目が抜けているもの

がありまして申し訳ありません。その部分は別添の追加資料をご覧いた

だきたいと思います。図書館では、基本的には従来の事業をブラッシュ

アップしながら取り組んでまいります。ただし、これまでのＩＴ化の推

進につきましては、ホームページの整備やメール連絡、スマートフォン

対応など、一定の環境整備は終えたと判断しまして、素案から除いてお

ります。電子書籍などの対応等については、実際の利用は伸びていない

というような状況にございますので、今後の課題とさせていただきたい

と思います。次に、別添資料の②「図書館資料の整備」につきましては、

図書館の根幹を成す事業として、図書購入費等の課題はありますが、今

後とも必要な資料を確保していきたいと考えております。③「図書館事

業の充実」につきましては、来館者数は減尐傾向にある中で、新たな利

用者の発掘と将来の利用につなげるために、特に子供を意識した事業を

行っていきたいと考えております。子供向け事業としましては、従来の

ブックスタート・ブックトリップ事業に加えまして、ステム教育の一環

として、科学教室などを実施していきたいと考えております。資料の裏

面の「学校図書室への支援」では、学校と連携しながら資料の貸出を増

やし、「ボランティアの育成・支援」では、図書館の運営に市民の力と

して、読み聞かせボランティアや書架ボランティアの御協力をいただい

ております。また、今年度も実施しておりますが、ボランティアによる

各種教室の開催なども続けていきたいと考えております。図書館からは

以上となります。 
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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。 

【委員】資料２４ページの①公民館事業の充実、「サービスの適正化」の

「（ＰＰＰやＰＦＩ）の活用を検討し」というところで、この２つの説

明について、記載していただけるとわかりやすいと思います。 

【生涯学習課長】注記などで記載したいと思います。 

【委員】３２ページ④スポーツ施設の整備、それから、１９ページの「学

校施設の既存不適格対応」、「遊具安全点検の充実」に関して、時系列

的な計画手順はあるのでしょうか。 

【教育総務課長】１９ページの学校施設の整備に関しましては、平成２９

年３月に「富里市校舎等改修改築環境改善計画」を策定しまして、その

中に長寿命化の視点やエアコン設置など、各学校の設備の改修計画がご

ざいます。こちらを学校施設全般にわたる個別施設計画としております。 

【委員】その計画に関しては、時系列的に尐しずれが生じているように思

います。今後の対応などは、どうなるのでしょうか。 

【教育総務課長】こちらの計画は、大きく３点の計画内容がございまして、

校舎を建てた年度に応じた老朽度を見据え、根本部分を長寿命化すると

ういう計画の部分と、空調機の設置については、以前からの課題であり

ましたので長寿命化の視点とは別の工程で進めていきたいという計画と、

既存不適格事項への対応の計画がございます。なお、既存不適格事項は、

当時建物が建てられた時点では法令に合致していたものですが、その後

の法令改正によって既存の建物に不適格となったところがあり、その建

物の使用は認容されていますが、現時点では、例えば増築や改築に当た

り、新しい建築基準法等に合わせた改修が必要というものになります。

本計画自体は、日吉台小学校の建物が古いので、その対応を最初の年次

とする当時の計画でありましたが、昨今の猛暑により、空調機の整備を

優先する必要があるということで、今、そちらを整備しております。ま

た、市の財源等の事情もありまして、本計画自体は、当初の平成２８年

度に策定した年度よりは、遅れているというような状況です。 

【委員】この計画の修正版はありますか。 

【教育総務課長】令和２年度版としての修正計画はございません。この計

画は、平成２８年度時点で今後２０年間を見通した中での計画というこ

とで策定されています。本計画では、年次は遅れていますが、今後２０

年間の整備順位などを含めたものですので、毎年度、順次改訂していく

というような年次処理は行っておりません。 

【教育長職務代理者】他にございますか。 
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それでは私から、１ページの学力向上に向けた取組のところですが、上

から４行目の「結果・分析については市のホームページで公開し、家庭

学習や生活習慣が定着するよう保護者にも協力を呼びかけていく」とい

うところで、「生活習慣が定着する」とありますが、どのような生活習

慣の定着を望んでいるのかわからないので、例えば、規則正しい生活習

慣や望ましい生活習慣など、具体的な言葉が入った方がいいと思います。

次に、２ページの「きょうざん塾」のところで、令和元年度の取組につ

いて記載されていますが、令和２年度としては、どういう方向でいきた

いのか、はっきりしないと感じています。そこで、令和２年度は、こう

していきたいというような、はっきりした記載にしたほうがいいと思い

ます。次に、４ページの地域教材の配布と活用のところで、下から２行

目について、副読本を対象学年に配付するということだけで済んでしま

っていますが、ここは地域教材の配布と活用となっているので、配布し

有効活用を図っていくなどというような表記に改めた方がいいと感じま

した。 

  【学校教育課長】学力向上に向けた取組の生活習慣につきましては、御意

見のとおり、生活習慣の定着とは、どんな生活習慣かというのがわか

りづらい面がございますので、今後検討して修正を加えたいと思いま

す。２ページの「きょうざん塾」につきましては、令和２年度の方針

や方向性について、現状、検討中というところがありまして、この素

案の中に入れ込むことができませんでした。この後、方向性を記載し

ていきたいと思います。４ページの地域教材の配布と活用につきまし

ても、活用の部分の記載がありませんので、具体的な活用方法をもう

一度見直し、記載をしていきたいと思います。 

【教育長職務代理者】その他には、ございませんか。 

【委員】１８ページの一番下の行ですが、「教職員一人一人が自他共に災

害時の役割について理解を深めるよう促していく」と書いてありますが、

あいまいでわかりにくいので、災害が起きたときに反省会のようなもの

を開いて、そのマニュアルなどを再確認し、役割を確認し合うなど、わ

かりやすい書き方にしてはどうかと思います。 

【学校教育課長】御意見の部分につきましては、わかりづらい部分がござ

いますので、わかりやすい表現に変えていきたいと思います。 

【教育長職務代理者】他に、ございませんか。 

 それでは私から、１６ページ、１７ページの地域に開かれた信頼される

学校づくりというところで、学校支援ボランティアのより一層の活用を

図っていくというようなことが明記され、大変いいと思っています。ま
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た、併せて「富里市きょうざん塾」での夏季休業中の学校支援ボランテ

ィアによる学習会の支援のおかげで子供たちの基礎的な学習内容や、学

習のつまずきなどが解消される方向に進んでいることが望ましいことと

感じています。一方、前回、配っていただいた子供たちのアンケートの

内容を見ますと、小学校の段階で、全くわからない、ほとんどわからな

い、あまりわからないというふうに回答している子が随分いました。そ

れから、中学校では、それがもっと増えてしまうということで、やはり

小学校の段階でもっと基礎的な学力を高めていかなければいけないと強

く感じました。そういった中で、このような学習支援ボランティアの方

たちの力を日常的な学習の中でお借りすることはできないものかと、そ

のような活用も併せて考えていただけたらいいと感じています。 

【学校教育課長】今年度の「きょうざん塾」の子供たちと保護者のアンケ

ート結果を見ても、個別にマンツーマンで指導をしてもらうという機会

は、非常に学力の定着に効果を出していたということを理解しています。

一方、日常の学習活動、授業の中にボランティアを活用していくという

部分は、人材の確保と時間の確保という辺りを詰めていかないと、なか

なか実現までは難しいというふうに考えています。効果があるというこ

とはわかっておりますので、それがきちんとした形で機能するように、

各学校とも話し合いをして、可能な学校等から順番に実施できればとい

うことで検討をしていきたいと思います。 

【教育長職務代理者】その他、ございませんか。 

 １６ページの給食残菜問題への取組のところで、平成３０年度と２９年

度で比較すると残菜率が増加していますが、今年度の取組を見させてい

ただくと、給食センターのみなさんが御苦労してくださっているおかげ

で、残菜率が低くなってきています。そこで、令和元年度と平成３０年

度を比較するということはできないでしょうか。例えば、令和元年度の

何月現在というような記載にしては、いかがでしょうか。 

【学校給食センター所長】とみさと教育プランでは、年度単位で残菜率を

集計したデータを使用してきましたので、作成時点ということになりま

すと、これまでの比較と今後の比較が難しくなってくると思います。 

例えば、いつの時点の括弧書きのところを平成２９年度末と平成３０年

度１２月末というふうにしますと、残菜率の比較が難しいので、これま

での方法で、御理解をいただきたいと思います。 

【教育長職務代理者】続きまして、２０ページの生涯学習の推進のところ

ですが、学びを通した人づくりのところで、下から４行目、「また、知

識技能を」から最後までの４行分について、２１ページの学びの成果を
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活かす環境づくりに同じ文面が入っています。そうすると、２０ページ

の方は学びを通した人づくりということで掲げているので、この４行は

省いてしまって、学びを通したまちづくりの方で、４行を生かしてはい

かがかと感じました。 

【生涯学習課長】失礼いたしました。２０ページの下４行が重複しており

ますので、学びを通した人づくりの部分の下４行は削っていただいて、

そして、学びを通したまちづくりの方の記載を生かすようにお願いした

いと思います。 

【教育長職務代理者】続きまして、同じ２１ページ放課後子ども教室の推

進のところですが、その上の項目が、①家庭教育の場の提供とありまし

て、この主な内容として、家庭教育学級を市立幼稚園・小中学校に開設

し、その運営や支援を行うというような記載があり、その下に、具体的

なものとして、放課後子ども教室の推進というふうになっていますが、

放課後子ども教室というのは、子供たちの居場所づくりというか、その

ような形で行われるものかと思うので、家庭教育学級とは合致しないと

感じています。 

【生涯学習課長】現在、放課後子ども教室につきましては、富里第一小学

校、浩養小学校、根木名小学校の３小学校区で実施されています。実際

の運営につきましては、学校区によって若干違いますが、ＰＴＡの方や

地区社会福祉協議会、保護者の参加により行われているということから、

この中に入れさせていただいています。 

【教育長職務代理者】他に、ございますか。 

【委員】全体のことになりますが、学校職員の働き方改革が話題の中、教

育プランの項目は増えていく一方で減るものがないので、その点を尐し

考えてもいいかと思いました。 

【教育次長】ただいまの御意見でございますが、教育プランと実質の学校

での教員の働き方改革については、同じプランの中で入れ込むことは難

しいものと考えます。教育プランはプランとし、実態の働き方改革につ

いては、別の形で考えていくというように分離した方がよろしいかと思

います。 

【委員】８ページの⑩教職員の資質の向上の中で、資質向上のための各研

修などがありますが、いわゆる働き方改革に伴う業務の構造的変革とい

うか、例えば部活動の対応など、文部科学省から出ていると思いますが、

教職員がやること、事務局でやること、そういうことを具体的に目指す

というようなことを入れた方が、働き方改革がより示され、教職員とし
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てのやるべきことに集中できるなど、質の向上につながるのではないか

と思います。 

【学校教育課長】教職員の資質の向上という部分で考えれば、効率的な業

務の遂行ということも、一つの教員の資質であると考えられます。それ

が、直接、働き方改革につながるかという部分は難しいことですが、教

員としての意識の改革は、教育委員会としても当然進めていきたい部分

でございますので、素案の⑩の項目の中に入れられるかどうかというの

は、現状ではお答えできませんが、今後検討してまいりたいと思います。 

【教育長職務代理者】その他、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。 

 次に、協議事項（２）郷土資料館整備事業の見直しについて、事務局の

説明をお願いします。 

【生涯学習課長】資料は７ページから９ページになります。本協議事項は、

昨年１１月の定例会議のその他として、郷土資料館整備事業について見

直しをしているという説明をさせていただいたものです。この内容がま

とまりましたので、協議をお願いいたします。まず、見直しをすること

となった経緯でございますが、郷土資料館の整備につきましては、平成

２６年度の旧保健センターの利活用として、庁内の財政課より調査依頼

がありまして、本市における郷土資料の課題を解決するという観点で、

生涯学習課がその調査に基づいて有効活用を図ろうというところから始

まったものです。そして、平成３０年度に新規事業として、おおむね３

か年の計画で整備を行おうとしたものです。本市の郷土資料は、日吉台

小学校の一部の教室や、市立図書館の各階の展示スペースなどに分散し

て保管されています。また、平成２５年度には、当時の財団法人藤崎牧

士史料館の閉館に伴って文化資料の寄贈がございました。その文化資料

につきましては、一部、千葉県の歴史民俗博文館などに預かっていただ

いていた時期がありましたが、市民に公開ということについては、でき

ない状況にあるということでございます。また、財団法人を清算するに

当たって、県教育委員会と藤崎牧士史料館との間で協議が重ねられ、残

余財産の現金は、平成３０年８月に本市が寄附を受けました。そして、

藤崎牧士史料館からいただいた歴史資料や寄附金を活用し、郷土資料館

としての整備を進めてきたところでございます。平成３０年度には、刀

剣類の保管をするための備品を揃えたところでございます。本年度は、

寄附金を活用し、展示用ケースやパーテーションなどの整備を進めてい
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たところでありますが、昨今の予算編成が市全体で厳しいとともに教育

の予算も厳しい状況であることから、郷土資料の展示を旧保健センター

ではなく図書館でできないかという提案がありました。その理由につき

ましては、大きなものとして、旧保健センターは、昭和５６年建築であ

りバリアフリーの対応がされてないことから、今年度に整備を行っても

今後の維持管理や整備には相当の予算を必要とすることが挙げられます。

また、図書館の稼働率が微減傾向にあります。それから、市の歳入改革

を進める上で、いわゆる公共施設の再編というものが挙げられます。そ

のようなことから、急遽、郷土資料館の整備事業を見直しすることとな

ったところでございます。見直しに当たりましては、教育委員会の生涯

学習課はじめ教育総務課、学校教育課、図書館により協議を重ねていた

ところでございます。その結論としましては、展示公開に向けまして、

図書館で展示できるということになれば、図書館はバリアフリー対応の

施設ですので、展示をした後に施設の改修の必要がないということ、そ

れから、旧保健センターの活用は白紙の状態とし、郷土資料館という形

での整備は厳しいという判断の中で、図書館で展示を行っていきたいと

したところです。 

具体的な展示の方法等につきましては、資料の９ページに記載していま

す。この展示スペースでは、寄附をいただいた資料の全てを一度に展示

することはできませんが、この限られたスペースの中で、工夫していき

たいと考えております。「展示室１」としているのが資料の右側の中段

になります。こちらは、動線的に正面の階段又はエレベーターから通路

を歩いてきて、最初に御覧いただくことをイメージしています。こちら

では、旧石器時代から縄文時代、古墳時代、奈良・平安時代までのもの

を展示しようと考えています。それから、その隣の資料保管庫につきま

しては、藤崎牧士史料館からいただいた掛け軸、刀剣類、古文書類等を

保管していきたいと考えております。その保管庫を挟みまして「展示室

２」については、中世からのもの、それから、藤崎牧士史料館からいた

だいた県指定の資料を順番で展示していく考えでございます。次の動線

としましては、「展示室２」を見た後に、既存であるものになりますが、

県指定藤崎牧士史料と記載の場所にもその史料を展示する予定でござい

ます。それからＡＶホールの脇を通っていただいて、広い廊下の部分に

は、近現代のものを展示し、廊下の突き当たりには既に展示してあるも

のですが、市指定の「太政官高札」御覧いただくというような動線を考

えております。なお、２階の来場者について、数取カウンターを設置し

て、人が通過するとカウントするという簡易なものですが、どの程度の
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利用になるのか把握したいと考えています。また、ふれあい教室につき

ましては、内部で検討したところ、今よりも環境のいいスペースを他の

場所で作るというのは、なかなか難しいことから、今回の資料の展示事

業に当たっては、ふれあい教室はそのままということで考えております。

それから、予算については、寄附金が原資となっていますが、令和元年

度当初予算は、その寄附金が入っていた教育施設整備基金から繰り入れ

て歳出事業費に充てる予定でしたが、補正予算により繰り入れと歳出予

算を減額し、令和２年度当初予算において、令和元年度同様に繰入金を

充てる歳出予算を計上しております。資料８ページに令和２年度当初予

算要求の見積を掲載しています。事業名称は、「郷土資料館整備事業」

から「郷土資料展示事業」へと転換ということで考えております。歳出

予算案につきまして、印刷製本費は、展示に当たっての解説用のパネル

印刷、委託費は、県指定文化財で藤崎牧士史料館からいただいたものの

一部を修復するため、それから、図書館１階の既存の展示ケースを２階

へ移設するための業務委託、備品購入費は、展示ケース及び保管庫、来

場者数カウンターの調達のために計上しております。また、資料につき

まして、傷みが激しく修復をしなくてはいけないもの、そのほか重要な

文化財の修復等が発生した場合には、教育施設整備基金からの繰入金を

充てる歳出予算を計上していきたいと考えております。 

これまでの郷土資料館の整備につきましては、郷土資料の展示というこ

とへ大きく変わること、それに伴いまして、旧保健センターの次の使途

が白紙となります。旧保健センターの使途につきましては、今のところ

市長部局から教育委員会へ任されていますので、再度、内部で検討する

必要があると考えております。説明は以上となります。 

【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） 

  【教育長職務代理者】郷土資料展示のための図書館２階のスペースには、

日吉台小学校に置かれている昔の道具などの郷土資料を展示する計画が

ありますか。 

  【生涯学習課長】日吉台小学校のある民具につきましては、当面そのまま

ということで考えております。 

  【教育長職務代理者】今、御説明をいただいて、仕方ないかというふうに

感じるのですが、私たちが旧保健センターを郷土資料館にしたらどうか

という話し合いを進めるときに、日吉台小学校にある昔の道具などの資

料や藤崎牧士史料館から寄贈された非常に価値ある歴史資料などが一つ
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の場所に展示され、子供たちが学習できたら非常に便利であり、日吉台

小学校の昔の道具などは学校が休みのときや夏休みのときは、子供たち

が自由に見学に行くことはできませんので、結局、学校のみんなでまと

まって見学に行くというようなことでないとふれることができないので、

もし、郷土資料館があったら子供たちをはじめ市民の方たちも日常的に

訪れることができるので、すごく良いのではないかというふうに考えて

いましたが、こういう形になって残念というふうに感じています。また、

将来的に日吉台小学校に展示してある郷土資料は、いずれは移動せざる

を得ないと思うので、そのときに、郷土資料が図書館とまた他の場所に

分散してしまうのは残念であると感じています。それから、図書館２階

のふれあいセンターには、そこに通ってくる子供たちがいます。多くの

方々が訪れるというような環境になると、子供たちはどのように思うか

心配です。ですから、ふれあいセンターに通う子供たちへの影響を十分

に考慮し、進めていかなければいけないと感じています。 

  【生涯学習課長】旧保健センターの活用では、市内に散在している資料を

一元化するという場の確保を含めて検討がスタートしたということは、

私も承知しております。しかしながら、バリアフリー対応や今後の維持

管理等を考慮したこの度の提案につきまして、御理解をいただきたいと

思います。また、ふれあい教室につきましては、展示資料を御覧になる

来場者は、図書館２階の中央を中心に１周するような動線をイメージし

ていますが、そちらは回らないように、今後、細かく現場を把握し、声

を聞きながら、対応していきたいと思っております。 

【教育長職務代理者】その他、みなさんからございますか。 

（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。 

 

７ 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）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１０ページをお願いします。２月の行事につきまし

ては、１３日から富里市教育振興基本計画(素案)のパブリックコメント

を実施しておりまして、３月３日までの予定となります。３月につきま

しては、２４日に教育委員会定例会議を予定しておりますので、よろし

くお願いします。 
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【学校教育課長】資料１１ページをお願いします。２月の月例報告につき

ましては、１２日に教職員の人事異動に関わる北総教育事務所面接が行

われました。他は記載のとおりとなります。３月の予定につきましては、

４日に校長会議、１２日・１６日・１８日には市内各中学校・幼稚園・

小学校の卒業式・卒園式がございます。教育委員の皆様におかれまして

は出席の方よろしくお願いいたします。また、２７日には、午前中に北

総教育事務所管内の辞令交付式、午後からは富里市の辞令伝達式が行わ

れます。 

 次に１２ページをお願いします。学校給食費の徴収状況について、１月

末現在の徴収率は９８．２２パーセントで、対前年度同期比０．２８ポ

イントの増となっています。なお、２月１０日に児童手当が支給され、

事前に児童手当から給食費へ一部又は全部を納付する申出がありました

ので、２月分の徴収率の押し上げ効果が見込まれています。今後も引き

続き徴収率の向上に努めてまいります。 

次に１３ページをお願いします。２月４日の校長会議の概要を報告しま

す。会議の冒頭では、新型コロナウイルス感染症について話をしました。

特に２点の話をしました。１点目は、感染症予防の徹底ということでご

ざいます。過剰な対応はせず、まずは、うがい・手洗いの励行、アルコ

ール消毒の推奨等を指導の基本としてほしいということを伝えました。

２点目については、いじめへの対応でございます。県の方からも通知が

ありますが、感染症を起因とするようないじめがないようにという話を

しました。いじめそのものがいけないものですが、特に留意をする点と

してお願いしました。次に、学校運営につきましては、１月２７日に開

催をした「いじめ問題調査委員会」の報告をしました。本来、いじめの

重大事態が発生したときに開催する委員会でございますが、委員の方に

年に１回はお集まりいただいて、富里市の現状の報告をさせていただく

という機会にしております。教育委員の皆様には、２月２１日に実施す

る「いじめ問題対策連絡協議会」の報告と併せて３月に概要を説明させ

ていただく予定です。次に、教職員の服務につきましては、県の教育委

員会で懲戒処分のあった不祥事についての話をしました。今回は、ＵＳ

Ｂのずさんな管理によるものがありました。今一度、教職員の指導とい

う部分をお願いしました。その他につきましては、人事異動に関する事

務連絡及び年度末の提出文書の確認等の話をしました。 

【学校給食センター所長】資料１１ページの学校教育課の３月の予定を御

覧ください。２３日が令和元年度の学校給食の終了日となります。また
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同日、令和元年度の第２回富里市学校給食センター運営委員会会議を開

催する予定でございます。 

 次に、資料の１４ページをお願いします。令和元年度１月末時点の学校

給食残菜率については、小・中学校全体で１５．６パーセントとなって

います。前月比で０．９６ポイント減尐、前年度比では１．３４ポイン

トの減尐となっています。１月の給食残菜率では、２０パーセントを超

える学校はなく、浩養小学校では３パーセント以下となっている状況で

ございます。今後も残菜率の減尐についての努力をしていきます。 

【生涯学習課長】資料１５ページをお願いします。社会教育班と文化資源

活用室の月例報告につきましては、資料に記載のとおりでございます。

なお、２月１５日に行われました「とみっこ大学」修了式では、教育長

職務代理者から報告がございましたが、修了証は、対象者３０名のうち

２６名に授与されました。参加賞は、１０名のうち３名に授与され、当

日は、２９名の出席によりで修了式が行われました。３月の予定につき

ましては、４日に令和元年度家庭教育学級長会議及び親力ＵＰ講座を開

催します。講座は、「親と子のよりよいコミュニケーション」を演題と

して予定されています。 

 次に１６ページをお願いします。２月のこれからの行事につきまして、

２９日にＪＡＬネクストアスリートプロジェクトスポーツ能力測定会が

ございます。そちらの案内チラシができましたので、写しを配付してお

ります。スペシャルゲストは、元プロ野球選手、元サッカー日本代表選

手、ＮＨＫ番組「おかあさんといっしょ」に出演されていた方の３名と

なっています。また、申込に関しましては、２月１９日まで主催者のホ

ームページで受付されるということです。参加者に関しましては、３５

０名程度を想定し、抽選結果については、メール・郵便はがきにより２

月２１日頃に通知されると聞いております。 

最後に、第３７回富里スイカロードレース大会申込状況つきましては、

２月１３日から受付を開始しておりまして、２月１７日１５時現在の申

込件数は６，１４３名でございます。内訳は、３キロメートルが２３６

名、１０キロメートルが５，９０７名でございます。 

【図書館長】資料１７ページをお願いします。２月につきましては、本日

から２２日まで、蔵書点検のため休館とさせていただき点検を行います。

また、来館者５００万人を記念した事業を行っております。３月につき

ましては、１１日に図書館協議会を予定しております。こちらには、教

育長職務代理者の御出席をお願いいたします。また、協議会では、来年
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度の蔵書計画や郷土資料の整備事業などに関する案件を予定しておりま

す。 

【教育長職務代理者】報告が終わりました。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、報告事項を終わります。 

 

８ その他 

【教育長職務代理者】次に、その他に移ります。（１）令和２年度夏季休

業中の学校閉庁日について、事務局からお願いします。 

【学校教育課長】資料の１９ページをお願いします。２０２０年度から

２０２５年度における夏季休業中の学校閉庁日の一覧を掲載しています。

２０２０年度につきましては、オリンピック・パラリンピック開催に伴

い、山の日が８月１０日になります。その関係で原則として考えていた

山の日をまたぐ平日７日間の閉庁というものが、２０２０年度は若干ず

れてしまいます。予定としては、８月１１日から１９日の平日７日間の

閉庁を考えております。２０２１年度以降につきましては、山の日が

１１日に戻りますので、資料に掲載のとおりの予定で考えております。 

【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】特にないようですので、その他を終わりにします。 

 

９ 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１１回富

里市教育委員会定例会議を閉会します。 


