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令和元年度 第１２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３月２４日(火) 

         開会 午後２時（休憩 午後３時４０分から３時５０分） 

  閉会 午後４時２９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４月２８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１２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：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。 

 ２月２３日、第４０回富里市柔・剣道大会が開催され、出席しました。

新型コロナウイルスの感染が心配される中での開催となったために、感

染予防に向けて万全の策が講じられていました。２００名を超える小・

中学生が参加し、元気なあいさつときびきびした行動がとても印象的で

した。試合が始まると威勢のいい声や竹刀を打ち込む音が響き渡り、す

ごい迫力でした。日頃の練習の成果が存分に発揮された大会になってい

たと思います。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。 

予定については、新型感染症の影響により変更となる場合も考えられま

すが、今のところ記載のとおり予定しています。なお、教育委員会会議

については、４月１日に臨時会議、４月２８日に定例会議を予定してい

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 

  【教育長職務代理者】次に、教育委員報告に移ります。ございましたらお

願いします。 

 (特にない旨の声あり) 

  【教育長職務代理者】特にないようですので、教育委員報告を終わります。 

 

５ 議 案 

【教育長職務代理者】次に、議案に入ります。議案第１号教育委員会事務

局職員の人事異動について、議案第２号富里市立小学校及び中学校教職

員の人事異動の内申については、富里市教育委員会会議規則第１０条第
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１項第１号の規定により非公開としたいと思います。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】賛成全員により議案第１号及び議案第２号は、非公

開とします。 

  

(非公開) 

 

【教育長職務代理者】議案第１号及び議案第２号についての審議を終了し

ましたので、非公開を解きます。次に、議案第３号富里市教育振興基本

計画（令和２年度～令和６年度）の策定について、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４ページをお願いいたします。令和２年２月１３日

から３月３日まで２０日間にわたり実施したパブリックコメントでは、

２人から６件の意見をいただきました。意見と回答案について説明させ

ていただきます。 

 番号１、意見の趣旨を御覧ください。小中一貫教育に関し、特に中学校

の不登校対策として、小・中学校教職員相互の情報交換、交流を行い、

早い段階の対処が必要という意見でございます。回答案につきましては、

市の考え方の欄に記載しております。ジョイントスクール推進事業によ

り、教職員の指導交流、情報交換は元より様々な取組を強化して、早期

発見・対応に努めていくものとしています。 

 番号２は、学力水準を教育全般の課題に入れてはという意見です。別冊

の教育振興基本計画（案）の１ページをお開きいただき、教育基本法第

１条教育の目的、第２条教育の目標を御覧ください。本計画は、これら

教育の目的及び理念のもとに本市にふさわしい教育の在り方を検討し、

必要な施策を実行するために策定するものでございます。資料４ページ、

番号２にお戻りください。回答案は、教育全般の課題については、学力

はもとより、健全な心と体の育成といった普遍的な教育内容の到達を目

指すという視点がありますことから、学力水準は教育全般の課題として

包含されていると考え、取り組んでいくというものです。 

 番号３は、芸術という文言については文化の言葉に内包せず、基本方針

として文化、スポーツに並べて個別に示すべきではという意見です。 

国の教育振興基本計画を参酌いたしますと、５つの基本的な方針のもと

に、２１の教育政策の目標がございます。この教育政策目標のうち９番

目として「スポーツ・文化等多様な分野の人材の育成」というものがあ
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り、芸術という言葉は「文化等」に内包されています。また、国の教育

政策目標の下には参考指標があり、さらに施策群として「芸術家等の養

成、文化芸術振興策の推進」といったものがあり、ここで文化芸術とい

う文言が記載されています。千葉県の教育振興基本計画では、基本目標、

施策には文化芸術の文言は使われていなく、施策を説明する記載として

文化芸術という言葉が使われています。したがいまして、回答案としま

しては、基本方針４「文化、スポーツの振興」の柱書として文化という

文言は、このままのとおりとします。この基本方針４の現状と課題を説

明する部分の中に、基本方針の下の施策４－１「文化の創造」で説明す

る部分において、芸術という言葉を記載しておりますので、そのように

取り組んでまいりたいというものです。 

 番号４は、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」に掲げられるように、具体的なイメージが可能な取組、施策を示し

たほうがよいのではという意見です。目標３と比較して、目標１につき

ましては、「次代を担い世界に羽ばたく人材の育成」という言葉を用い

ておりまして、抽象的な表現ではないかいう御意見でございますが、５

か年の中長期的な計画目標の柱書としては相応ではないかと考えていま

す。 回答案は、具体的なイメージ可能な取組を各施策に示すことにつ

きましては、年度ごとに定める「とみさと教育プラン」において具体的

に示して、取り組んでまいりたいというものです。 

 番号５は、実態のみえない「プログラミング教育」という言葉をどのよ

うに市として解釈し、現場に落とし込んでいくのか、その最低限の方針

は示されるべきでは、という意見です。回答案は、「プログラミング教

育」は市の解釈によって進めるものではなく、平成２９年３月に文部科

学省が示した新学習指導要領に沿った教育課程の中で実施していくもの

であることについて、小学校の例を示して取り組んでまいりますという

ものです。 

 番号６は、「家庭で育て、学校で伸ばし、社会で磨く教育」という基本

理念もよいが、子供たちを導きたい環境を直感的にイメージできる言葉

を計画内のどこかに示せたらよいのではという意見です。回答案は、平

成２７年３月に策定した教育振興基本計画は、まだ５か年を経過すると

ころでありますので、前計画の基本理念を継承するものです。直観的に

イメージできる言葉を計画内に示すことについては、年度ごとに定める

「とみさと教育プラン」において取り組んでまいりますというものです。 

以上、６件の御意見による富里市教育振興基本計画（令和２年度～令和

６年度）案の修正は要しないものとして議案を上程させていただきまし
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た。パブリックコメント回答案の修正の有無について御審議いただいた

上、本議案について、富里市教育委員会行政組織規則第８条第１号の規

定に基づき、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いたします。 

【教育長職務代理者】ただいま事務局からパブリックコメントの回答案に

ついて、説明がありました。この件に関しまして御意見はございません

か。 

(なしの声あり) 

【教育長職務代理者】御意見がないようですので、パブリックコメントの

回答案は、修正を要しないものとしてよろしいですか。 

  （異議なしの声あり） 

【教育長職務代理者】それでは、回答案のとおりといたします。 

 続きまして、本計画の策定について、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。次に、議案第４号令和２年度とみさと教育プランの策定に

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】本案については、前回定例会議の協議内容を踏まえて修

正を加えております。富里市教育委員会行政組織規則第８条第１項の規

定に基づき、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いたします。 

【教育長職務代理者】他に補足説明などがございましたらお願いします。 

  【生涯学習課長】とみさと教育プランの表紙の次のページを御覧ください。

基本目標１・３を実現するためにという中に、生涯学習の推進という柱

があります。（１）人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進の②、

「とみっこ大学」の施策について、前回、追加として提示させていただ

きましたが、修正案で追加しております。その本文は、２０ページの下

段に「とみっこ大学」の実施と歴史・文化学習という見出しを設け追加

しております。続いて２１ページ２２ページにかけまして、２１ページ

下段の①家庭教育の場の提供の中に、修正前は、「放課後子ども教室の

推進」を入れておりましたが、こちらは、２２ページの②地域社会と家

庭教育の連携の中に入れ、施策の組換えをしております。また、この
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「放課後子ども教室の推進」につきましては、前回の定例会で施策の位

置づけの意見もございましたので、修正をしております。最後になりま

すが、２４ページ下段のサービスの適正化につきまして、官民連携手法

としてＰＰＰやＰＦＩの記載には、注記を入れた方がいいのではという

意見がございました。事務局で検討を加えたところ、そもそもＰＰＰ自

体が官民連携事業の全体を指しますので、その中の１つの手法となるＰ

ＦＩの表記については本プランから削除する修正案を提示させていただ

いております。説明は、以上でございます。 

【教育長職務代理者】他には、よろしいでしょうか。 

(なしの声あり) 

【教育長職務代理者】それでは、事務局の説明が終わりましたので、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) 

【教育長職務代理者】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号富里市就学援助費支給規則の一部を改正

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１３ページを御覧ください。本案につきましては、

本年度９月の定例会におきまして、協議事項として御意見を伺ったとこ

ろです。今回、令和２年度当初予算におきまして、卒業アルバム代等の

支給に関わる予算確保が図れたことから、改めて支給に必要となる規則

の一部改正を行うものでございます。改正の内容につきましては、国の

要保護児童生徒援助費補助金交付要綱の一部改正に伴い、児童生徒の卒

業時に関わる費用のうち卒業アルバム及び記念写真の購入費について、

卒業アルバム代等の新費目が追加されたため、市としても準要保護児童

生徒に対し支給することについて、所要の改正を行うものでございます。

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) 



7/23 

【教育長職務代理者】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１７ページを御覧ください。本案は、園児の退園に

関する条項を追加し、休園の許可なく長期にわたり欠席する園児等につ

いて、園長が退園させることができるようにするものでございます。こ

れまでは、第２２条によって保護者からの退園願いによる退園のみが規

定されていましたが、保育料の無償化により保育料の支払いがなくなり

ますので、今後、在籍するだけということも実質上可能となります。こ

のような場合、正式な退園願い等が出されないという危惧もございます。

このため、実情に応じて対応できるように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】それでは私から、第２２条第２項第１号の休園の許

可なく１月以上引き続き欠席したときというのは理解できますが、第２

号のその他必要があると認められたときというのは、具体的にどのよう

なことが考えられますか。 

  【学校教育課長】連絡が取れずに居所不明になってしまうことなどを想定

した項目でございます。 

【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、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) 

【教育長職務代理者】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号学校医及び健康管理医の委嘱について、

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２３ページを御覧ください。本案は、平成３１年４

月１日に学校医及び健康管理医に委嘱した医師より、令和２年３月３１

日をもって辞任する申出があったため、新たに学校医及び健康管理医を

本市内の医師に委嘱したく提案するものでございます。なお、任期は、

前任者の残任期間として令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

となります。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。 
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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、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) 

【教育長職務代理者】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。次に、議案第８号富里市立根木名小学校における学期変更

の承認について、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２６ページを御覧ください。本案は、富里市立小学

校及び中学校管理規則第１９条第２号の規定により、学期の変更に関わ

る承認願いが根木名小学校長より提出されたため、教育委員会の承認を

求めるものでございます。現在の根木名小学校は３学期制ですが、２学

期制とし、１学期を４月１日から１１月１１日まで、２学期を１１月

１２日から３月３１日までとするものでございます。なお、承認に当た

りましては、保護者、地域の理解が得られるよう工夫されていること、

必要な授業時数確保がなされていること、評価が適時・適切になされて

いることとする取扱要領がございますが、この点に関しまして、学校で

対応が図られているということでございます。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８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８号は原案のとおり可

決しました。次に、議案第９号富里市社会教育指導員の設置等に関する

規程の一部を改正する訓令の制定について、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３０ページから３７ページになります。本案は、

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係

条例の整備に関する条例の制定により令和２年４月１日から一般職の非

常勤職員は、会計年度任用職員として規定されることとなるため、所要

の改正を行うほか、用語を整備するものでございます。改正の内容は資

料３１ページに記載しております。また、改正に伴いまして別記様式が
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２点ほど変わります。その様式は、３３ページと３４ページになります。

３６ページの新旧対照表を御覧ください。第３条の見出しにつきまして、

改正前は「委嘱等」としていたものを改正後は「任用等」へ改めます。

また、条文中の「身に付けている」という用語の整備、それから、「委

嘱する」という部分は「任用する」へ改めます。職務の部分につきまし

て、改正前は第４条第１項の中にそれぞれの職務等が羅列されていまし

たが、改正後は号を建てて整理します。第６条の任期は削除します。第

８条の勤務場所、勤務時間等は、改正後は条の繰り上げにより第７条と

なりますが、会計年度任用職員制度に伴い勤務時間について、「２４時

間を下らず、３０時間を超えない範囲」から「１８時間を下らず、２４

時間を超えない範囲」へ改めます。また、２項の部分で「この限りでは

ない」を「この限りでない」と用語を整理します。３７ページの第８条

の服務では、「指導員勤務日誌」を「社会教育指導員勤務日誌」へ改め

ます。第１０条では、これまでの「報酬等」を「給与等」とし、改正後

は条が繰り上がり第９条として、富里市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の定めるところにより支給をすると改めます。最後

に、附則といたしまして、この訓令は、令和２年４月１日から施行する

こととします。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９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９号は原案のとおり可

決しました。次に、議案第１０号富里市文化財調査専門委員の設置等に

関する規程の一部を改正する訓令の制定について、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３８ページから４１ページになります。本案は、

議案第９号と同様に、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴い、関係条例の整備に関する条例の制定により令和２年４

月１日から一般職の非常勤職員は、会計年度任用職員として規定される

こととなるため、所要の改正を行うほか、用語を整備するものでござい

ます。なお、現在、こちらの専門委員の委嘱はございませんが、将来に

備えて改正をするものでございます。新旧対照表の４０ページを御覧く
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ださい。第３条では、「委嘱等」から「任用等」へ改めます。また、条

文中の「且つ」をひらがな表記へ、「歴史・文化」を「歴史及び文化」

へ改めます。第４条の職務では、「教育委員会から委嘱を受け」をとい

う部分を削ります。第６条の任期を削除し、繰り上げで第６条を勤務場

所の規定とし、第７条を勤務時間等の規定とします。そして、第７条で

は、議案第９号と同様に、「２４時間」を「１８時間」へ、「３０時

間」を「２４時間」へ改め、２項の用語を整理します。４１ページを御

覧ください。第１０条「報酬等」は、「給与等」へ改め、繰り上がりに

より第９条とします。附則についても同様に、この訓令は令和２年４月

１日から施行することとします。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１０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１０号は原案のとおり

可決しました。次に、議案第１１号富里市スポーツ推進委員の委嘱につ

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４２ページから４７ページになります。本案は、

富里市スポーツ推進委員の任期満了に伴い、スポーツ基本法第３２条第

１項の規定により新たに委嘱したく提案するものでございます。なお、

任期につきましては、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの

２か年でございます。４３ページから４４ページに候補者を掲載してい

ます。候補者１４名中、再任が１３名、新任が１名でございます。新任

候補は、バスケットボールの活動をされている方で、小学校区は、日吉

台小学校区となります。なお、スポーツ推進委員の定員につきましては、

本来１５名で、１名欠員の状態ですので、補充に向け取り組んでまいり

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。 

【委員】スポーツ推進委員の現状１４名、うち１３名の方が再任される案

ですが、こちらの方々の実績評価などの記録はあるのでしょうか。 

【生涯学習課長】具体的な実績等について、現在、評価は行っておりませ

んが、再任候補者につきましては、各スポーツ部門から選出されている
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方々でございます。委員の中には、通算３０年を超える任期の方も数名

いらっしゃいます。また、候補者には、年間を通して、軽スポーツの普

及やスポーツ健康フェスタ等への参加、それから、昨年は中止となって

しまいましたが例年の水泳大会など、推進員として協力や活躍をいただ

いております。その他、スポーツ出前講座の活動がございます。こちら

は、申込により日程調整の上、実施されるものですが、現状、ニーズは

それほど高くありません。以上でございます。 

【教育長職務代理者】他にございますでしょうか。 

(なしの声あり) 

【教育長職務代理者】他にないようですので、採決します。議案第１１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１１号は原案のとおり

可決しました。次に、議案第１２号富里市立小学校及び中学校の校庭体

育館開放に関する規則第４条第２項による学校体育施設開放日時の変更

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４８ページから５２ページになります。本案は、

富里市体育協会のバスケットボール専門部による第７１回印旛郡市民体

育大会の強化練習のため、富里中学校体育館の開放日時の変更について、

教育委員会の承認を求めるものでございます。期間につきましては、令

和２年４月１日から令和２年７月１７日までの水曜日及び金曜日です。

時間の変更につきましては、午後７時から午後９時３０分までを午後７

時から午後１０時までに変更したいというものでございます。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１２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１２号は原案のとおり

可決しました。次に、議案第１３号富里市社会教育関係団体の認定の取

消しについて、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５３ページをお願いします。本案は、「吟道会」と

いう詩吟の活動をされている団体につきまして、講師が御高齢により不

在となり、活動が困難となったことから解散の届出があり、３月１９日
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の社会教育委員会議で意見を求めた上で、認定の取消しについて御審議

をお願いするものです。なお、社会教育委員会議では、異議なしという

意見をいただいているところでございます。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１３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１３号は原案のとおり

可決しました。次に、議案第１４号富里市社会教育関係団体の認定につ

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５５ページをお願いします。本案は、「菊翔会」と

いう舞踊の活動団体の認定に係るものでございます。こちらは、舞踊を

通して文化芸術の向上を目指すとともに会員相互の親睦を深め、生涯学

習の１つとして楽しく学び明るく健全な社会の育成に寄与することを活

動の目的としている団体からの認定申請によるものでございます。活動

では、毎月２回、隔週で土曜日の午前中に公民館の主に和室を使用し練

習をされています。また、市の文化祭での芸能発表会、介護福祉施設等

への慰問などを行っているということでございます。なお、今後は、さ

らに活動を広げていきたいということでございました。３月１９日の社

会教育委員会議では、団体の代表者からの説明の後、委員からの意見と

して、構成員が現在１０人で登録されている中で、市内の方が４人、市

外の方が６人で、市外の方の割合が高いという意見がございました。こ

ちらについては、市内の会員を増やしていく努力をしているというお答

えがございました。また、繰越金に関しまして、あまり発生させず活動

につなげていただいたらいかがかというような意見がございました。こ

ちらの意見については、事務局から団体の代表者へ指導するということ

としています。また、団体は、令和２年１月１日からこの団体名で活動

されていますが、前身は、舞踊サークル「菊の会」という名称で、平成

３０年３月から公民館で活動実績を重ねてきた団体でございます。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) 
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【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１４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１４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）ＧＩＧ

Ａスクール構想について、事務局の説明をお願いします。 

【学校教育課長】資料は５７ページから６０ページとなりますが、まず、

６０ページを御覧ください。本協議事項につきましては、教育のＩＣＴ

化に向けた環境整備５か年計画に続き、ＧＩＧＡスクール構想というこ

とで、１人１台端末の整備など、国からＩＣＴ化推進について対応が求

められていることから、本市のＩＣＴ環境の現状を踏まえ、教育のＩＣ

Ｔ化に向けた環境整備について、御意見をいただきたく協議をお願いす

るものです。資料のとおり文部科学省が策定した「教育のＩＣＴ化に向

けた環境整備５か年計画」につきましては、２０１８年から２０２２年

度の５年間をその対象としています。この計画では、学習者用コンピュ

ータ、児童・生徒が使用するコンピュータを３クラスに１クラス程度の

整備、大型提示装置・実物投影機の１００パーセント整備、統合型校務

支援システムの１００パーセント整備等が求められており、このために

必要な経費として、地方財政措置が講じられている状況です。５９ペー

ジを御覧ください。各学校のＩＣＴの現状についての一覧でございます。

子供たちが学習で使うコンピュータにつきましては、各学校それぞれ児

童・生徒が１クラスで使うという台数は、整備されている状況でござい

ます。また、大型モニターについても各学校のフロアーに１台若しくは

２台程度は整備されています。令和２年度については、小学校の５・６

年生を中心に新たに大型モニター２１台の導入を予定しております。教

職員が校務で使う校務用パソコンについては、職員１人１台の配置はで

きていますが、他市で導入されているような校務支援システムは、本市

ではまだ導入されていない状況です。続いて、５７ページを御覧くださ

い。ＧＩＧＡスクール構想につきまして、先ほど申し上げた環境整備５

か年計画に加えまして、国の方は令和元年１２月にＧＩＧＡスクール構

想を掲げました。こちらは令和５年度までに校内ネットワークの整備と

児童・生徒に１人１台端末環境を実現することを求めています。その実

現のために必要な費用の一部を補助するというふうになっています。こ
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の補助につきましては、条件として、まず、校内ネットワークとしてイ

ンターネットに接続をする環境整備では、令和２年度中に工事を行うこ

ととされています。令和２年度中に工事を行うのであれば、その費用の

２分の１が補助されるというようになっています。また、児童・生徒が

使用する１人１台端末の整備については、１Ｇｂｐｓ以上の通信速度で、

多数の端末が正常に作動するような容量のネットワーク環境でなければ

ならず、加えて、令和４年度までに、もともと国の整備計画であった児

童・生徒数の３分の１の台数を整備する計画がきちんと立てられている

ことが条件になっています。それがクリアーできると、残りの３分の２

の端末について、１台当たり４万５，０００円の補助を国が行うという

ような構想になっています。これをスケジュールに当てはめますと、校

内ネットワーク工事については、必要数分の電源、保管庫の設置と併せ

て、令和２年度中に実施することで２分の１の補助対象となります。ま

た、地方財政措置が講じられている期間の令和４年度までに児童・生徒

数の３分の１に当たる端末の整備を進めることとすると、残りの３分の

２に当たる端末の整備を令和５年度までに行えば、端末１台当たり４万

５，０００円を上限に補助がされるというものであります。これによっ

て１人１台端末の整備をするものとなっています。以上のことから、Ｇ

ＩＧＡスクール構想も含めて国から求められているＩＣＴ環境の整備を

現在本市でも検討している状況ではございますが、財源の確保、教職員

の研修なども現在の課題となっております。現状では、具体的な計画が

決定しているところではございません。また、５８ページに記載の近隣

では、多くの自治体が年度内に予算要求などネットワーク整備について

は、進めている状況がございます。国は、今までパソコン教室でパソコ

ンを使って授業を行うというスタイルから、日常的に教室でパソコンを

使って授業を行うというような形への変更を求めているというように捉

えています。未確定な部分が多いので国庫補助の申請等については、は

っきりと締切が決まっている段階ではございませんが、今月中には令和

２年度にネットワーク整備を進めるに当たって、教育委員会の考えと財

源の確保について、回答を求められている状況ですので、財源の問題も

ございますが、各教室のネットワーク整備については、必要なものと考

えておりますので、他の自治体の状況や学校の対応なども含めて検討を

していかなければならないと考えております。今後の計画等については、

策定次第お知らせしてまいりたいと思います。説明は以上となりますが、

委員の皆様の御意見を伺えればと思いますので、よろしくお願いいたし

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】地域によって子供たちの教育に差ができてしまうのはよくないと

思うので、富里市としても財源を確保して進めていただきたいと思いま

すが、令和２年度までに行わなければいけないということは、校内のネ

ットワークを１Ｇｂｐｓ環境にするということですか。 

【学校教育課長】まずは、多くの端末が同時に動いていても、それに耐え

られるだけのネットワーク環境整備について、令和２年度中に工事を完

了すれば２分の１の補助をするというのが国の方針でございます。 

【教育長職務代理者】ちなみに、富里市内の小・中学校でネットワーク工

事を実施する場合にどのくらいの費用がかかりますか。 

【学校教育課長】現在、児童・生徒が使っている教室の全てで、国が求め

ているようなネットワーク環境を整備するに当たって、業者等の見積も

り段階では、約１億５，０００万円となっています。 

【委員】その費用をかけないと補助金は出ないということですか。 

【学校教育課長】必要な台数の端末が同時にしっかりと動く環境を整えて

いないと、４万５，０００円の端末補助というのは、受け付けませんと

いうのが国の方針でございます。 

【委員】以前にいただいていたという財源は、これに充たっていなかった

のでしょうか。 

【学校教育課長】地方交付税措置でありましたので、その中で、毎年少し

ずつＩＣＴの環境整備は行ってきたところではありますが、現在、いわ

ゆる国が求めている水準までには、なかなか追いついていないというの

が現状でございます。 

【委員】再確認なりますが、令和２年度中にネットワーク工事を実施する

場合は２分の１を補助するということについて、現在、令和元年度です

が実質は残り１週間ですから、補正予算としての意味では、難しく現実

的ではないと思いますが、それ以降、令和３年度の工事については、補

助対象としない記載がありますが、これは、令和２年度中に条件に合致

した工事を完了させなければいけないということですか。 

【学校教育課長】現状の国の方針としては、そのとおりでございます。 

【教育長職務代理者】富里市では、令和元年度に空調設備を整えるという

ことを前倒しで完了していただいて、それだけでも財政の負担は大きい

ところにきて、またこういったことが挙がってきて、本当に大変なこと

であると感じますが、やはり子供たちの情報活用能力を高めることです

とか、教科の中でのＩＣＴの活用ですとか、そういうものを考えていく
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と大変でも少しずつ整えていかなければならないものと感じます。他市

町村と比べても、教育環境に格差があっては絶対にならないことなので、

少しずつでも前向きに検討していただきたいと思っております。 

【教育長職務代理者】その他、御意見などございますか。 

（なしの声あり） 

【教育長職務代理者】他にはないようですが、本日は、多くの御意見をい

ただきました。本協議については、本日の意見や内容を踏まえまして、

事務局で調整し進めることとしたいと思います。 

 それでは、ここで休憩を取ります。 

  (休憩) 

【教育長職務代理者】会議を再開します。 

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）新型コ

ロナウイルス感染症対策について、事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】本市においては、令和２年１月２８日に富里市新型コロ

ナウイルス感染症対策班（警戒本部）が設置され、健康福祉部長を長と

して各部等と情報を共有し、連携を図り、感染拡大防止対策などを実施

してまいりました。２月２５日には、富里市新型コロナウイルス感染症

対策本部が設置され、市長を本部長とする体制に移行し、引き続き対応

しております。 

   資料６１ページを御覧ください。市立小・中学校は、３月５日から３月

２４日までの期間を休校とし、土曜日、日曜日、祝日を除き、小学校１

年生から３年生、特別支援学級の児童の預かりを実施してきました。明

日２５日からは、通常の学年末・学年始め休業日となりますが、感染症

対策のため離任式は行わず、中学校の部活動も自粛としております。 

入学式については、卒業式と同様に規模を縮小して、在校生の出席なし、

来賓の出席を御遠慮いただき、新入生、保護者及び教職員等による実施

を予定いたします。 

資料の休館等の期間では、３月２４日までとなっておりますが、当面の

間、延長することが新型コロナウイルス感染症対策本部で決定されてい

ます。したがいまして、富里社会体育館トレーニングルームの利用中止、

市立図書館及び浩養小学校市民図書室の休館を当面の間、延長いたしま

す。また、資料にございますその他の公共施設の休館等も同様に当面の

間、延長することとされています。 

【教育長職務代理者】補足説明などがございましたらお願いします。 
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【学校教育課長】学校関係について、補足をさせていただきます。感染症

対策については、県教育委員会から１月２１日に最初の文書通知がござ

いました。それ以降、本市教育委員会としては、アルコールの消毒液や

職員用のマスク等を各学校に配付をしていたところでございますが、２

月２７日の小・中学校休校要請の報道等に併せて、２８日には本市とし

ての臨時休校を決定し、同日の午後、臨時の校長会議で伝達したところ

でございます。併せて、翌週の３月２日、小学校の低学年１から３年生

と特別支援学級の子供たちを対象に保護者の対応が困難でやむを得ない

場合のみ、預かることとした上で、３月５日から小・中学校を休校にし

ています。別添の預かりの状況の件数が入っている資料を御覧ください。

対象の児童数が１，１５３名、そのうち希望の申込があったのが２３１

名ということで、約２割の申込がありましたが、実際に３月５日からの

様子を見てみますと、最初の１週間ぐらいは１３０名前後の預かりとな

りましたが、そこから若干の減少傾向となり１２０名前後で推移をして

いました。本日は、最終日として１１４名の預かりを実施しています。

そして、この間、３月１２日に中学校卒業式、１８日に小学校卒業式が、

在校生と来賓の皆様は出席をせずに規模を縮小して行われたところです。

今後の状況につきましては、本日も文部科学省から新しい通知がありま

したが、学校は４月６日の再開に向けて、現在、それぞれ準備を進めて

いるところです。春休み中については、離任式をこの状況下では中止す

ることについて、校長会と相談をして決めております。また、３月２７

日の辞令伝達式は、規模を縮小して、定年退職の皆様、新規採用教員の

みの出席とし、教育委員の皆様には御出席をいただかない形になります

が、現在、予定しております。また、教育委員の皆様に関係するものと

しては、例年４月に開催する本市の学校研究会定期総会に御出席いただ

いていたと思いますが、これも縮小して来賓の参加はなしという方針を

聞いております。併せて歓送迎会等も、現状、合同のものは中止となっ

ておりますので御了承をお願いいたします。 

なお、部活動は自粛ということで文部科学省からも通知がありますが、

あまりにも運動不足であるという状況を鑑みて、校庭等を開放して運動

する機会を与えることは構わないという方針も出されていますので、中

学校については、３月２５日、２６日、３０日、３１日の主に午前中に、

部活動ではなく子供たちを自由参加で校庭に呼び、生活のリズムを作る

ということも含めた基礎的な体力づくりとして、ランニング等をさせる

方向で準備を進めているところでございます。また、入学式に当たって

は、卒業式に準じた形で行う予定でございます。 
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【図書館長】図書館につきましては、施設利用の休止をさせていただいて

おります。資料の閲覧や自習室の利用、ＡＶブース等の施設の利用につ

いては、感染拡大防止のために休止としております。また、図書館の主

催事業についても全て中止ということでございますが、予約資料の受

取・返却については専用窓口を設けて対応しております。なお、電話に

よる資料の予約や蔵書の相談、貸出期間の延長についても通常通どおり

行っております。なお、施設の衛生管理につきましては、出入口にアル

コール消毒液を配置し、館内のテーブルや椅子、手摺などは消毒をして

いるところでございます。これが本館の状況でございます。続きまして、

北部コミュニティセンターにつきましては、予約資料の受取と返却につ

いて従来どおり対応しております。ただ、明日からは、北部コミュニテ

ィセンター施設自体の貸出予約がない場合、休館になることがあるよう

なので、そのときには資料の貸出・返却もできない状況になります。ま

た、浩養小学校の市民図書室については、当分の間は休室とさせていた

だいております。最後になりますが、図書館ホームページは通常どおり

運用しています。 

【生涯学習課長】社会体育館のトレーニングルームについては、当分の間、

使用休止でございます。それ以外の施設につきましては、積極的な休止

はしていないところでございます。いわゆる団体の判断のもとに貸出を

するというような状況でございます。結果的には、自粛する団体が多い

ので、実際の利用については少ない状況でございます。ただし、市外の

スポーツ施設がほとんど閉館となっていますので、市外利用者からの問

い合わせが一時多くなったところがございます。その問い合わせにつき

ましては、事情を説明した上で、利用を御遠慮いただいているところで

ございます。 

また、公民館につきましても完全に休止をしている状況ではなく、団体

の判断による対応をしている状況です。一方、団体の予約について、コ

ロナウイルス感染症対策としてキャンセルされた場合、３月までの納付

済みの使用料は還付の手続きをしているところでございます。なお、３

月２４日までの分については既に還付対応をしております。４月以降に

ついては、今後の状況や対策本部会議等の指示により、臨機に対応をし

ていきたいと考えております。また、衛生面では、図書館からも説明が

あったように、消毒やマスク着用などの対応をしておりますが、これら

物資の入手が困難な状況にありますので、注視していかなくてはならな

いと考えております。必要な物資を調達ができない状況に陥った場合に

は、施設の休止なり休館なりが必要であると判断しております。 
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【学校給食センター所長】３月２日から４日までの３日間は学校の開業と

併せて給食を提供しておりましたが、５日からの休業に併せて調理業務

についても休止しております。その後、学校給食センターの業務といた

しましては、施設や調理器具の点検・清掃などを行っております。また、

国からの指導にもございましたとおり、従業員の衛生管理という面での

研修会を２回ほど予定している状況でございます。 

【教育長職務代理者】それでは、事務局の説明が終わりましたので、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(１)を終わります。

次に、報告事項（２）空調機設置事業の完了について、事務局の説明を

お願いします。 

【教育総務課長】空調機設置事業につきましては、快適な学習環境を整え、

児童・生徒の熱中症予防など健康面に配慮するため工事を実施しており

ましたが、この度、全ての工事が完了し、冷暖房設備が稼働いたしまし

たことを報告いたします。 

【教育長職務代理者】次に、報告事項（３）いじめ問題調査委員会及びい

じめ問題対策連絡協議会について、事務局の説明をお願いします。 

【学校教育課長】資料６４ページを御覧ください。令和２年１月２７日に

開催しました富里市いじめ問題調査委員会につきまして、議題について

は資料のとおりでございます。なお、議事の（２）にあります富里市に

おけるいじめ認知件数及びいじめ認知率、対応等の推移につきましては、

６６ページに添付しております。令和元年度は、まだ集計が終わってい

ないので途中での数値となりますが、平成３０年度につきましては、小

学校全体で認知件数が６４件、これを千人率、千人に対する件数にしま

すと２８．１件、全国平均が６６件と出ておりますが、全国と比べると

小学校の認知の千人率は、若干低めとなっています。逆に中学校の方は、

下の段になりますが、千人率で４１．２件、これは全国平均の２９．８

件に比べ高い数値になっています。いじめの認知件数については、多い

少ないということよりも、その後に解消できているか、きちんと学校は

対応しているかということが非常に重要でございますが、令和元年度は

まだ取組中ですが、半数は、解消又は解消が図られたが継続支援中とい

う状況でございます。なお、いじめ問題調査委員会の質疑等につきまし

ては、スマートフォン等のいじめ防止に対し、低学年からの対応が必要

であるなどという御意見をいただきました。本来、調査委員会は重大事

態が起こらなければ開催する委員会ではございませんが、年に１回は情
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報交換という形で、委員の皆様から御意見をいただき、重大事態となら

ないよう、いじめの未然防止対策に努めてまいりたいと考えております。

続いて６５ページを御覧ください。２月２１日に開催のいじめ問題対策

協議会につきましては、先ほどと同様に、いじめの認知件数、認知率、

対応等の推移について、調査委員会と同様の説明を行いました。富里市

における未然防止及び初期対応ということで、担当よりいじめを発見し

た際の基本的な対応の流れについて説明し、また、小・中学校での具体

的な取組等についての協議を行いました。また、この協議会では、各関

係機関の方が委員として出席をいただいていますので、色々な情報共有

を行いました。いじめ問題対策協議会は年２回の開催となりましたが、

今後もいじめの未然防止、関係機関との情報交換を行い、初期対応に努

めてまいります。 

【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、報告事項(３)を終わります。 

次に、報告事項（４）高野運動広場の放射線測定の終了について、事務

局の説明をお願いします。 

【生涯学習課長】高野運動広場の放射線量の測定につきましては、東日本

大震災後の平成２３年１２月から開始し、平成３０年度からは回数を減

らし、４月、７月、１０月、１月の３か月に１回の実施をしてきたとこ

ろでございます。なお、測定当初より線量につきましては、基準値以下

でございました。また、令和２年１月９日の測定値につきましても、基

準値を超えていない状況でございます。市内の他の公共施設については、

既に測定を終了していることから、高野運動広場につきましても１月９

日の測定をもって終了することを報告いたします。 

【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） 

【教育長職務代理者】特にないようですので、報告事項(４)を終わります。

次に、報告事項（５）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６８ページをお願いします。３月の行事等につきま

しては記載のとおりとなります。４月の予定では、１日の午後２時から

第１回教育委員会臨時会議を開催いたしますので、御出席のほどよろし
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くお願いいたします。また、教育委員会定例会議につきましては、２８

日の開催を予定しております。 

【学校教育課長】資料６９ページをお願いします。３月と４月の月例報告

は基本的に記載のとおりとなりますが、３月４日に予定していた校長会

議については、臨時休校の関係で２月２８日に臨時の校長会議を開催し

ましたので、４日に予定していた校長会議は、１３日に変更をいたしま

した。小・中学校の卒業式、幼稚園の卒園式等では、教育委員の皆様の

御出席がかなわなかったところでございますが、無事に終了いたしまし

たことを報告いたします。また、４月には、３日に校長会議、６日に教

頭会議を予定しております。７日に中学校の入学式、８日に小学校の入

学式の予定がございますが、先ほど申し上げたとおり規模を縮小して実

施する方針で準備を進めているところでございます。 

 次に７０ページをお願いします。学校給食費の徴収状況について、２月

末現在の徴収率は９８．５８パーセントで、対前年度同期比０．０８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、

事前に給食費への充当の申出があったものなど７４万３，２９０円の給

食費を徴収いたしました。今後も引き続き電話催告を行うなど、徴収率

の向上に努めてまいります。 

次に７１ページをお願いします。３月１３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各学校での

対応に感謝を伝えました。特に小学校においては、低学年と特別支援学

級の児童預かりをしていただいていること、中学校については、教職員

だけで準備して卒業式を実施されたことなどに御礼を申し上げました。

離任式の中止や入学式の規模縮小など、まだまだこれから対応すること

がたくさんあることについてお願いをしました。また、いじめ問題対策

連絡協議会の内容を報告し、初期対応、全教職員での組織的な対応の重

要性を伝えました。服務に関する内容につきましては、綱紀粛正の話を

させていただきました。３月の県の教育委員会会議では、監督責任も含

めて７件の懲戒処分がありました。これに併せて、懲戒処分の指針が一

部改正されましたので、これについても各校長と確認をしました。主に

は、管理職の許可なく個人情報を持ち出すということは、紛失や盗難の

事実がなくても戒告処分になるということ、それから、児童生徒を教職

員の運転する自家用自動車等に管理職の許可なく同乗させた場合も戒告

になるということを確認しました。最後に、人事の内示に関わる事務連

絡をしました。 
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【学校給食センター所長】資料７２ページを御覧ください。令和元年度２

月末時点の学校給食残菜率については、小・中学校全体で１３．０１パ

ーセントとなっています。前月比で２．５９ポイント減少、前年度比で

１．４３ポイントの減少となっています。なお、２月の給食残菜率では、

１５パーセントを上回る学校は２校のみとなりました。また、３月の残

菜率については、１８．５５パーセントで、前月比で５．５４ポイント

増加、前年度比で４．２７ポイントの増加となっていますが、３月は、

３日間のみの給食であったということと、その３日間については、感染

症予防から欠席するケースもありましたので、そのようなことも残菜率

に影響があったと考えております。また、年間の残菜率は、１６．０４

パーセントとなりました。前年度比では１．９４ポイントの減少となり、

過去５年間の統計の中で最もよい数値となりました。各月の分析としま

しては、２月については、新型コロナウイルス感染症の報道が注目され、

メディア等で食事、睡眠、休養が大事であるということが取り上げられ

ていたこともあり、免疫力をつけるという意識が作用し、学校や家庭で

の食欲につながったようにも感じております。 

【生涯学習課長】資料７３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。

４月の予定では、１２日の青少年相談員連絡協議会総会について、今の

ところ予定しております。また、１５日には、家庭教育学級主事・学級

長合同会議及び富里市家庭教育学級連絡協議会総会を予定していますが、

新型コロナウイルスの感染症対策として、会議の方法などを検討する必

要があると考えております。続いて７４ページをお願いします。スポー

ツ振興室の月例報告につきましては、３月２５日に富里スイカロードレ

ース大会実行委員会会議、２７日には、その下部組織の実行委員会事務

局プロジェクトチーム会議を予定しております。また、４月の予定の中

では、各種団体の総会が予定されています。こちらにつきましても、会

議の場所、方法等について検討が必要と考えています。 

【図書館長】資料７５ページをお願いします。３月につきましては、５日

から一部のサービスは継続しておりますが、施設としては休館とさせて

いただいております。また、３月１１日には図書館協議会を予定してお

りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により延期とさせていた

だいております。この協議会では、とみさと教育プランや図書館蔵書計

画などの説明を予定していますので、来年度早々に開催していきたいと

考えております。４月の予定につきましては、今後、感染症の状況によ
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り変更もあると考えられますが、今のところ記載の事業を予定しており

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。その他として、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】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１２回富

里市教育委員会定例会議を閉会します。 


