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令和２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２年９月２９日(火) 

         開会 午後２時３０分 

  閉会 午後３時２９分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  教 育 長   野 光 好 

教育長職務代理者  森 田 惠 子 

委      員  會 田 直 子 

         委      員  川 口 泰 弘 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  金 杉 章 子 

         教 育 総 務 課 長  中 津 義 孝 

         参事兼学校教育課長   小 川 英 昭 

学校給食センター所長   伊 藤 健 一 

生 涯 学 習 課 長  飯 田 之 義 

   図 書 館 長  林 田 利 之 

 

５ 事務局職員  教 育 総 務 課  小 川 正 久 

 

令和２年１０月２７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】ただいまから令和２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、専決処分の報告１件、協議事項１件、報告事項４件、

その他の内容となります。よろしくお願いします。 

 

２ 前回会議録の承認 

令和２年度第７回定例会議会議録承認 

（署名人： 野教育長、川口委員） 

 

３ 教育長職務報告 

【教育長】次に、教育長報告を行います。 

  ８月２７日、第５回富里市議会定例会が開会し、９月１日から３日ま

で一般質問があり、８日に文教厚生常任委員会、１１日に教育委員会に

係る決算審査特別委員会が開催され、令和元年度の決算が審査されまし

た。また、９月２５日には上程議案が採決され、閉会となりました。 

  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、後

ほど担当から報告がありますが、今年度のいじめの状況などの共有を深

めました。 

  今後の予定につきましては、１０月１日に富里市定例表彰の審査会、

２日に第２回富里市教育支援委員会、１６日に令和２年度富里市戦没者

追悼式への出席を予定しています。また、１０月２７日には、第９回教

育委員会定例会議を予定していますので、よろしくお願いいたします。 

 

４ 教育委員報告 

  【教育長】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。 

  【委員】９月５日、富里南中学校の体育祭に出席しました。応援合戦では、

赤、白、青組に分かれてドラム缶上の団長の合図に合わせ、皆さん元気

よく応援していました。毎年恒例のムカデ競技では、生徒達のアイデア

で集団の縦の動きを横向きの動きに変えて、学年ごとに、カニカマ、毛

ガニ、ザリガニ、ムカデなどと長さを変え、大変ユニークな競技となり

ました。 

当日は、晴天で体育祭には少し暑い陽気でしたが、途中で水分補給 

等の休憩をとるとともに、コロナ予防で生徒・職員全員がマウスシール

ドやマスクを着け、熱中症とコロナ予防対策への全員の取組に感心しま

した。 
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    次に、９月１９日、浩養小・浩養幼稚園の合同運動会に出席しました。

当日は、曇り空で雨が心配されましたが降ることもなく運動会にはちょ

うどよい陽気でした。開会式に続き、赤・白組に分かれての応援合戦で

は、小学生と幼稚園児の全員が団長の合図に合わせて元気よく応援して

いました。競技は、学年ごとの徒競走から始まり、プログラム途中の幼

稚園児の「ダンススマイル」は観ているだけで笑顔になりました。また、

４年・５年・６年生の団体種目では、一輪の花をイメージし、花びらが

開いていく様子を見事に表現していました。そして、全校での玉送り、

リレーなどは大変盛り上がり、本年度も運動会が開催できてとてもよか

ったと思いました。 

  【委員】９月２７日に日吉台小学校の運動会に出席しました。当初の予定

は前日の土曜日でしたが、雨模様のため延期となりました。当日は、早

朝からの先生方のグランド整備により、よい状態でのスタートとなりま

した。新型コロナウイルス感染症や熱中症、さらに天候の心配があった

運動会でしたが、テント２０張を立てて解消しようとしていました。そ

のため、児童の応援席に余裕ができて、保護者として安心できる配慮が

見られたと思います。６年生は最後の運動会となりましたが、先生方が

曲やアナウンスなどで演出し、６年生もそれに応えようとしていたと思

います。自分の夢や感謝の気持ちを述べる競技や各係の活動の様子を見

て感動しました。子供たちの楽しそうで生き生きとした姿を見ることが

できました。例年とは違った運動会となったことから、保護者からの御

意見などについて校長先生に尋ねましたら、運動会の縮小については特

になかったが、保護者の応援が２名までという制限については、未就学

児と同行できず、預ける場所を探すのが大変だったというお話がありま

した。 

  【委員】９月４日に教育長職務代理者会議が開催され、出席しました。そ

れぞれの市町の教育施策について報告し合いました。新型コロナウイル

ス感染防止のため多くの学校行事が中止となり、学校生活に大きな影響

を与えていることや、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けたＩＣＴ教育

については、皆が注目し、学校現場でいかに活用していけるかが課題と

なっていることなども挙げられました。 

    ９月１９日、２６日、２８日には、富里小学校、七栄小学校、根木名

小学校の運動会に出席しました。コロナ禍の中、どの学校も密接、密集

を避けた競技、プログラムの工夫や係児童の活動の工夫など感染防止対

策に万全を期してくださって、細かな配慮の上に運動会が実施できてい

ることを本当にありがたく思いました。富里小学校や七栄小学校では、
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低・中・高学年に分散して競技が行われ、それに応じて応援席の保護者

も入れ替わるという形をとっていました。各学年とも競技数が減って、

徒競走とアイデア走の２種目だけでしたが、子供たちは元気いっぱいに

競技していました。また、５・６年生の係児童も本当によく頑張ってい

ました。放送係では、担当が変わるごとにマイクを消毒したり、決勝係

では、児童との直接接触を避けるための工夫も施されていたりと、今ま

でとは違ったいろいろな試みがなされていました。それでも、子ども達

はみんな生き生きと元気いっぱい活動していました。根木名小学校は、

全校児童がグラウンドに招集され競技が行われていました。これまでと

大体同じような形でしたが、規模は縮小されていました。プログラムに

は、表現運動も組まれていて、学校規模によって運動会の形が大きく変

わっていると感じました。全校児童が、一体となり、競技に、応援に、

頑張っている姿を見ることができました。３校ともみんな本当に楽しそ

うで、子供たちのパワーが全開した１日であったと思います。運動会を

実施することができ、本当によかったと思いました。コロナが終息しな

い今、制限せざるを得ないことがこれからもたくさんあろうかと思いま

すが、子供たちが活躍できる場を工夫していってほしいと感じました。 

  【教育長】ありがとうございました。他には、よろしいでしょうか。 

（ない旨の声あり） 

【教育長】それでは、教育委員報告を終わります。 

 

５ 専決処分の報告 

    【教育長】次に、専決処分の報告に入ります。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】行事の後援につきまして、富里市教育委員会行政組織規

則第１２条の規定により、専決処分をしたので報告をさせていただきま

す。 

行事名は「カテリーナ里山コンサート」、主催者は「里山コンサート

実行委員会」となります。内容につきましては、「ＮＰＯ富里のホタ

ル」が維持管理する里山におきまして、ウクライナ人歌手カテリーナ氏

のコンサートが開催されます。期日は、令和２年１０月３１日を予定し、

雨天の場合は翌日順延となります。なお、専決年月日は、令和２年９月

１５日です。以上でございます。 

【教育長】説明が終わりました。質疑等がございましたらお願いします。 

（ない旨の声あり） 
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【教育長】行事の後援について、今年度は、書面等による開催はあったと

思いますが、このように実際の開催では初めてとなりますか。 

【生涯学習課長】実際に行われる行事では、今年度、初めての後援となり

ます。また、「カトリーナ里山コンサート」の行事につきましては、こ

れまでに初の後援となります。 

【教育長】その他、質疑等はよろしいでしょうか。 

（ない旨の声あり） 

  【教育長】特にないようですので、報告第１号を終わりにします。 

 

６ 協議事項 

  【教育長】次に、協議事項に入ります。協議事項（１）就学援助支給費目

の追加について、事務局の説明を求めます。 

  【参事兼学校教育課長】資料３ページをお願いします。国の就学援助費補

助金に係る国の予算単価表の改正に伴い、市の就学援助費の支給費目の

追加について、協議をするものでございます。 

続きまして、資料４ページを御覧ください。１の概要につきまして、

令和２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

「オンライン学習通信費」が新しく追加されました。本市としましては、

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を行い

たいと考えており、今回、協議をするものでございます。２の支給費目

に係る近隣市の対応概要につきまして、支給予定が２市ございます。３

の支給費目追加に係る影響につきまして、支給の対象は、小・中学校の

準要保護児童生徒となります。支給金額については、現状の見込みとな

りますが支給限度額を基に算定しています。支給限度額は、小・中学生

とも１年間で１万円となっています。４の協議事項承認後の対応につき

まして、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

目の追加として規則の改正が必要となります。今後、支給に係る財政協

議を行っていきますので、現時点で支給できるかどうかについては未定

でございますが、本日は、新しい費目の追加についてという部分を御協

議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  【教育長】説明が終わりました。質疑等がございましたらお願いします。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】こちらは、ＧＩＧＡスクール構想に基づくオンライン学習に関

するものという理解でよろしいでしょうか。 
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  【参事兼学校教育課長】新型コロナウイルス感染症予防対策の一環でＧＩ

ＧＡスクール構想が前倒しをされて、環境を整えるということが既に進

んでおります。それに対応したオンライン学習への支援に関しましては、

学校がオンライン学習を行う体制をつくり、この期間にこのようなオン

ライン学習を実施するというような、さまざまな条件を満たさないと支

給対象になりませんので、現状では、本規則の改正により一律に支給を

するというわけではございません。 

  【委員】要保護児童に対しては、既にそのような支援があるのでしょうか。 

  【参事兼学校教育課長】要保護家庭には、国の生活保護制度で既に支給を

するということが決定しています。市としては、準要保護家庭も同様に

支援をしていきたいということから、今回、協議に上げさせていただき

ました。 

  【教育長】他に、御意見などございましたらお願いします。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】他にないようですので、本協議については、本日の内容を踏ま

えまして、事務局で進めていくことといたします。 

 

７ 報告事項 

  【教育長】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】資料は７ページからとなります。学校の状況についてで

ございますが、例年より短い夏季休暇を終えて学校活動を再開していま

す。運動会、体育祭につきましては、各学校の規模に応じ、種目の見直

しや開催時間の短縮、来賓や地域の方の参加の御遠慮、保護者の参加人

数制限、一部の大規模校では保護者参加を見合わせまして、実施してい

るところです。 

    修学旅行などの宿泊学習は、子供たちの安全・安心の確保を第一優先

に考えまして全ての小中学校で中止を決定しましたが、代替行事を各学

校において実施できるよう、教育委員会として支援しています。 

    新型コロナウイルス感染症対応「第４弾富里支援パッケージ」につき

ましては、庁内各部課等において作成された事業計画を基に選定作業が

進められています。教育総務課では児童生徒の３密対策としてトイレの

洋式化を進めることについて、学校教育課では修学旅行費キャンセル料

を市で負担とすることについて、生涯学習課では成人式開催に向けた感

染症対策用品等について、図書館では空気除菌脱臭機の購入についての

事業を提出しております。 
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    教育施設等の状況につきましては、社会体育館アリーナは、７月から

地震の影響により貸出しを中止しておりましたが、天井の応急修理を９

月末までに完了し、貸出しを再開する予定です。小・中学校施設は、昨

年度末から当面の間、外部への貸出しを中止しております。８月に９人、

９月に４人の市民が感染するなどの状況下、子供たち・教職員が安心し

て学校活動をできることを第一優先に考え、貸出し中止を継続していま

す。貸出しの再開が見通せないことから、旧洗心小学校体育館の使用に

ついて学校体育施設開放利用団体に御案内し、９月１９日から利用され

ています。 

    イベント関係につきましては、１０月１１日に開催を予定していた

「２０２０とみさとスポーツ健康フェスタ」は、参加者や運営スタッフ

の安全・安心を最優先に検討した結果、９月１日付けで中止を決定し、

市ホームページ、防災メール及び行政パートナー文書回覧によりお知ら

せいたしました。 

 資料７ページをご覧ください。今後のイベント開催につきましては、 

国において１１月末までのイベント開催制限等の考え方が示されました。 

大声での歓声・声援等のないことを前提とする式典については、９ペー

ジにございますように、開催制限の緩和に伴うリスク軽減を措置した上

で、建物収容率１００パーセント以内の利用が可能であることが示され

ました。市の対応といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策本

部会議により、本市におけるイベントの取扱い及び施設の運営方針が、

別添資料のとおり示されまして、１０月１日から適用されます。これら

に基づき、図書館、中央公民館、社会体育館、屋外運動施設を運営して

まいります。 

    成人式は歓声・声援等のないことを前提とする式典として、成人式実

行委員会とともに開催に向けて、感染リスクの拡散防止や３密の回避な

ど感染防止対策に万全を期して進めていきますが、今後の感染状況や国

等の通知などの情報を注視してまいります。 

    職員の感染予防対策につきましては、市長部局及び教育委員会職員全

員の事務机に仕切り板を設置することについて、財政課職員が作成し、

先般、教育委員会各課に設置いたしました。 

    富里高校書道部による「コロナに負けない！がんばれ富里！」書道作

品が、９月３日から年内いっぱいまで市役所正面玄関ホールに掲示され

ますので、どうぞ御覧くださいますようお願いいたします。以上報告い

たします。 

【教育長】補足説明などがありましたら、お願いします。 
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  （ない旨の声あり） 

【教育長】それでは、ただいまの説明について質疑等がございましたら、

お願いします。 

【委員】成人式の予定について、今後の新型コロナウイルス感染症の状況

によっては、開催方法を変えることも考えていますか。 

【生涯学習課長】教育総務課長からの説明のとおり１０月１０日からの新

たなガイドラインが示されたことから、従来どおりの成人式が開催でき

るという前提で準備を進めているところでございます。しかしながら、

今後、感染症の第３波やインフルエンザ等複合的な感染拡大も懸念され

ますので、従来どおりの開催方法と併せまして、２部構成の開催なども

視野に入れながら検討しているところでございます。 

【教育長】他に、ございましたらお願いします。 

  （ない旨の声あり） 

【教育長】それでは、他にないようですので、報告事項（１）を終わりに

します。 

【教育長】次に、報告事項（２）富里市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。 

【参事兼学校教育課長】資料の１１ページを御覧ください。毎年、実施し

ております富里市いじめ問題対策連絡協議会を令和２年度につきまして

は、第１回として８月２８日に実施いたしました。主な内容といたしま

しては、富里市におけるいじめの認知件数及び認知率、態様等の推移に

ついて、続いて、富里市における未然防止及び初期対応について、発見

した際の基本的な対応の流れなどの協議を行いました。加えまして、委

員の方々の各関係機関における状況等の共有を行ったところでございま

す。なお、本会議は、特に事案がなくとも年に２回は開催いたしますの

で、第２回となる開催は年明け２月に予定しております。 

  次に、１２ページを御覧ください。当日に配布した資料でございます。

概要の説明をさせていただきます。平成２９年度、３０年度のデータに

つきましては、各年度１年間の件数等の数値でございます。それから、

令和元年度と２年度につきましては、どちらも１学期の期間の件数等の

数値でございます。令和２年度につきましては、４月と５月が休校とな

りましたので６月以降の件数等になります。そう考えますと、令和元年

度と比べたときに、小学校は期間が短い割に件数が多く、中学校は半数

程度ですので大体昨年度並みの件数というふうに考えます。特に、小学

校では、いじめの態様について、③の軽くぶつかられたり、遊ぶふりを

してたたかれたり、蹴られたりというところが若干増えています。コロ
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ナ禍の中で、ソーシャルディスタンスをしっかりと保とうという子供た

ちは、あまりそれを気に留めない子供たちとのトラブルが少し多いとい

うようなことが、学校からの報告で挙がってきております。いずれにし

ましても、未然防止、適切な初期対応というところから、各学校でしっ

かりと対応をしていきたいと考えております。報告は以上となります。 

【教育長】平成２９年度、３０年度など前の年の件数が記載されています

が、その後、どういう状況になったかというのは、いかがでしょうか。 

【参事兼学校教育課長】資料につきまして、認知件数の下の段に「解消」、

「解消が図られたが継続支援中」などの記載をしておりますが、こちら

の継続支援中というのは、調査時の数値でございますので、そのまま解

消されてないということではございません。その時のデータとして見て

いただければと思います。なお、「解消が図られたが継続支援中」とい

う中には、一度、被害者、加害者が納得をして解決をしたという状況に

おいても、最低３か月間、その行為がなくなって継続ができればその時

点で初めて解消という判断をするという国の指針もありますので、その

ような状況も含まれております。 

【教育長】資料の表中で取組中がゼロというところは、解消しているとい

う理解でいいでしょうか。 

【参事兼学校教育課長】そうでございます。 

【教育長】それでは、質疑等ございましたらお願いします。 

【委員】期間が短い中でこれほどの発生ということは、コロナの影響とい

うのでしょうか、行動が制限されて、子供たちのストレスのはけ口にな

っているというか、そういったことも考えられるのでしょうか。 

【参事兼学校教育課長】子供たちからはっきりとそういう理由を聞いたわ

けではありませんが、状況的に子供たちのストレスがたまっているので

はないかと想像はできるところで、特に、中学校に比べると小学校の方

が割合としては高い結果が出ていますので、我慢をしている部分が、若

干この結果につながっていることが予想されます。 

【教育長】中学生になると、ある程度の心のコントロールができるかもし

れませんが、小学生では、休校により３か月も自宅で過ごしたというこ

とからも、かなりのストレスを感じたかと思います。 

【教育長】他に、質疑等ございましたらお願いします。 

（ない旨の声あり） 

【教育長】それでは、他にないようですので報告事項（２）を終わりにし

ます。 
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【教育長】次に、報告事項（３）富里市立図書館公式ツイッターの運用に

関する要綱の制定について、事務局の説明をお願いします。 

【図書館長】富里市立図書館公式ツイッターの運用に関する要綱の制定に

つきまして、資料１３ページから１５ページに運用要綱、１６ページか

らガイドラインを掲載していますので、そちらを御覧いただきたいと思

います。これまで市立図書館の情報提供につきましては、開館当初から

のホームページ、平成２９年からの「図書館だより」などにより市民の

方々に図書館が行っているさまざまなことの発信をしてきましたが、ホ

ームページでは、文字の情報が多くなり、速報性の効果は高いのですが、

どちらかというと図書の予約で使われる面の方が多い状況です。それか

ら、「図書館だより」では、紙ベースで年２回の発行ということから速

報性というところでは若干失われているという面があります。そこで、

わかりやすく、より速報性を持った情報提供のために、ツイッターの活

用を考えたところです。情報発信のツールとして、ツイッターを活用し、

より市民の方々に情報発信をしていきたいということから、本要綱を制

定し、運用していくことを考えております。運用開始は、本日の資料で

は令和２年９月下旬としていますが、本格的な運用は１０月初旬になる

かと考えております。発信内容につきましては、ツイッターは画像を掲

載しやすいので、ビジュアル的にわかりやすいような情報を多く発信し

ていければと考えております。説明は以上でございます 

【教育長】ただいまの説明について、質疑等がございましたらお願いしま

す。 

  （ない旨の声あり） 

【教育長】特にないようですので、報告事項（３）を終わりにします。 

【教育長】次に、報告事項（４）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１９ページをお願いします。９月の月例報告は、記

載のとおりとなります。１０月につきましては、２１日に第９回教育委

員会定例会議を予定しますので、よろしくお願いいたします。 

【参事兼学校教育課長】資料２０ページをお願いします。９月の月例報告

は、記載のとおりでございますが、９月５日の中学校を皮切りに２８日

の根木名小学校まで市内９校の体育祭・運動会が終了しています。残る

ところ、富里北中学校が１０月９日に実施の予定でございます。続きま

して、１０月の予定でございますが、来年度に小学校入学予定者の就学

時健康診断につきましては、例年、各小学校で行っていたものをコロナ
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禍の感染症予防のため、全て富里中央公民館を会場に実施をするよう計

画を立て、準備をしております。 

次に、資料２１ページの令和２年度分学校給食費徴収状況一覧を御覧

ください。８月末現在の徴収率は、９７．１５パーセント、対前年度同

期比の０．３３ポイント増となっております。今後、３か月以上滞納し

ている世帯に対しまして、学校給食費納入のお願いとともに１０月分の

児童手当支給に間に合うよう、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まいります。 

次に、２２ページを御覧ください。９月９日に行われました校長会議

の概要報告となります。会議では、まず、夏休み明けの児童・生徒の様

子を丁寧に見ていただくよう依頼をしました。具体的には、夏休み前と

様子が異なる児童・生徒、また、言動に変化がみられるような児童・生

徒の確認です。併せて、教職員の様子もしっかりと把握し、変化に敏感

な職場づくりのお願いをしました。次に、８月下旬に実施をした中学３

年生対象の学習支援事業への協力について御礼を申し上げました。対象

の中学３年生が３７０名ほどでありましたが、その内の１１３名の参加

があり、およそ３割の参加率となりました。充実した時間が過ごせたと

いうような内容の感想も数多く見られました。最後に、教育委員会が主

催した夏休み中の小学校教員向け、タブレット端末機器を活用した授業

に関する研修会につきまして、今後、タブレット端末を導入するに当た

り、授業支援ソフトというものの活用について理解を深めたことを報告

しました。こちらの研修会に参加した先生方の感想では、大変に有意義

であったというようなことが数多く書かれていました。報告は以上でご

ざいます。 

【生涯学習課長】資料２３ページをお願いします。月例報告及び公民館の

利用状況等につきましては、記載のとおりとなります。 

続きまして、２４ページをお願いします。社会体育館等の利用状況で

ございますが、冒頭の報告事項でありましたとおり、社会体育館のアリ

ーナの修繕につきまして、今月中には終了するように工事が行われてい

ます。来月には、貸出が可能となると思われますので使用できる状況に

なりましたら、ホームページ等を通じまして御案内をしてまいります。

また、学校開放事業につきましては、現在中止となっておりますが、そ

の代わりといたしまして、旧洗心小学校の体育館を利用していただいて

いるところでございます。昨日までに、６団体、３５件の利用申込等が

あったところでございます。以上でございます。 
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  【図書館長】資料２５ページをお願いします。９月の月例報告につきまし

ては、資料に記載のとおりです。２７日の富里歴史講座は、今年度の第

１回の開催となり１７名の参加をいただいております。図書館の利用状

況につきましては、８月の入館者数は２，７３０名となり、コロナ禍で

はありましたが例年に近い入館者数に戻ってきています。また、学校の

夏休み期間は、子供たちもたくさんお出でになりました。この資料に記

載はありませんが、８月からブックトリップを行っていまして、七栄小

学校では７０パーセントの達成状況ということから、これはコロナの影

響がいい方向に働いた部分かと捉えております。 

続きまして、１０月の予定では、おはなし会を主な行事として通常の

開館に併せて行ってまいります。以上でございます。 

【教育長】事務局から報告がありました。質疑等がございましたらお願い

します。 

【委員】スポーツ健康フェスタにつきまして、例年、一般の参加者が少な

いことから、どのような形にしていくのが望ましいかと協議がされてき

たと思います。今年度は、新しい形のスポーツ健康フェスタが計画され、

楽しみにしていたのですが、残念ながらコロナの影響で中止ということ

になってしまいました。来年度に向けて、改善したりしながら、よりよ

いものになっていけばと感じています。 

【生涯学習課長】貴重な御意見ありがとうございます。今年度につきまし

ては、残念ながら中止となってしまいましたが、来年度につきましては、

これまでの順天堂大学との連携に加え、日本大学とも連携し、そちらの

方とうまく連携をとりながら、新しい形でのスポーツ健康フェスタを開

催できればというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

【教育長】よろしいでしょうか。それでは、私から、８月末に実施された

ＧＩＧＡスクール構想に関する研修会について、その状況や今後の予定

などの計画がありましたらお願いします。 

【参事兼学校教育課長】今回の実施は、中学３年生を対象に学習支援事業

を行っていた時期と重なりましたので、小学校の教員の研修ということ

に限定をさせていただきました。学習支援ソフトが既に日吉台小学校の

パソコン教室に入っていましたので、こちらを会場に、実際にこれから

使おうと想定しているソフトの使い方の研修を行いました。小学校で実

際に指導に当たる教員のうち２名は都合により参加できませんでしたが、

その他の全員が研修に参加しています。今後、中学校の指導に当たる教

員についても研修を行う予定ですが、今年度中にあと３回程度の研修を
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計画しておりますので、そちらと併せて教育委員会からもさまざまな情

報を学校の方へ提供し、まずは、各学校でＩＣＴ教育の核になる先生を

つくっていくことを考えております。 

【教育長】その他、質疑等ございますでしょうか。 

【委員】旧洗心小学校の利用を希望している団体はどのような団体でしょ

うか。 

【生涯学習課長】従来、学校開放事業で活動していた団体に旧洗心小学校

の利用の御案内を行い、その中から６団体の申請があったという状況で

ございます。主には、ミニバスケットボール、バレーボール、バトント

ワリングなどの団体でございます。 

【委員】富里市内の団体が多いのでしょうか。 

【生涯学習課長】そうでございます。 

【委員】ブックトリップについて、この達成者数は学校により差がありま

して、学校の先生方に呼びかけていかなければというふうに感じていま

したが、今年は七栄小学校が既に７０パーセントに達成しているという

ことで、本当にすばらしいことと思っています。その他の学校の状況は

わかりますでしょうか。 

【図書館長】他の学校では、七栄小学校に続いて達成率が高いのは富里小

学校になっています。その他の小学校については、大体同じぐらいの状

況ですが、図書館司書の先生による図書館での会議などで向上への検討

がされています。今のところ学校の温度差があり、例えば、根木名小学

校で４年生の達成率が高くなっているのは、やはり先生が非常に熱心で

あるというようなお話が会議の中でも出ています。先生方に頼らざるを

得ないことが多いので、学校と連携を深め、全ての学校の達成率が高く

なるような方向に持っていければと考えております。 

【教育長】その他、質疑等ございますでしょうか。 

  （ない旨の声あり） 

【教育長】他にないようですので、報告事項(４)を終わりにします。 

 

８ その他 

  【教育長】次に、その他に移ります。その他として、案件などがございま

したらお願いします。 

  【生涯学習課長】オリンピックの関係でございますが、皆様御承知のとお

り「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」につきましては、来

年に延期ということになりましたが、昨日、その開催の内容について発

表されたところでございます。生涯学習課では、今年、市内の小学校６
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年生を対象に県内で開催されますオリンピックの観戦を予定していたと

ころでございますが、中止ということになってしまいました。来年も今

年同様に県内での開催があるということですので、来年の小学校新６年

生を対象に、県内で開催されるオリンピック競技の観戦を行う事業につ

いて、改めて計画を立てているところです。 

    また、聖火リレーについても内容が示され、富里市から「富里福葉

園」の園生がランナーとして参加する予定になっていますので、併せて

報告させていただきます。以上でございます。 

  【教育長】この件について、御質問などございますか。 

    （ない旨の声あり） 

【教育長】他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】それでは、本日の日程は全部終了しました。令和２年度第８回

富里市教育委員会定例会議を閉会します。 


