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令和３年度 第１４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４年３月２３日（火） 

         開会 午後２時 

  閉会 午後４時１５分 

 

２ 場   所  富里中央公民館４階大会議室 

 

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 

 

４ 出 席 職 員  教 育 部 長  金 杉 章 子 

         教 育 総 務 課 長  中 津 義 孝 

         学校給食センター所長  伊 藤 健 一 

         学 校 教 育 課  石 𣘺 保 昭 

         生 涯 学 習 課 長  飯 田 之 義 

   図 書 館 長  越 川 義 幸 

   

 

５ 事務局職員  教 育 総 務 課  大 木 達 也 

 

 

令和４年４月２６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３年度第１４回富里市教育委員会定例会議を

開会いたします。 

本日の会議は、議案８件、協議事項２件、報告事項６件、その他の内

容となります。なお、市立幼稚園の管理及び運営に関する議案がござい

ますので、健康福祉部職員に御出席いただきまして、説明をお願いして

おります。 

また、議案第１号から議案第４号まで及び議案第８号については、富

里市教育委員会会議規則第１０条第１項第１号の規定、任免に関する事

項、また、報告事項４については富里市教育委員会会議規則第１０条第

１項第５号の規定、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑

な運営に著しい支障を生ずる恐れのある事項となりますので、非公開と

したいと思います。御異議ございますでしょうか。 

（異議ない旨の声あり） 

  【教育長】異議ないものと認め、議案第１号から議案第４号まで、議案第

８号及び報告事項４については、非公開とすることとします。なお、そ

のほかの案件は、公開することとなりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

２ 前回会議録の承認 

   令和３年度第１２回定例会議録承認 

   （署名人：森田委員、會田委員） 

 

３ 教育長職務報告 

【教育長】まず初めに、教育長報告を行います。一部資料の訂正をお願い

します。４月１日に予定されていた臨時部長会議は中止となりましたの

で削除をお願いします。それでは前回定例会以降の報告になりますが、

２月１８日に開会した富里市議会定例会ですが、２月２４日、２８日に

一般質問を行っております。３月３日には文教厚生常任委員会を実施し

ております。１０日には教育部の令和４年度当初予算に係る予算審査を

開催しております。１８日は市議会定例会の最終日でございますが、議

案すべてを議決し終了となりました。戻りまして３月１１日は委員の皆

様にも出席いただきました市内中学校卒業式を行っております。１５日

には第１３回教育委員会臨時会議、幼稚園関連の議題でございました。

１７日には市内小学校の卒業式があり、私も富里小学校に出席しました。

２３日は第２回総合教育会議、そして第１４回教育委員会定例会議でご
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ざいます。今後の予定ですが、３月２８日に多古町コミュニティプラザ

文化ホールで教職員辞令交付式に出席してまいります。そのあと、皆様

にも御出席いただきますが辞令伝達式を行いますのでよろしくお願いし

ます。３１日には市の退職者辞令交付式に出席いたします。年度が改ま

りまして４月１日には部課長級及び新規採用職員の辞令交付式がござい

ます。そのあと新委員の内田委員の辞令交付、終了後に第１回の教育委

員会臨時会議を開催いたしますのでよろしくお願いします。４月２０日

は家庭教育学級主事・学級長会議がございます。そのあと市原市で千協

連幹事会に出席いたします。そして２６日に第２回教育委員会定例会議

を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。以上、教育長報告

でございます。 

 

４ 教育委員報告 

  【教育長】次に、教育委員報告に移ります。何かございましたらお願いい

たします。 

  【委員】３月１７日に日吉台小学校の卒業式に出席しました。天候も落ち

着いており、卒業式日和となりました。ステージの花がとてもきれいで

背丈の揃った菜の花が一面に置かれ、とても明るい雰囲気の中で行われ

ました。まん延防止措置の期間中ということもあり、参列者は卒業生、

学校職員、保護者で、在校生の姿はありませんでした。来賓も教育委員

会から１名とシンプルな式になりました。校長先生の式辞では、２年間

のいろいろな制限がある生活の中でも、児童なりに挑戦しがんばってき

たことをお話されていました。話を聞きながら涙ぐむ人も見られ、困難

を乗り越え卒業式に参加しているのだということが感じられました。全

体として、落ち着いたなか、とても良い式だと思いました。以上です。 

  【教育長】ほかにございますか。 

  【委員】私は３月１１日に富里北中学校、１７日に七栄小学校の卒業式に

出席してまいりました。両日ともに春の日差しが降り注ぎ、卒業生の門

出を温かく見守っているかのようでした。出席者が制限され、コロナウ

イルス感染防止対策をしながらの開催となりましたが、厳粛な中にも気

持ちのこもった温かい式だったと思います。富里北中学校では卒業生６

８名が校長先生から卒業証書を授与された姿が、堂々としてとてもたく

ましく感じられました。校長先生からは、失敗を恐れず新しいことに挑

戦する勇気を持ち、一歩踏み出すことが大切であること、たとえ失敗し

ても次の一歩につながる、努力を続けることできっと自分の道は開ける

といったはなむけの言葉もあり、卒業生もしっかり受け止めていたと思
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います。卒業生代表による答辞や卒業の歌には、コロナ禍で制限されな

がらも、みんなで工夫して新しい方法を考え出して、充実した中学校生

活を過ごせたことへの満足感や、それを見守り支えてくれた先生方、両

親への感謝の気持ちであふれていたと思います。２階ギャラリーで見守

る２年生にも、しっかりバトンを渡せたのではないかと思います。七栄

小学校では卒業生７２名が、校長先生から立派に卒業証書を授与されて

いました。その姿はとても立派で小学校６か年の成長に驚いた次第です。

卒業生の門出の言葉や歌の場面では、録音した音声に合わせる形となり

ましたが、一人一人の姿が確認でき、言葉の一つ一つが伝わるよう工夫

されていました。会場にいる保護者の皆さんはもちろんのこと、自教室

でオンラインで卒業式の様子を視聴していた在校生にも、卒業生の想い

がしっかり伝わったと思います。いろいろ制限された１年でありました

が、１日も早く平穏な日常が戻り、子どもたちが思う存分、活動できる

ようになることを願うばかりです。以上です。 

  【教育長】ありがとうございました。そのほかにございますか。 

    （ない旨の声あり） 

【教育長】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】冒頭に申し上げたとおり、議案第１号から議案第４号までは非

公開となりますので、議案第５号から御審議いただきます。 

    議案第５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

ついてと、議案第６号、令和４年度富里市立幼稚園児募集要項について

は関連がありますので、一括議題とします。なお、採決は分割して行い

ますので、御了承をお願いします。事務局の説明を求めます。 

  【参事兼学校教育課長】富里市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の

制定についてでございます。令和４年４月から富里市立浩養幼稚園で、

３歳児の受入れを開始するため、定員及び入園資格の改正を行うもので

ございます。新旧対照表を御覧下さい。第１７条につきましては、浩養

幼稚園の定員を満４歳児２５名のところ、満３歳児５名、満４歳児２０

名とするものです。なお、浩養幼稚園全体の定員は変更なく５０名とな

ります。なお、浩養幼稚園の満４歳児が定員に満たない時は、その満た

ない人数の範囲内で満３歳児を入園させることができるとするものです。

次に第１８条、入園資格につきましても、浩養幼稚園に入園できる者を

満３歳からとするものです。 
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    続きまして、令和４年度富里市立幼稚園児募集要項についてでござい

ます。本案は富里市立幼稚園管理規則第１９条の規定により、令和４年

度の園児募集要項を定めるものでございます。令和４年度の募集要項に

つきましては、すでに昨年８月に決定したものでございますが、先ほど

の富里市立幼稚園管理規則の一部改正に伴い、浩養幼稚園３歳児の受入

れのため、臨時募集を行うものです。募集要項を御覧下さい。１の入園

資格については３歳児となります。２の募集人数については浩養幼稚園

の３歳児を５人としています。３の入園願書の交付につきましては、３

月２４日から３１日を予定しております。４の入学願書の受付につきま

しては４月１日を予定しております。なお定員に満たない場合は、４月

１２日から入園願書の受付を再度実施する予定でございます。令和４年

度富里市立幼稚園児募集要項につきましては以上でございます。よろし

く御審議くださるようお願いします。 

  【教育長】続きまして、子育て支援課から詳細な説明をお願いいたします。 

  【子育て支援課長】浩養幼稚園３歳児受入れの経緯について御説明いたし

ます。これまでの待機児童の状況といたしましては、主に１歳児、２歳

児の待機が多くございました。富里市の待機児童の解決方策といたしま

しては、民間保育施設の活用といたしまして平成２７年度に子ども子育

て支援新制度が開始されてから、これまで５つの保育施設が新設されて

おります。令和４年度には、新たに幼稚園の認定こども園化となる末広

幼稚園、小規模保育施設の新設、そして旧保健センターにスクルドエン

ジェル保育園富里七栄園、この２つの保育施設が拡充、新設されており

ます。このような取組を通しまして、令和３年度及び令和４年度４月１

日時点の０歳から２歳児の待機児童は０人となっております。しかし一

方で、令和３年度の４月以降、３歳児の待機児童が生じております。ま

た、この度、社会福祉法人牧の園が運営するこひつじ保育園につきまし

ては、休止の手続きが進められております。このような状況におきまし

て、待機児童の解消に向けた取組の一つといたしまして、公立幼稚園に

おける預かり保育を今後充実させるとともに、富里南部地区の保育需要

の受け皿の一つといたしまして、浩養幼稚園での３歳児受入れが寄与す

ると考えております。以上でございます。 

  【教育長】事務局の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。 

  【委員】浩養幼稚園は、今まで４歳児と５歳児の２学級で運営していまし

たが、３歳児が加わるということで、その３歳児は別教室での保育にな

るのでしょうか。 
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  【子育て支援課長】３歳児と４歳児の合同保育を考えております。一つの

教室での保育となります。 

  【委員】幼稚園でも指導計画があると思うのですが、３歳児と４歳児合同

での指導は可能ですか。 

  【浩養幼稚園長】通常の生活の中では３歳児は基本的な生活習慣の自立が

基本になります。発達や年齢に応じた課題に関しては４歳児、３歳児そ

れぞれに担任を付けまして年齢に応じた活動が提供できるように、その

部分に関しては、横割り保育という形で年齢単体での活動を実施いたし

ます。生活の面では３歳児がいろいろなことを覚えるなかで、４歳の子

たちがモデルになってくれると思いますので、逆に３歳児の刺激になり

４歳児にとってはお姉ちゃん、お兄ちゃんになるという気持ちが育つの

ではないかと考えています。 

  【委員】今まで３歳児の待機児童が多かったということで、ここで５名の

３歳児が浩養幼稚園に入園が可能となりますが、ほかの待機児童として

控えていたお子さんたちは解消できたのですか。 

  【子育て支援課長】令和２年度までは主に待機児童は１歳、２歳児が多く

ございました。令和３年度につきましては０、１、２歳の待機児童が４

月１日現在では０人となっております。３歳児の待機は１８人、今現在

速報値では８人でございます。３歳児が増えた要因としては、小規模保

育施設をここ何年かで整備してきましたので、保育の需要が掘り起こさ

れた部分で、若干増えてしまったということでございます。そういう点

では今回の浩養幼稚園の３歳児受入れは何らかの指針になるのかなと期

待しております。 

  【教育部長】これまで富里市では３歳児教育を行っていませんでした。３

歳児の教育を始めるにあたり、本日指導案が示されると思いましたが、

それがまだ準備されておりません。そこをしっかりと教育委員会に示し

ていただきたいと思います。一番大事な幼児期の教育のスタートを３歳

にするということなので指導案をまとめていただくようお願いします。 

  【子育て支援課長】取組を進めてまいりますので、御指導をお願いします。 

  【教育長】ほかにございますか。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】ないようですので、採決に移ります。採決は分割して行います。

まず、議案第５号について、原案のとおり可決することとしてよろしい

でしょうか。 

    （異議なしの声あり） 
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  【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すること

とします。 

    次に、議案第６号について、原案のとおり可決することとしてよろし

いでしょうか。 

    （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すること

とします。 

    ここで、健康福祉部職員は退席となります。ありがとうございました。    

次に、議案第７号、富里市歴史公園条例施行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】富里市歴史公園条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について御説明させていただきます。改正内容の中で、休園日の表記

ですが前回の説明では公園内整備日を設けておりましたが、より多くの

方に御来場いただくということと、公園整備については臨時休園日を設

けていることから、特に公園整備日を設けないという形で考えておりま

す。続いて年末年始の休園日ですが、令和２年の一般公開から１２月に

つきましては、第３日曜日までを公開日としておりました。前回お示し

させていただきました１２月の第３金曜日から休園としてしまいますと、

第３日曜日が休園日となってしまうことがございますので、第３日曜日

の翌日から翌年の１月４日までの日と改めさせていただいて、規則の制

定をさせていただければと思います。説明は以上です。 

  【教育長】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。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】特にないようですので、採決に移ります。議案第７号について、

原案のとおり可決することとしてよろしいでしょうか。 

    （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すること

とします。 

    次の、議案第８号につきましては非公開となりますので、協議事項に

入ります。 

 

６ 協議事項 

  【教育長】協議事項１、教育振興基本計画の改訂について、事務局の説明

を求めます。 

  【教育総務課長】資料１０ページをお願いします。この３月に策定される

新しい富里市の教育に関する大綱、以下「新教育大綱」といいます。新
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教育大綱は、基本理念が変わり、目標が４つから６つとなります。新教

育大綱の策定に伴い、富里市教育振興基本計画、以下「教育振興基本計

画」といいます。教育振興基本計画を改訂することについて、調査、研

究するため、１１ページに記載する教育振興基本計画改訂プロジェクト

会議を２月２２日に設置しました。プロジェクト会議では、教育委員会

各課等の長と教育大綱の策定を担当する企画財政部企画課とともに調査、

研究をしてまいりました。これまで４回のプロジェクト会議で議論され

た事項を踏まえて協議するものです。１３ページは、教育振興基本計画

の改訂に向けた体制（案）です。１４ページ、１５ページは改定に向け

たスケジュール（案）でございます。プロジェクト会議で調査研究した

内容や素案を教育委員の皆さまに御協議いただき、改訂案を作成した後

は、総合教育会議による市長との調整やパブリックコメントなどを実施

して、教育委員会議の議決により教育振興基本計画を改訂してまいりた

いと考えております。１６ページは、教育大綱の基本理念等と教育振興

基本計画の基本理念等の比較表となります。教育大綱と教育振興基本計

画で基本理念が同じ自治体は、佐倉市と四街道市、白井市もほぼ同じで

す。策定期間が同じ自治体は、成田市と白井市です。印西市も同じ期間

となる改訂が行われています。１７ページは、教育大綱と教育振興基本

計画について、目標の比較表となります。成田市と白井市は同じ目標で、

その他の市は異なっております。新教育大綱と基本理念等を同じとする

か、異なるものとするかについて、プロジェクト会議で議論された内容

ですが、教育振興基本計画と教育大綱で、基本理念や目標が異なっても

よいとする意見では、教育大綱が自治体のまちづくり、人づくりの視点

で策定される富里市総合計画を基に作り込まれているため、教育委員会

が進める教育行政よりも広い概念により基本理念や目標が定められてい

るということから、市長部局と教育部局で異なる目標であってもよいと

いう考えです。富里市総合計画に合わせた教育大綱の策定期間と教育振

興基本計画の期間が異なってもよいとする意見では、平成２７年度に初

めて策定した教育振興基本計画が、当時の市総合計画の策定期間と整合

していないことから、初めての教育振興基本計画の満了に伴って更新さ

れた、令和２年度から令和６年度までの教育振興基本計画の策定期間は

そのままで良いという考えです。プロジェクト会議の総意としましては、

教育振興基本計画と新教育大綱は、同じ基本理念と目標を掲げ、策定期

間を合わせることで、市民の皆さまにわかり易く、理解していただける

のではないか。教育振興基本計画と新教育大綱が一体となって、とみさ

との教育を進めていくことが良いのではないか、という意見にまとまり
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ました。１９ページの資料の左側は、現行の教育振興基本計画の基本理

念、目標、基本方針、施策です。右側は、新教育大綱に合わせた基本理

念、目標、基本方針とした場合に、現行の施策がどの体系の下に属する

か、矢印で表しました。施策については、「５－２コミュニティ・スク

ールの推進」を追加するほか、大きな変更なく、現行の施策を右側の新

しい基本理念等の柱の下に振分ける案でございます。新教育大綱と一体

化して教育振興基本計画の改訂を進めようとするものです。御審議の程

よろしくお願いいたします。 

  【教育長】事務局の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】教育振興基本計画と教育大綱の目標が一致するというのは、わか

りやすくていいと思います。 

  【委員】私も同じで、目標が同じ方が市民にとってわかりやすくていいと

思います。施策については大綱の内容を網羅していると思うので、整理

していただければいいと思います。 

  【教育長】ほかにございますか。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】ほかにないようですので、協議事項１について本日の内容を踏

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、令和４年度とみさと教育プランの策定について、

事務局の説明を求めます。 

  【教育総務課長】令和４年度とみさと教育プランの策定についてでござい

ますが、前回定例会議の協議で令和４年度とみさと教育プランに関し、

様々な御意見をいただき、修正をいたしました。それでは修正内容につ

きまして各課等の長から御説明いたします。 

  【生涯学習課長】資料の２９ページになります。旧岩崎家末廣別邸の公開

につきまして、令和４年度は具体的にどういった催し物をやるのかとい

う御意見がありましたことから、お茶会ですとかフォトコンテスト、植

樹のイベント等を計画しているという文言を追加させていただきました。

以上です。 

  【教育長】事務局の説明が終わりました。質疑等ございましたらお願いい

たします。 

  【委員】一番最後のページの令和４年度富里市コミュニティ・スクールの

ところで、学校と、コミュニティ・スクールと学校運営協議会の図があ

りますが、地域とのつながりがはっきりしないのではないかと思います。

例えば学校運営ですとか学校運営協議会での協議の結果を地域に情報提
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供したり、協議会の結果をもとに様々な活動を行ったり、保護者や地域

の声を吸い上げ届けるという、学校運営協議会の役割が全体的に見えて

くるように変えた方がいいと感じました。 

  【参事兼学校教育課長】御指摘のとおり、地域との関係性についてもわか

りやすく表記してまいります。 

  【教育長】その他ございますでしょうか。 

  【委員】１８ページの「学校評価」についてですが、これまで学校評議員

が年度末に評価をしていただいていたと思いますがコミュニティ・スク

ールになっても年度末に評価をしていただくのでしょうか。 

  【参事兼学校教育課長】コミュニティ・スクールでも評価をしていただき

ますが、評価の内容といたしましては、基本は後ほど示す学校運営基本

方針にどれだけ達することができたか評価をしていただき、次年度に向

けて改善の方向性を探るということをやっていきます。それに対しまし

て学校評価は、保護者の皆さんであったり子どもたち全体に対して、学

校ごとのいろいろな評価報告を定めまして、保護者の声を吸い上げる。

両者が関係してくると思いますが、できるだけ幅広い方の意見を吸い上

げていくということで、２つが並列して行っていく予定でございます。 

  【教育長】ほかにございますか。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育総務課長】さきほど協議させていただきましたが、新しい教育大綱

と一体化した、教育振興基本計画の改訂を進めることについて、御承認

いただいたところです。教育振興基本計画が改訂されてまいりますと、

とみさと教育プランの基本理念や目標等に影響がありますが、前回、今

回の会議で御協議いただいたとみさと教育プランの内容は、基本理念や

目標のさらに下の具体的な内容に関するもので、事業の実施に影響はご

ざいません。本日の協議を踏まえまして、令和４年度とみさと教育をス

タートさせていただき、例年４月に冊子として調製するとみさと教育プ

ランは、今後の教育委員会会議で改訂を進める教育振興基本計画の基本

理念等を、令和４年度とみさと教育プランに反映した後に冊子を調製し

たいと考えております。 

  【教育長】教育振興基本計画の基本理念等を反映した令和４年度とみさと

教育プランの策定を進めるということで御了承いただければと思います。 

    

７ 報告事項 
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  【教育長】次に、報告事項に移ります。報告事項１、教育費に係る令和３

年度富里市一般会計補正予算（第１２号）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「令和３年度補正予算（案）の概要（一般会計補

正予算（第１２号）ほか）」をお願いいたします。４ページをお開き下

さい。歳出の表、９款、教育費につきましては２，０６３万８千円を増

額し、総額を１５億２，１７１万９千円とするものです。５ページをお

開き下さい。繰越明許費補正の下段の中学校施設維持管理事業と旧岩崎

家末廣別邸保存活用事業につきましては、令和３年度補正予算として歳

出額を補正しましたが、工期を確保する必要があり、令和４年度に繰り

越してそれぞれ実施するものです。事業概要は後ほど担当から御説明い

たします。６ページをお開き下さい。債務負担行為の表、富里南小学校

敷地賃借料でございますが、財務省が保有する約２万１千平米を小学校

敷地として借り入れ、年度あたり２５６万１千円、３か年で７６８万３

千円の借地料を予定します。次に４７ページをお開き下さい。文教厚生

常任委員会が所掌する一般会計補正事業の目次となります。Ｎ０．４３

教育指導事業から、Ｎ０．６３図書館施設管理事業までが補正事業とな

ります。担当課長から説明をいたします。 

  【参事兼学校教育課長】教育指導事業についてでございます。会計年度任

用職員の勤務実績に伴う報酬及びきょうざん塾の中止により報償費等を

減額補正するものです。また、学校のＩＣＴを活用した授業環境高度化

推進事業に係る補助金を活用して大型モニターの整備を行うため備品購

入費を増額補正するものです。次に英語教育推進事業についてでござい

ますが、外国語指導補助員の勤務実績により、報酬等を減額補正するも

のです。個別指導補助員配置事業につきましても勤務実績により、減額

補正をするものです。次に小学校教育振興事業につきましては、スクー

ルバスの運行委託料の減と、理科教材備品の備品購入費を減額するもの

です。バスにつきましては中型バスを予定しておりましたが、小型バス

になったことから減額となりました。小学校児童援助奨励事業につきま

しては、遠距離通学日補助金、要・準要保護児童援助費の減額でござい

ます。支給対象者数が減になったことによるものです。次に小学校ＩＣ

Ｔ環境整備事業につきましては、ＧＩＧＡスクール学習用端末の購入費

の減額でございます。 

  【教育総務課長】資料の７０ページになります。中学校施設維持管理事業

につきましては４，３３６万２千円の増額となります。富里南中学校屋

内運動場屋根改修工事につきましては、国の令和３年度補正予算におい
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て、学校施設環境改善交付金の対象事業が計上されたことから、交付金

の積極的な活用と地方負担に有利な条件である地方債、補正予算債を活

用して事業を行うものです。補正の内容は、富里南中学校屋内運動場屋

根改修工事及び管理委託料となります。その他として、工事期間の確保

が必要なため、補正額の全額を令和４年度へ繰り越す、繰越明許費の設

定をしております。下段の財源の内訳です。国庫補助金として学校施設

環境改善交付金１，４６０万円。補助率は３分の１になります。市債の

補正額は２，９２０万円になります。一般財源は市の持ち出しとなりま

すが、４３万８千円を減額いたします。国の補助金をいただくのと、市

債を入れることでの財源の調整になります。 

  【生涯学習課長】７１ページの放課後子ども教室推進事業でございますが、

８６万８千円の減額となります。放課後子ども教室につきましては浩養

小学校、富里第一小学校、根木名小学校、とみさとザ・ワールド・キッ

ズにつきましては富里小学校、富里南小学校、日吉台小学校、七栄小学

校で予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の関係ですべて

中止としたため、減額補正をするものでございます。次に７２ページの

体育運営事業でございます。１８２万８千円の減額につきましては、新

型コロナウイルス感染症の関係で各種大会の中止や開催数の減により、

減額補正をするものでございます。次に７３ページをお願いします。東

京２０２０オリンピック・パラリンピック事業の６４万円の減額でござ

いますが、当初、学校連携観戦事業というものがございまして、幕張メ

ッセで競技を観戦する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症により

まして、観戦を辞退したことから減額補正するものでございます。ペー

ジが戻りまして５ページをお願いいたします。繰越明許費の最下段にな

りますが、旧岩崎家末廣別邸保存活用事業の工事費３１９万円を繰越明

許とさせていただいております。駐車場を３月中に舗装まで実施する予

定でしたが、今現在、外構フェンスの工事が続いておりますことから、

その工事が終わってから、令和３年度の補助金を使いまして駐車場の舗

装を行うということで、繰越明許とさせていただきます。 

  【図書館長】資料の最後のページをお願いします。図書館施設管理事業で

ございます。こちらの委託料を減額したものでございます。図書館の清

掃委託料、空調設備保守点検委託料、エレベーター保守点検委託料、３

件の業務の入札を行いまして、契約額が確定したことから不用額を減額

補正したものでございます。以上でございます。 

  【教育長】事務局の説明が終わりました。冒頭の教育長報告にもありまし

たが、３月１８日に議会でこの補正予算そして令和４年度当初予算が可
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決されております。その内容についての報告になります。質疑等ござい

ましたらお願いいたします。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】特にないようですので、報告事項１を終わりにします。次に、

報告事項２、教育費に係る令和４年度富里市一般会計予算について、事

務局の説明をお願いします。 

  【教育部長】資料は、「令和４年度当初予算（案）の概要【財政資料

編】」をお願いします。１６ページをお開きください。（３）目的別予

算額の表の区分を御覧下さい。まず初めに、教育費の全体といたしまし

て、９款 教育費の総額は、１３億６，５２９万９千円で、前年度から

１，９１７万９千円の減額となっております。下の目的別構成円グラフ

の左側を御覧下さい。教育費は一般会計歳出予算額１５９億２，１００

万円の８．６パーセントを構成し、民生費、総務費、公債費、衛生費に

ついで５番目を占める割合となっています。１７ページの下段を御覧下

さい。令和３年度当初予算との比較では、中学校施設維持管理事業や教

育指導事業の増などがあるものの、旧岩崎家末廣別邸保存活用事業や小

学校既存不適格事項対応事業の減などにより、教育費全体として減額と

なっております。３４ページをお開きください。番号２１８から２６７

までは、教育費に係る全ての事業の概要を記載しております。主な事業

の内容につきましては、各課等から説明させていただきます。 

  【教育総務課長】資料の３４ページをお願いします。番号２１８、教育委

員会運営事業は前年度比２万円の減額となります。教育委員の報酬、教

育長交際費や印旛地区教育委員会連絡協議会等の負担金を支出いたしま

す。番号２２１、旧学校施設管理事業は前年度比４１万９千円の増額と

なります。増額の主な内容は、予算審査特別委員会説明資料の１を御覧

下さい。写真にありますように消火設備、草刈機の修繕等を計上してお

ります。 

  【参事兼学校教育課長】「当初予算（案）の概要【主要事業編】」５５ペ

ージの教育指導事業から御説明いたします。主なものとして統合型校務

支援システムの導入を予定しております。ほかに教職員の校務用パソコ

ンの整備、ＩＣＴ支援員の増員、コミュニティ・スクールの委員の報酬

を計上しております。次に５６ページ、個別指導補助員配置事業です。

次年度は個別指導補助員を１名増員し、１５名体制で支援拡充を考えて

います。戻りまして４５ページの通学路安全対策事業につきましては、

令和３年度１２月補正予算による新規事業として、通学路の安全対策の
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ため工事を実施しているものです。令和４年度も予算の範囲内で優先順

に工事等を実施していく予定でございます。 

  【教育総務課長】資料は財政資料編の３４ページに戻ります。番号２３３

番の中学校施設管理事業でございます。２，７８３万９千円を計上、前

年度比１，１９７万３千円の増額となります。予算審査特別委員会資料

０６をお願いいたします。まず、富里中学校東棟の高架水槽を更新する

工事となります。現況と破損箇所の写真、タンクの仕様を掲載しており

ます。次に富里南中学校の放送設備の更新工事として設備の内容を掲載

しております。次のページは、富里中学校図書室の空調更新工事の内容

になります。室外機と室内機を整備してまいります。次のページは富里

南中学校外トイレの撤去工事になります。令和４年度は中学校施設管理

事業として以上の工事を予定しております。次に財政資料編の２３４番、

既存不適格事項対応事業でございます。中学校の防火シャッター等の既

存不適格事項を工事する前の実施設計業務の金額で、１９６万８千円を

計上したものでございます。予算審査特別委員会資料０７では、防火シ

ャッター用安全装置、給食用エレベーターの説明を掲載しております。

教育総務課からは以上です。 

  【生涯学習課長】生涯学習課に係る事業について御説明させていただきま

す。旧岩崎家末廣別邸保存活用事業でございます。予算審査特別委員会

資料１１をお願いいたします。公園の平面図になります。メインのエン

トランスから主屋の車回しの部分につきまして、バリアフリー対応の整

備をいたします。駐車場からのアプローチの部分についても、バリアフ

リーの園路を整備いたします。サインポールが２か所、こちらは施設の

案内用のものを設置いたします。それから誘導サインが１か所ございま

す。駐車場の案内用となります。次の平面図は植林の位置を示しており

ます。中央のエントランスから入りまして一番奥の左手に赤松を５００

本植える予定でございます。こちらは一般の方々に植えていただこうと

思っております。檜については５０本植える予定でございます。次のペ

ージは別邸の平面図になります。建物の概ね３分の１程度につきまして、

基礎の上の根太が腐っておりますので、国の補助金を活用して修復をし

ていきたいと考えております。次に財政資料編の３５ページ、２６３番

の社会体育館管理事業についてですが、令和４年度から市が推し進めて

まいります、公共施設のデジタル化の一環として社会体育館の予約をオ

ンライン化するシステムを導入していきたいと考えております。担当課

は生涯学習課ではなく、総括します広報情報課になりますが、令和４年

度になりましてから業者を選定し８月頃から試験運用をして、１０月か
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ら本格稼働をしていきたいと考えております。生涯学習課からは以上で

す。 

  【図書館長】図書館に係る令和４年度当初予算につきまして、御説明させ

ていただきます。財政資料編の３５ページ、２４９番から２５５番まで

７つの事業になります。このうち２４９番と２５５番が複合化に係る事

業となります。資料といたしましては予算審査特別委員会資料１２を御

覧下さい。図書館運営事業についてでございますが、親子読書支援事業

を推進するため親子読書支援コンシェルジュを１名配置し、保護者の読

書支援、乳幼児期から本に親しむ機会の創設を図るための予算を計上し

てございます。１１２万５千円を親子読書支援コンシェルジュの報酬と

して計上しております。次に魅力ある講座やイベントとして、報償費３

万円を計上してございます。こちらは子ども読書活動推進講演会を開催

するものでございます。次に３ページを御覧下さい。生涯学習機能（文

化・芸術）の付加として、新規事業の複合施設化事業の内容となります。

図書館を複合施設として、情報、文化、芸術の発信拠点として機能の強

化を図っていくものでございます。図書館機能の充実とともに、生涯学

習機能として市民ギャラリーを設置するため、展示用パネルの購入費 

   ２４４万５千円、機能をつなぐ場としてテラス、交流の庭の整備として

７８万６千円、事業全体としては３２３万３千円を計上してございます。

続きまして図書館施設管理事業につきまして御説明させていただきます。

資料１３になります。利用者が安心快適に御利用いただくための修繕費

といたしまして、自動ドアなど５か所の修繕と、通常管理における修繕

料として２３０万５千円。また、導入から１０数年が経過する中央監視

制御装置システム機器の更新工事といたしまして９５７万円。電気の引

き込みに設置されている、高圧気中開閉器の更新工事として８６万２千

円を合わせて、１，０４３万２千円を工事請負費として計上してござい

ます。施設管理事業全体としては２，７５４万１千円となります。続き

まして、資料にはございませんがブックスタート事業でございますが、

乳幼児期から読書の大切さや、親子のコミュニケーションを促すため、

乳幼児健診に合わせまして、読み聞かせを行っております。そのための

絵本購入費といたしまして消耗品２１万１千円を計上しております。以

上でございます。 

  【教育長】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。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】特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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    次に、報告事項３、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】市内における新型コロナウイルス感染者の発生状況でご

ざいますが、令和４年２月２３日の前回定例会議では、累計で１，７８

３例の感染者が確認されていることを御報告いたしました。令和４年３

月２０日現在の累計で２，３７４例の感染者が確認されております。令

和４年２月中の感染者は９７１人で、１月に比較しまして７６７人の増

となりました。千葉県に適用されていたまん延防止等重点措置が、３月

２１日に終了したことをもって、市公共施設における収容人数の半数程

度の利用定員は解除され、通常どおりの開館となっております。１月 

   ２８日から実施していた職員の分散配置についても３月２２日からは通

常どおりの体制で業務をしております。国際医療福祉大学における新型

コロナワクチン追加３回目大学拠点接種につきましては３月１７日から

接種が開始されました。富里市立小・中学校、公立及び私立の幼稚園、

こども園及び保育園等に勤務する職員、約１７０人の接種を予定いたし

ます。以上報告いたします。 

  【教育長】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。 

    次に、報告事項４については、非公開となりますので、報告事項５、

令和４年度学年始め休業日の変更について、事務局の説明をお願いしま

す。 

  【参事兼学校教育長】令和４年度学年はじめ休業日でございますが、規則

では４月４日までですが、今年度２日、３日が土日ということで、新年

度準備のため５日までに変更いたします。以上でございます。 

  【教育長】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。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】特にないようですので、報告事項５を終わりにします 

    次に、報告事項６、月例報告について、教育総務課長から順にお願い

します。 

  【教育総務課長】資料は２２ページからとなります。教育総務課の３月の

月例報告については、記載のとおりとなります。４月の予定ですが４月

１日に教育委員会臨時会議を開催いたします。定例会議は４月２６日を

予定しております。よろしくお願いします。 



17/18 

  【参事兼学校教育課長】３月の報告と４月の予定は記載のとおりでござい

ます。小・中学校、幼稚園の卒業式につきましては規模を縮小しての開

催となりましたが、無事終了したことを御報告いたします。なお、２８

日予定の教職員辞令交付式、伝達式は実施する予定でございます。４月

は４日に校長会議、５日に教頭会議を予定しております。また７日には

中学校入学式、８日に小学校入学式、１１日に幼稚園入園式が予定され

ております。実施の規模につきましては、感染症の状況を見極めて決定

していきたいと思います。３月１５日に今年度最後の校長会議が行われ

ました。次年度よりスタートするコミュニティ・スクール、学校運営委

員会について、校長に細かく指示、伝達をしております。以上です。 

  【学校給食センター所長】学校給食費徴収状況について報告いたします。

資料の２５ページでございます。２月末現在の徴収率は９８．３６パー

セントでございます。前年同期と比較しまして０．１３ポイントの減と

なっております。なお、２月１０日に児童手当が支給され、事前に給食

費の充当の申し出がないものも含めまして、合計４７万４千１１０円の

給食費を徴収いたしました。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。就学援助制度についてお知らせするなど対応を

行ってまいります。続いて学校給食学校別残菜率、残食率について報告

いたします。資料の２６ページをお願いいたします。令和４年２月末現

在の状況につきましては、残菜率は小・中学校全体で１７．８５パーセ

ントでございます。前年度同期との比較では４．３１ポイントの増とな

りましたが、前月の１月末との比較では、１．５パーセントの減となっ

ております。また、残食率につきましては全体で、９．６８パーセント

で、前月と比較し４．１８ポイントの減となっております。続けて報告

いたします。新型コロナウイルスの感染の状況に鑑み、令和３年度第２

回学校給食センター運営会議を、書面により開催しております。議事等

につきましては、令和４年度学校給食実施計画について、令和４年度予

算について、令和４年度献立と給食費における食に関する指導計画につ

いてなどでございます。次に、以前お話いたしました防災給食につきま

しては、３月９日に実施いたしました。内容は救急カレー、ブドウパン、

コンソメスープ、リンゴ、牛乳という献立で提供しました。報告は以上

です。 

  【生涯学習課長】２７ページをお願いいたします。月例報告、４月の予定

は記載のとおりでございます。記載はございませんが、令和４年４月か

ら、富里小学校で放課後子ども教室を実施していきたいと考えておりま

す。３月３０日に富里小学校の学校運営委員の皆様、放課後子ども教室
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を運営する皆様にお集まりいただきまして、説明会を実施する予定でご

ざいます。続きまして、２８ページでございます。こちらにつきまして

も月例報告、４月の予定については記載のとおりでございます。 

  【図書館長】図書館からの月例報告でございます。２９ページをお願いい

たします。９日の親子おはなし会から２０日の富里歴史講座につきまし

ては、新型コロナウイルスの感染状況を鑑みまして、やむなく中止とさ

せていただいたところでございます。２５日のはるのおはなし会、２６

日の土曜おはなし会は開催を予定しているところでございます。図書館

利用状況、４月の予定につきましては記載のとおりでございます。以上

でございます。 

  【教育長】事務局から報告がありました。質疑など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６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、ございましたらお願

いします。 

  【生涯学習課長】お手元に令和３年新成人の特別支援金の給付実績をお配

りしております。令和３年新成人につきましては、２回にわたり成人式

が延期となりました。支援金として２万円を給付したところでございま

す。対象者は５３２名で、申請が４２３件ございました。給付率は７９．

５パーセント、約８割の方に申請いただきました。残念ながら２割の方

に申請いただけなかったのですが、申請を辞退された方もいると聞いて

おります。いずれにしましても、２万円ではございますが新成人に何が

しかの支援ができたのではないかと考えております。以上です。 

  【教育長】御質問等ございますか。 

    （ない旨の声あり） 

  【教育長】特にないようですので、その他を終わりにします。 

    次に非公開案件に入ります。 

    

 ≪非公開≫ 

     

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３年度第１４回富里市教育委員会定例会議を閉会します。 


