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令和４年度 第４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６月３０日(木) 

         開会 午後２時 

  閉会 午後４時１５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  會 田 直 子 

委      員  田 口   明 

委      員  川 口 泰 弘 

         委      員  内 田 和 子 

 

４ 出 席 職 員  教 育 部 長  金 杉 章 子 

         教 育 総 務 課 長  中 川 幸 雄 

         参事兼学校教育課長  鳥 海 雅 弘 

  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  越 川 義 幸 

 

５ 事務局職員  教 育 総 務 課  大 木 達 也 

         教 育 総 務 課  安 藤 裕美子 

 

令和４年７月２６日  

 

  署  名  人 

 

  署  名  人 

 

  会議録作成人 
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 本日の会議には、玉川大学特任教授の笹井様にオブザーバーとして出席して

いただきますので、よろしくお願いします。 

 

１ 開会宣言 

【教育長】ただいまから、令和４年度第４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、専決処分の報告１件、議案８件、協議事項１件、報告

事項５件、その他の内容となります。 

なお、議案第３号から議案第７号までにつきましては、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、議案第

８条につきましては、会議を公開することにより教育行政の公正または

円滑な運営に著しい支障を生ずるおそ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３号から議案第８号までについて

は、非公開とすることとします。 

なお、そのほかの案件については、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４年度第３回定例会議会議録承認 

（署名人： 野教育長、田口委員） 

 

３ 教育長職務報告 

【教育長】次に、教育長報告を行います。 

  （資料１ページ、２ページに沿って説明） 

   

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。 

    （ない旨の声あり） 

【教育長】特にないようですので、教育委員報告を終わります。 

 

５ 専決処分の報告 
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【教育長】次に、専決処分の報告に移ります。報告第１号、行事の後援に

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ページに沿って説明） 

  【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、報告第１号を終わります。 

 

６ 議案 

【教育長】次に、議案第１号、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】それでは、教育振興基本計画の改訂について、御説明を

させていただきます。資料は４ページから７ページになります。まず４

ページをお願いいたします。教育振興基本計画の改訂について、議決を

求めるものでございます。提案理由につきましては、５ページをお願い

いたします。提案理由の説明につきまして、読み上げさせていただきま

す。本案は、令和４年３月に策定された「富里市の教育に関する大綱」

と整合性を図り、市長部局と連携をとりながら教育施策を実行するため、

富里市教育振興基本計画（第２期計画）を改訂することについて、教育

委員会の議決を求めるものでございます。委員の皆様には、令和４年の

３月から長期にわたり、本計画につきまして、御協議いただきましてあ

りがとうございました。４月の定例会議以降、いただいた御意見により

修正した内容につきましては、お手元の資料Ａ３版の片袖折りとなって

おります６ページから７ページにかけまして、一覧としてお示しさせて

いただいております。令和４年６月７日から６月２７日までパブリック

コメントを実施させていただきましたが、意見の提出はございませんで

した。つきましては、別冊でお示ししております富里市教育振興基本計

画を改訂することにつきまして、よろしく御審議くださるようお願いい

たします。事務局からは、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、採決に移ります。議案第１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１号は、原案のとおり可決するこ

ととします。 
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  次に、議案第２号、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】それでは、令和４年度とみさと教育プランの策定につい

て、御説明をさせていただきます。資料の８ページをお願いいたします。

富里市教育委員会行政組織規則第８条第１項の規定により、令和４年度

とみさと教育プランの策定について、議決を求めるものでございます。

資料９ページをお願いいたします。提案理由でございます。本案は、先

ほど議決をいただきました富里市教育振興基本計画の達成に向けて、各

施策を具体的に示した令和４年度とみさと教育プランの策定に当たり、

富里市教育委員会行政組織規則第８条第１項の規定により、教育委員会

の議決を求めるものでございます。こちらのとみさと教育プランにつき

ましても委員の皆様には、令和４年の２月、３月また５月の定例会議に

おいて、御協議をいただいたところでございます。長期にわたりありが

とうございました。前回の５月の定例会議以降、文言の修正を加えた内

容につきましては、資料の１０ページ、１１ページ、Ａ３版の片袖折り

になりますが、こちらが御意見をいただいたものについて、修正を加え

た一覧でございます。つきましては、別添でお示ししております令和４

年度とみさと教育プランの策定について、教育委員会の議決をお願いす

るものでございます。事務局からは以上でございます。 

【教育長】事務局の説明が終わりました。質疑などがございましたらお願

いします。 

【委員】令和４年度とみさと教育プラン（案）の資料の３１ページ、青少

年相談員活動の推進についてですが、従来から行ってきた「少年少女綱

引き・ドッジボール大会等に加え、新たな視点の事業実施も検討す

る。」とありますが、それについてどのようなものを検討しているので

しょうか。それにつきまして、東京ウォークやにんじんウォークを前は

やっていたと思うのですが、そういうものが段々無くなってしまってい

るようなので、それに代わるようなものは、考えているのでしょうか。

それをお聞きしたいと思います。 

【生涯学習課長】青少年相談員に関わる質疑でございますので、生涯学習

課からお答えをさせていただきます。青少年相談員の活動につきまして

は、令和４年４月から新たに３年の任期で青少年相談員の皆様が入れ替

わったところでございます。今後、このコロナ禍の中でどういった活動

ができるのかというところをしっかり協議をしてまいります。これまで

の事業を継続的にやっていくのか、あるいは、それを見直した中で新た

な事業をやっていくのかというところもございますので、その点を見極
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めた上で、今後しっかりとやっていきたいと考えているところでござい

ます。以上でございます。 

【委員】何かしらの、代用のものが必要だと思います。 

【教育長】先ほど、報告の中でも少しお話させていただきましたが、県の

教育長からは、様々な学校教育活動の再開、緩和をということでござい

ます。今後、徐々にいろいろな行事を少しずつでも前に進めていきたい

と考えております。先程、生涯学習課長からも話がありましたが、この

コロナ禍の中で何ができるのかというところをしっかりと青少年相談員

と協議してまいりたいと考えております。 

そのほかに、質疑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】ほかにないようですので、採決に移ります。議案第２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２号は、原案のとおり可決するこ

ととします。 

【教育長】次に、議案第３号から議案第８号までは非公開となりますので、

協議事項に移ります。 

 

７ 協議事項 

【教育長】協議事項１、富里市教育委員会点検及び評価（令和４年３月末

時点）について、事務局の説明を求めます。 

【教育総務課長】それでは、協議事項の富里市教育委員会点検及び評価

（令和４年３月末時点）について、御説明をさせていただきます。資料

は、２８ページになります。このほかに別冊で富里市教育委員会点検及

び評価（令和４年３月末時点）、こちらを別添とさせていただいており

ますので、併せてよろしくお願いいたします。御説明につきましては、

別冊の資料１ページをお願いいたします。教育委員会の点検及び評価に

つきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまし

て、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、毎

年、自己評価を行うものでございます。また、教育に関し学識を有する

外部評価者の方から御意見、御助言をいただき、点検・評価の客観性を

確保するとともに、継続して効果的な教育行政の推進に努めるものでご

ざいます。お手元の協議資料は、とみさと教育プランに位置付けられた

基本目標を実現するための施策・事業について、達成指標、達成度、課

題・改善点を明らかにし、各課等において、自己評価を行った報告書の
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案でございます。本日は、委員の皆様から御意見をうかがい、内容に反

映したあとに、外部評価として本日会議に御参加をいただいております

玉川大学の笹井先生に講評を依頼させていただきます。外部評価者の講

評を付しました報告書は、８月の教育委員会定例会議で議案とさせてい

ただき、議決をいただきましたのちに、点検及び評価の結果に関する報

告書を市議会に提出するとともに公表を行うものでございます。 

それでは、主な事業につきまして、各課等の長から御説明をさせてい

ただきます。まず初めに教育総務課が所掌する主な事業について、御説

明をさせていただきます。別冊資料の２６ページをお願いいたします。

２６ページの下段、分類の４６、事業名はトイレの洋式化でございます。

こちらにつきましては、御案内のとおり、地方創生臨時交付金を活用し、

小・中学校の和式トイレ１２０箇所を洋式トイレに改修し、児童・生徒

の衛生環境の向上を図りました。児童・生徒数に応じた改修工事が完了

したことから総合評価をＡとさせていただいております。達成度につき

ましては、御覧のとおりでございます。今後については、学校のトイレ

に関する課題が数ある中でも特に老朽化した既設排水管の漏水や詰まり、

そういったものをしっかりと見極めながら、計画的な改修をしていく必

要があるというように承知をしております。教育総務課からは、以上で

ございます。 

【参事兼学校教育課長】学校教育課に係る項目の点検及び評価につきまし

て、主なものを御説明させていただきます。資料の４ページ、１番を御

覧ください。学力向上に向けた取組につきまして、小・中学校ともに学

力検査実施教科の全てにおいて、富里市としての目標は上回りましたが、

県平均には及びませんでしたので、評価をこれまでと同様のＢといたし

ました。学力向上に向けましては、授業改善に重点を置くとともに「と

みの国」検定や試写、音読、１００マス計算などに取り組み、基礎学力

の底上げを図りながら学力向上に取り組んでまいります。１４ページの

２２番をお願いいたします。ＩＣＴに係る教員の指導力向上に向けた取

組につきましては、新規の項目となりますが、小・中学校の全教職員を

対象に研修会を実施し、ＩＣＴを活用した授業力や指導力の向上を図る

ものでございます。児童・生徒一人一台端末の活用を中心とした教員向

けの研修について集合形式の研修会を実施し、その内容は参加者の各校

に持ち帰り、各校の校内研修等に活かされたことから総合評価をＡとし

ております。続きまして、１８ページの３０番をお願いいたします。情

報モラル教育の推進につきまして、子どもたちがトラブルに巻き込まれ

ないよう、「ケータイ・スマホ出前授業」を全小学校で実施するととも
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に情報モラル教育プログラム推進に向け、適宜情報を提供したことから

総合評価をＡといたしました。スマートフォンは、多機能化が進み、所

有率も高くなっていることから適切利用の徹底と学習の活用が図られる

よう、情報モラル教育を通じて取り組んでまいります。２１ページの 

 ３６番をお願いいたします。給食残菜問題への取組につきまして、給食

では献立に季節ごとの行事食や創意工夫などを取り入れる他、食の大切

さを意識しておいしく楽しめるよう、食育の推進に努めましたが、残菜

率の改善には至らなかったことから評価をＣといたしました。残菜では、

献立との関連や食習慣との関係など分析を進めるともに改善に向け、学

校そして家庭を交えた連携を図りながら取り組んでまいります。学校教

育課に関する説明は、以上でございます。 

【生涯学習課長】それでは、生涯学習課に係る部分について、御説明をさ

せていただきます。２８ページをお願いいたします。４９番の学びを通

したまちづくりの中の創年セミナーの件でございます。令和３年度につ

きましては、新型コロナウイルスの関係で様々なイベント等が実施でき

ませんでした。なんとか実施できないものかいろいろと工夫をしたなか

で、この創年セミナーについては、実施してほしいという要望がかなり

強かったことから、その点も踏まえまして、例年ですと年間１６回、募

集人数も４０名としていたところですが、令和３年度については、回数

を１０回、募集人数を２０名として実施してまいりました。実績としま

しては、９回の開催で１５名の方に参加をいただきまして、なんとか年

間を通して創年セミナーを実施することができました。将来的にこのセ

ミナーを通して、様々な講座の講師等になっていただけるようにこれか

らも進めていきたいと考えております。そういった点を踏まえて評価を

Ａとさせていただいております。続きまして、３７ページをお願いいた

します。６８番の郷土資料の展示でございます。こちらにつきましては、

令和３年の４月から市立図書館の２階で藤崎牧士資料の約４，３００点

を中心に市が持っております約２万点の資料を展示する事業でございま

す。こちらに記載のとおり、市のホームページ等を通じてＰＲをして、

当初の目標よりもより多くの方に御覧いただいて、富里の歴史というも

のを御理解いただけたものと考えております。そういった意味で評価を

Ａとさせていただきました。続きまして３８ページをお願いいたします。

６９番の旧岩崎家末廣別邸の公開でございます。こちらにつきましては、

令和２年の１２月から一般公開を始めたわけですが、令和３年度につき

ましては、交付金を活用しまして外構フェンス等の整備をしまして当初

の目標よりもより多くの方に来場していただくことができました。岩崎
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家の歴史、それからかつての末廣農場の歴史を先ほどの郷土資料の展示

とともに、富里市民の方のみならず市外の方にも御理解と言いますか歴

史を学んでいただけたと思っております。そういった点で評価をＡとさ

せていただいたところです。生涯学習課からは以上でございます。 

【図書館長】図書館でございます。図書館の点検・評価について主なもの

について御説明させていただきます。３２ページを御覧いただければと

思います。上段の５７番の子ども向け事業の充実におけるブックトリッ

プ事業の達成者割合についてでございますが、令和３年度目標といたし

まして、４０パーセントの目標値に対し、実績といたしまして 

 ４４.２パーセントと目標を達成していることから評価をＡとしており

ます。これはブックトリップに参加しやすいようなクイズ形式での手法

や、本を読んだ印としてスイカの塗り絵などの方法により少し楽しくな

るような方法を取り入れたこと、読んで楽しくなるような本を選別する

ことにより達成したものと考えております。今後も継続いたしまして、

参加しやすい方法を取り入れていくようにしてまいりたいと思っており

ます。次に下段の５８番、学校図書室等への支援につきまして、幼稚園、

こども園、小・中学校への本の団体貸出しにつきまして、令和３年度の

目標が１４０団体、７，０００冊に対し、実績といたしまして 

 １１４団体、５，８５７冊となり評価としてはＢとしております。これ

につきましては、学校への定期便による貸出しが行われたところでござ

いますが、園、学校からの要望による貸出しが少なく目標を下回ったも

のでございます。各学校からの要望に応えられるような資料の収集に努

めるとともに要望があがるように努めてまいりたいと思っております。

また、今後も学校連携として、学校への本の貸出しの増が行われること

で利用がなされるように努めてまいりたいと思います。以上でございま

す。 

【教育長】事務局の説明が終わりました。質疑などがございましたらお願

いします。 

【委員】１６ページの分類２６、長期欠席者調査及び長欠担当者会議によ

る早期対応についてですが、小学校、中学校ともに令和３年度の目標よ

りもかなり高いようですが、評価がＢというのはどうかと思いました。 

【参事兼学校教育課長】御指摘のとおり、これはＢには足りていません。

これは、指標も含めて来年について検討させてください。以上です。 

【教育長】少し気になった点として、過去３年間の市平均とありますので、

急激に増えるとか減るというのはあまりないのかなという気がします。 
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【委員】○○委員と同じ２６番ですが、不登校の児童・生徒がすごく多い

のですが、子どもたちの学習などは、しっかりと進められているのかこ

の数字を見ると心配になってしまいますが、どんな方法で行っています

か。 

【参事兼学校教育課長】不登校の児童や生徒への学習ですが、タブレット

が導入されたということで、各学校でタブレットの使用については、だ

いぶ働きかけはしています。使うようになった子もいますが、正直に言

いますとあまり進んでいません。ただ単に具合が悪いとか調子が悪いと

いうことで休んでいる子どもというのは実は少なくて、やはりいろいろ

なその子を取り巻く環境などいろいろなものが関係していて、それが原

因となって学校に来ないというのが非常に多くて、例えば保護者の方に

タブレットの使用をお願いしてもなかなか理解が得られなかったという

ことはあります。ただ、私たちはタブレットを利用して学習したことに

ついては、出席として認めるというようなルールを作っていますので、

それを保護者の皆様に伝えながら、少しでもタブレットを使って学習し

てほしいということを伝えると同時に我々市の教職員は、放課後等に休

んでいる子の自宅に足を運んで、昔ながらになりますが、プリントや学

校で勉強したものを持っていくなどの努力をしていきます。以上になり

ます。 

【教育長】確かに富里市の場合、長期欠席の児童が多いというのは大変な

状況です。ここでお知らせしておきますが、今年度、学校教育課では学

力向上、そして長期欠席児童・生徒の対応、そして食育、この三つの大

きな柱で目標を立てて対応しているところでございます。結果というの

は、なかなかすぐには出ないと思いますが、学校教育課でしっかり対応

していますので、今しばらく見守っていただければと考えております。 

【委員】全体で７７項目もある様々な事業を職員の皆様が本当に一所懸命

取り組まれていることに敬意を表したいと思います。何箇所か質問させ

ていただきます。はじめに５ページの分類４、「とみの国」検定の実施

についてですが、年度目標が小・中学校それぞれ９０パーセントのとこ

ろ、実績が小学校７８．６パーセント、中学校５４．４パーセントとい

うことで、評価もＢということで、目標よりもかなり低いと思いました。

達成度を見ますと練習問題と検定問題を大幅に見直した。また重要度の

高い内容の問題を出題したとありますが、どのような見直しをされたの

でしょうか。教えていただければと思います。 

【参事兼学校教育課長】「とみの国」検定の評価をＢとしたのですが、こ

れは少し高かったと思います。改善ということで、漢字や計算に絞って
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今までやっていたところをなかなか成績が上がらないということで、テ

ストなどに出てくる文章問題なども「とみの国」検定の中に入れてみよ

うということで今年やっていますが、正直なところあまり評判は良くあ

りません。なぜかというと「とみの国」検定の委員の会議を私も参加し

て開いていますが、もしかすると今の富里の子どもたちにやらせなけれ

ばいければいけないことでは無いのではと。ワークテストのような問題

を抽出して大事なものを選んで、合格するようにやるというよりも富里

の子どもたちは、その前の段階、基礎の部分が落ちてきてしまっている

から問題ができないのであって、基礎を固めないのに、それを活かした

問題はできないという声が出ています。次年度は大幅に問題を見直すと

いうことで、夏休みに集まって検討します。以上でございます。 

【教育長】ほかにございますか。 

【委員】それぞれ達成度、課題ということで各評価がありますが、達成度

はこの結果に対してどの程度進んだか、また課題・改善点に関しては、

その評価がＡであれＢであれ、次年度、より上を目指すということが書

かれています。分類番号で質問させていただきます。そういうことを踏

まえると１２番のライフサポートファイルの活用、１６番の学校図書館

司書の配置による読書活動の推進、３１番、ジョイント・スクール推進

事業の充実のところですが、総合評価は難しいかと思いますが、その前

提となる研修や回答を得たという実績に関しては、どれも計画値を達成

しているということなので、この３点については、Ｂ評価ですが、Ａで

もいいと思います。それから７番の「英会話の日」推進事業の実施です

が、ここはＡ評価になっていますが、実施したか実施していないかとい

うことで考えると年間３回に対して２回、これは１回減っていると見る

か、３分の１できなかったと見るか、私は後者だと思いますので、Ｂ評

価だと思います。それと今回の評価でＤ評価は無いですが、Ｃ評価をさ

れている中で新型コロナウイルス感染症予防・対策などの表現が多々あ

りますが、その中で、全体的な研修などはできなかったが、個々の対応

する研修などの実績を残したものはそのままＣ評価で良いと思いますが、

例えば５番の「富里市きょうざん塾」の実施、９番「ふるさと学習」に

関する研修の実施、これらは実施されていないことと、次年度のための

協議をした、準備をしたなどの実績を残せていないので、厳しいかもし

れませんが、Ｄ評価だと思います。逆にＤ評価をしたことによって、来

年度に向けて改善をしていくという考え方ができると思います。同じく、

４８番「とみっこ大学」の実施と歴史・文化学習、５３番「とみさと

ザ・ワールドキッズ」＆「英語ふれあいＤａｙ」推進事業の実施、７３



11/16 

番スポーツ・レクリエーション活動を中心とした生涯スポーツの普及、

７５番とみさとスポーツ健康フェスタの充実については、コロナで中止

しましたというのは、厳しいかもしれませんが、Ｄ評価にするのが、適

当ではないかと思います。これは、教育委員会の評価なので、少しずれ

があるかもしれませんが、新型コロナ感染症予防対策で教育委員会だけ

ではなく、他の課でもかなり御苦労されたと思いますが、これは、欄外

でもいいと思いますが、きちんと予防対策が行われて、クラスターが無

かったとかそういった点は、別に評価されてもいいと思います。それか

ら３６番の給食残菜問題への取組に関して、確かに残菜としては、設定

目標よりも上がっていますが、昨年度後半、残菜率だけではなく残食率

ということにも注目してデータを取っていました。残菜率だけを見てい

ると欠席率の影響が出てきますので、残食率ならば出席している子ども

たちがどれだけ食事をできているかということが注目できる。残食率の

原因が、給食そのものに起因するのか、それ以外の理由なのか。それと

残菜率と残食率の違いを把握することによって、欠席状況も把握できた

と思います。そういうことも評価されるべきだと思います。これはＣで

はなく、Ｂではいかがでしょうか。以上です。 

【教育長】多岐にわたり、○○委員から総合評価の部分で御意見をいただ

きました。これに対して回答できることがあれば、お願いします。 

【参事兼学校教育課長】指標や評価に整合性がない等の指摘がありました

が、我々自身も評価をつけるのに非常に困るものが多いです。こういっ

た形の点検・評価にすると、何かしらの指標を設けなければならない。

数字で表すと実施回数などになってしまうのですが、例えば、例でいう

と１２番のライフサポートファイルを活用させましょうといったときに、

数字や指標で表せるものは何かと言えば、「やりなさい」、「使いなさ

い」と呼びかけるような研修を何回必ずやりますといったものでしか出

せないと思います。この場合、回数はいっていますが、Ｂにしています。

我々、担当の指導主事が、例えば特別支援学級の担任の所に行って、ラ

イフサポートファイルの活用の状況であるとか、それを本当に活かして

使えているのかを見た時に、全員の職員ができているとは限らないです。

使ってはいるが、使い方を間違えていたり、そういったことを教えてい

くこともあります。そうなってくると、指標として、数字としては出し

ましたが、内容の面では足りていないので、とてもＡは付けられないと

いうことになります。それ以外にも我々は、子どもの内面を育てていく

ものなので、数字では計りきれないところがあります。数字としては、

「何回やりました」、「いつまでにやりました」というものは出せます
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が、実際に学校に関わって見ていくと、やりはしたが、「できているの

か」、「できていないではないか」といったことが多いです。そういっ

たジレンマを抱えながら、評価をつけていくので、担当の主観もだいぶ

入ってしまうと思います。去年一年間やらせていただいて、当然点検と

いうものはやらなければいけないということは分かっていますが、こう

いう形というのは、学校教育の指標として果たしてどうなのかと思いま

す。当然、我々は数値の目標、学校にも３年間で県平均に絶対に追いつ

くようにするといった、到達の目標は示していますが、その途中の努力

に関してはなかなか数字では計りきれないと思います。そういった点も

踏まえて、今後指標も検討して、数字ではなく、文言で状況を報告して、

今日来ていただいている外部の先生に判断していただくという方法もあ

ると思います。そのように考えているところです。以上でございます。 

【教育長】教育を数字で表すというのは、なかなか難しいことだと思いま

す。ただ、○○委員の御指摘は、非常に分かりやすくて、確かに数字で

表せないものは、違った部分を標記してはどうかという御意見もあった

かと思いますが、そのあたりを検討してまいりたいと考えております。 

【委員】１３ページの２０番、学校教育の充実の市独自の教科指導員の充

実についてですが、教科指導員の負担が非常に大きくて、その教科指導

員が担任をしていれば、その担任が指導に出かけた時に、そのクラスが

自習になったり、他の先生がカバーしたりというようなことがあると思

うので、県の教育委員会の研修体制を使って、改善点に書いてあるよう

に市の教科指導員は活用しなくてもいいのではないかという意見に賛成

です。それとコロナ禍で、活動ができなかったという事業で、来年には

是非実施してほしいという事業が、６ページ５番の「富里市きょうざん

塾」と８ページ９番の「ふるさと学習」です。「きょうざん塾」は教育

プランに４年度は中止と書かれていましたが、子どもたちの学力の底上

げをするためにもとても良いことだと思うので、５年度は感染症が収ま

らなかったとしても、できるように工夫をして事業を実施していただき

たいと思います。また、８ページの９番の「ふるさと学習」については、

先生に対しての研修ですが、末廣農場など、現地で研修を受けることに

よって、先生方にもイメージを明確にした授業ができるのと思うので、

実施していただきたいと思います。最後に、２４ページの４１番の「ま

ちｃｏｍｉ」の加入世帯数なのですが、９７パーセントが実績として上

がっていますが、３パーセントの人にはどのように伝えていくのか。ま

た３パーセントの人はどのような人がいるのか、お聞きしたいです。 
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【参事兼学校教育課長】３パーセントの方ですが、主に外国籍の方など、

「まちｃｏｍｉ」で送られてくる文面が読んで理解できない方がほとん

どです。どこの学校も「まちｃｏｍｉ」が届かない御家庭を把握してお

りますので、緊急な連絡等はその学校のやり方で、例えばその方に電話

をするなど、何かしらで伝える手段をとっているところです。 

きょうざん塾ですが、令和４年度は見送ることが決定しております

が、令和５年度は実施したいと考えております。先日、きょうざん塾

の担当の方たちとお会いし、話をしましたが、令和５年度からは大き

く形を変えていこうと話をしています。まだ詳しい事は決まらないの

ですが、今、３地区に分けて、かなり大きな行事になってしまい、非

常に身動きがとりづらいので、これから各学校単位で実施できるよう

に進めていきたいと考えております。あと、教材についても、委員御

指摘のとおり、基礎基本が充実したものをきちんと作成して、みんな

で取り組んでいきたいと考えております。 

８ページ９番のふるさと学習についてですが、富里に新しく来た先

生を中心に富里のことを理解してもらう目的で実施しているのですが、

今年は感染症の影響でできなかったのですが、来年は今年赴任した先

生も含めて実施したいと考えております。 

次に教科指導員制度の件ですが、基本的に県で指定された教科指導

員が中心となっており、市の教科指導員はあまり出番がありません。

ただ、市の教科指導員としてお願いするということは、１つ目に教員

のモチベーションの向上につながること、２つ目に研修等があった時

に相談に乗ってもらったり、その方が長けているものと知ってもらう

ことで、市内で研修があった時に非常に相談しやすくなるので、市の

教科指導員制度は、いいことだと思っています 

【教育長】そのほかに何かございますか。 

【委員】さきほど、鳥海課長から回答がありましたように、例えば分類１

２のライフサポートファイルの活用や、分類３１のジョイント・スクー

ル推進事業の充実等、指標としてあげるのは難しいというお話ですが、

私もそのとおりだと思います。目標に対して実績は達成できているが、

実際に中身はどうだろうと考えた時に、総合評価としてＡはあげられな

いというのはよくわかりますので、指標プラス文言で具体的な説明をい

ただけると総合評価につなげられると思いました。分類３１のジョイン

ト・スクールも、指標が意識調査で「学校が楽しい」と９５．７パーセ

ントが回答しており、大変素晴らしいと思うのですが、ジョイント・ス

クールの推進事業ということであると、小中連携や交流活動を積極的に
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推進するとありますので、指標だけでは私も内容を把握できなかったの

で、文言等を入れていただけると、全く知らない人が見ても、評価の理

由が理解できるのではないかと思いました。 

次に分類４５の学校施設の整備の課題のところに、建築後４０年を超

える校舎が半数を占めるという記載がありました。半数というのはどう

いった学校が該当するのか、また長寿命化計画等について、どのように

なっているのか教えていただきたいです。 

【教育総務課長】分類４５の学校施設及び設備の修繕について、富里中学

校、南小学校、富里小学校、日吉台小学校、第一小学校の５校が築年数

で４０年を超える学校になります。こちらについては、当然、大規模改

造や耐震補強などを行ってきております。また長寿命化改良計画につい

ては、平成２９年３月に策定済です。しかし、計画通りに進んでいない

というのが現実です。どうしても長寿命化計画の前に緊急的に校舎、建

物の修繕をしなければならないことが発生しています。そういった時は、

緊急度を優先して行っています。また現在、今後の長寿命化計画の見直

しにあたり、校舎そのものを赤外線をつかって、中はどうなっているの

か検査を行っております。これに基づいて、優先的に修繕・改修をして

いかなければいけない校舎をしっかり見極めた上で、長寿命化計画の見

直し作業を進めております。 

【教育長】全体的なことですが、コロナ禍ということもあり、数値で評価

するというのは、難しい項目があります。今後、その点もふまえ、文言

で説明できるような形を検討したいと考えています。 

そのほかございますでしょうか。 

  （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、本日のご意見

をふまえ、事務局で整理させていただきます。 

   

８ 報告事項 

【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４

年度富里市一般会計予算（第４号）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３１ページ、３２ページに沿って説明） 

【教育長】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） 
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【教育長】ないようですので、これで報告事項１を終わりにします。 

次に報告事項２、富里市社会教育関係団体認定取り消しについて、事

務局の説明をお願いいたします。 

【生涯学習課長】 

（資料３４ページから３６ページに沿って説明） 

【教育長】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】ないようですので、これで報告事項２を終わりにします。 

次に報告事項３、富里小学校放課後子ども教室モデル事業について、

事務局の説明をお願いいたします。 

【生涯学習課長】 

（資料３７ページから４０ページに沿って説明） 

【教育長】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】ないようですので、これで報告事項３を終わりにします。 

次に報告事項４、富里市立図書館の愛称募集について、事務局の説明

をお願いいたします。 

【図書館長】 

  （資料４１ページから４３ページに沿って説明） 

【教育長】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】ないようですので、これで報告事項４を終わりにします。 

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説明をお

願いします。 

【教育総務課長】 

  （資料４４ページに沿って説明） 

【参事兼学校教育課長】 

（資料４５ページ、４６ページに沿って説明） 

【学校給食センター所長】 

（資料４７ページから５０ページに沿って説明） 

【生涯学習課長】 

  （資料５１ページから５３ページに沿って説明） 
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【図書館長】 

  （資料５４ページに沿って説明） 

【教育長】ただいま、事務局から報告がございましたが、何か質疑等あり

ましたらお願いいたします。 

  （ない旨の声あり） 

【教育長】ほかにないようですので、これで報告事項５を終わりにします。 

 

９ その他 

  【教育長】次に、その他に移ります。その他として、なにかございました

らお願いします。 

【生涯学習課長】 

（市政２０周年記念Ｔシャツについて案内） 

【教育長】ほかに何かございますか。 

【委員】梅雨が明けて、かなり気温が高くなっていますが、小中学校では、

熱中症対策をどのようにしていますか。体育の授業や登下校、部活動

のことをお聞かせください。 

【参事兼学校教育課長】熱中症対策についてですが、毎日心配しています。 

まず、小学校ですが、熱中症アラートが出ている時には、休み時間も含

め、外の活動を行わないようにしています。暑さ指数もありますので、

暑さ指数も照らし合わせながら、外での活動を制限しています。次に中

学校についても、できるだけ外での活動はしないようにしていますが、

部活動等もありますので、時間等を各学校が工夫して、水分補給をしな

がら、短い時間で集中して取り組むようにしています。登下校の際です

が、特に小学校の低学年は重たい荷物を持って帰る中で、具合が悪くな

ることのないように、必要最低限の物をランドセルに入れて持ち帰るよ

うに各学校に指示しています。 

【教育長】ほかに何かございますか。 

  （ない旨の声あり） 

【教育長】ないようですので、その他を終わりにします。 

  次に、非公開事案に入ります。 

 

≪非公開≫ 

 

１０ 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４年度第４回

富里市教育委員会定例会議を閉会します。 


