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平成２３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  平成２３年７月２７日（水） 

         開会 午前１０時１分 

         閉会 午後 ０時７分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  委 員 長  河 田 厚 子 

         委員長職務代理者  荒木田 直 美 

         委 員  武 井 勝 彦 

         委 員  佐々木 浩 二 

         教 育 長  山 中  忠 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 塚 実季雄 

        （学校教育課長事務取扱） 

         教 育 総 務 課 長  髙 須 利 幸 

生 涯 学 習 課 長  中 嶋 保 雄 

         生涯学習課スポーツ振興室長 

                   池 内  実 

         学校給食センター所長 

                   森  義 則 

         図 書 館 長  加 茂 博 美 

 

５ 事務局職員  教育総務課副主幹  中 澤 一 志 

 

 

平成２３年８月２３日  
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１ 委員長開会宣言 

  委員長 平成２３年度第４回富里市教育委員会定例会議を開会する。 

 

２ 前回会議録の承認 

   平成２３年度第３回定例会議会議録承認（署名人：河田委員長，武井委

員） 

 

３ 教育長報告 

・ ７月２日に第６２回印旛郡市民体育大会総合開会式が開催された。 

・ ７月１４日から２１日までアメリカ合衆国メクオン市を視察した。市長の

命を受け，友好都市の使節として行ってきたところである。中学２年生が

国際交流事業としてホームステイを実施している関係もあり，メクオン市

の教育委員長，教育長，中学校長２名とお会いした。これからもよろしく

お願いしたい旨，伝えてきたところである。 

・ ７月２６日に富里市教職員夏季研修会・教育講演会が開催された。前半は，

５年目以下の先生方に活躍していただいた。後半は，株式会社オリエンタ

ルランドの松本先生に講演をいただき，有意義な一日を過ごすことができ

た。 

・ ８月３１日から９月議会定例会が開催される。 

 

４ 教育委員報告 

  委員 昨日開催された教職員夏季研修会・教育講演会に出席した。株式会

社オリエンタルランドの松本先生の講演は，最後まで興味深く聞くこと

ができた。株式会社オリエンタルランドは，従業員２０，０００人全員

が努力し，開園２８年を経過するにもかかわらず，９０パーセントがリ

ピーターとの話を聞き，改めてディズニーリゾートの素晴らしさを知る

ことができた。中でも，チームワークを大事にするという点は，学校や

家庭での教育にも共通するとのことであった。講演の最後に先生が話し

ていた「日々，上下関係なく努力し行動することが大事」という点は，

児童・生徒に対応する際にも大事なことであると感じた。 

委員 私も，昨日の教職員夏季研修会・教育講演会に出席した。はじめに

教育長から，先生と児童・生徒との関わりについての話があった。実際

にあった事例が紹介され，先生の考え方や接し方がどれだけ大きいかと

の話があり，先生の重要さを改めて認識したところである。 

次に，保護者対応のロールプレイングがあり，５年目以下の先生を対

象に演習が行われた。いじめを理由にクラス替えを要求する保護者への
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電話対応や学力不振による教科担当へのクレームに，面談を通して対処

するなどの内容であった。ロールプレイング後に，演技者それぞれの意

見が発表され，大変重要な研修であった。 

後半は，株式会社オリエンタルランドの松本先生の講演が行われ，学

校はテーマパークに成り得るとのことであった。同社の基本理念・行動

基準である「ＳＣＳＥ」日本語で安全，礼儀正しさ，ショー，効率の頭

文字を取ったもので，学校教育にも通じるという考えで話をされていた。

子供たちをゲストであるお客さんに置き換えて，学校は，安全を最優先

に子どもの立場に立ち，親しみやすく心のこもった対応を心がけ，すべ

ての子どもに幸福感を与える場所でなければならないとの講義で，学級

経営の参考になればとの内容であった。 

委員 ７月４日に千葉県市町村教育委員会連絡協議会が浦安市文化会館に

おいて開催され，委員４名で出席した。最初は，定期総会が行われ，来

賓である千葉県教育委員会教育長の挨拶があった。県教育長からは，先

の大震災に関する職員派遣の件や防災指導の強化などの話があった。議

事については，木村四街道市教育長が議長となり，事業，決算，予算と

も承認された。その後の特別講演では，落語家の古今亭菊之丞師匠によ

る「人との出会いの素晴らしさ～私の人生を決めた先生～」という演目

で講演があった。講演の冒頭で，現在，浦安市教育委員会に在籍してい

るという師匠の恩師の紹介があった。演題の先生は，その恩師のことで

あり，そういった縁で，今回の講演依頼に至ったとのことであった。師

匠は，小学校の時からお笑いが好きで，中学校の恩師が落語好きであっ

たことから，落語に目覚め，高校を卒業して落語の世界に入り，現在に

至っているとのことであった。中学校の時に個性を見出され，多少困惑

はしたようだが，今となっては感謝しているとのことであった。師匠は，

学校などに落語の講演に行くことがあるが，子供たちの前では汚い言葉

は使わず，きれいな日本語を使うように心がけているとのことであった。

また，質問をした際の答えが間違っていたとしても，決して否定はせず

に，笑いを交えた回答で，子どもたちに自信を持たせるようにしている

との話をされていた。大変素晴らしい落語を聞かせていただき有意義な

講演であった。 

  委員長 ７月２３日に開催された郡市民体育大会において，野球，テニス，

女子ソフトボール，男子バスケットボール，クレー射撃を応援した。選

抜チームにもかかわらず，よくまとまってプレーをしていた。私も荒木

田委員も初めてクレー射撃を見学したが，大変興味深く，さらに優勝し

たことは，大変喜ばしいことであった。また，昨日の教職員夏季研修会・
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教育講演会では，教育長の話も素晴らしかったが，指導主事の先生の報

告が大変良かったと思う。今の子どもの姿がすべてではなく，色々な経

緯があって現在の姿になっているとのことであった。その後のロールプ

レイングでも感じたことであるが，いじめや学習面の問題についても，

そこに至るまでの経緯を確認し，生徒と向き合って，よく話を聞くこと

が重要であると感じた。とても良い講演会であった。 

 

５ 専決処分の報告 

（１）行事の後援について 

  教育長 ―資料に基づき説明― 

    報告第１号は，富里国際交流協会ジャズ実行委員会から「東日本大震

災被災者支援チャリティー・コンサート ジャズ・フェスティバル in

とみさと」の開催に当たり後援申請があったので，７月１３日付けで後

援を承認したものである。 

また，子どもプラザ成田から「納涼祭－子どもたちと作るきもだめし

－」の開催に当たり後援申請があったので，７月６日付けで後援を承認

したものである。 

また，千葉県教育委員会から「平成２３年度家庭教育懇談会」の開催

に当たり後援申請があったので，７月１３日付けで後援を承認したもの

である。 

＜質疑等＞ 

  委員 「平成２３年度家庭教育懇談会」についてであるが，近隣市町にも

呼びかけをしているか。 

  生涯学習課長 印旛管内の各市町に呼びかけている。 

  委員長 「ジャズ・フェスティバル in とみさと」についてであるが，例年，

富里高校のジャズバンドの他にも参加があったと思うが，今年の参加は

どうか。 

  生涯学習課長 今年は，富里高校ジャズバンドの他，ベルリンフィルメン

バーによる，ヴァイオリン，ヴィオラ，ピアノの演奏が行われるとのこ

とである。また，入場者は５００名と聞いている。 

６ 議案 

  委員長 議案第１号から議案第４号までを一括議題とする。提案者である

教育長から提案理由の説明を求める。 
教育長 議案第１号は，平成２４年度使用教科用図書の採択について，義

務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第４項の規

定により，平成２３年度教科用図書印旛採択地区協議会の選定結果のと
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おり採択してよろしいか，教育委員会の議決を求めるものである。 
次に，議案第２号は，富里市学校給食センター運営委員会規則につい

て，各種審議会委員等への市議会議員の就任見直しに伴い，組織及び委

員の任期の一部を改正するものである。 
次に，議案第３号は，社会教育関係団体の認定について，富里市社会

教育団体の認定に関する規程第４条の規定により，教育委員会の議決を

求めるものである。 
次に，議案第４号は，富里市指定文化財の指定について，富里市文化

財保護に関する条例第４条の規定により，教育委員会の議決を求めるも

のである。   
よろしくご審議の上可決されるようお願いする。 

  委員長 議案は個別に審議する。 

（１）議案第１号 平成２４年度使用教科用図書の採択について（学校教育課） 
委員長 議案第１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５号の規定により，非公開としたいと思う。 

    異議はあるか。 

     ― 異議なし ― 

    異議なしと認め，非公開とする。 

  学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

＜採決＞ 

議案第１号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

委員長 議案第１号についての審議を終了したので，非公開を解く。 

 

（２）議案第２号 富里市学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する

規則の制定について（学校給食センター） 
  学校給食センター所長 ―資料に基づき説明― 

＜質疑等＞ 

委員 今回の改正は，各種審議会委員等への市議会議員の就任見直しに伴

うものであるので，この内容で構わないと思う。 

＜採決＞ 

  議案第２号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（３）議案第３号 社会教育関係団体の認定について（生涯学習課）  
  生涯学習課長 今回，上程させていただいた２件の社会教育関係団体の

認定については，７月６日に開催された社会教育委員会議で承認の意
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見をいただいたものである。  
  ＜質疑等＞ 

  委員 日吉台太極拳同好会については，以前から活動しているようだが，

今回，どのような理由で申請することになったのか。 

  生涯学習課長 日吉台太極拳同好会は，現在の会員数３５名，原則として

毎週火曜日に北部コミュニティーセンターを中心に，平成２０年度から

活動している団体である。規約によれば，会の目的は「太極拳の練習を

通して心身の健康向上を目指すとともに会員相互の親睦を図る」となっ

ている。社会教育関係団体に認定されることにより，更なる活動の充実・

会員増を図ることができると思われる。 

  委員 今回の２団体については，規約，予算・決算，活動報告等，良く整

備されているので，社会教育関係団体の認定については問題ないと思わ

れる。 

  委員長 今回の２団体の資料を見ると，会員数も多く，よく活動されてい

ると感じた。社会教育関係団体に認定されることにより，より活動の幅

が広がると感じたので，認定について問題はないと思われる。 

＜採決＞ 

  議案第３号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（４）議案第４号 富里市指定文化財の指定について（生涯学習課）  
  生涯学習課長 本議案で上程させていただいている，センダイタイゲキ，

駿馬鎌倉の碑，末廣農場実測図については，６月２０日に開催された富

里市文化財審議会において，「市指定文化財に値する」という答申をいた

だいているところである。 

  委員 昨日，センダイタイゲキと駿馬鎌倉の碑の２箇所について案内して

いただいた。センダイタイゲキの花はなかったものの，群生している様

子がよくわかり，実際に現場を見て良かったと感じた。また，駿馬鎌倉

の碑については，移動して現在の場所に設置されたとのことであった。

若干破損している箇所もあったので，指定文化財に指定して，整備して

いただきたいと思う。また，末廣農場実測図については，以前に見せて

いただき，素晴らしい実測図であると感じたので，ぜひ残していただき

たいと思う。今回の３件を指定文化財に指定することに異議はない。 

  委員長 昨日，現場を見させていただいたが，写真と実物の違いを感じた。

センダイタイゲキの群生地の広がりや周囲の環境などがよくわかった。

千葉県内では１箇所ということで，指定文化財に値するものであると感

じた。駿馬鎌倉の碑について，移動してちょうどよい場所にあるなとい
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う印象で，イメージしていたよりも大きなものであると感じた。今回の

３件を指定文化財に指定することについては，問題はないと思われる。 

  委員 昨日は見ることができなかったが，今までの話を聞き，指定するこ

とが必要であると感じた。 

  委員 私も見ることができなかったが，このような貴重なものは，率先し

て指定すべきであると感じた。 

＜採決＞ 

  議案第４号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

７ 協議事項 

（１）富里市教育委員会の点検及び評価について（教育総務課） 

  教育総務課長 教育委員会の点検及び評価については，地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部改正により，平成２０年度から実施して

おり，とみさと教育プランを基本として，点検評価を進めているところ

である。この点検及び評価については，議会に提出するとともに，ホー

ムページ等で市民に公表することとされているものである。今後につい

ては，８月定例会で議案提出，９月議会に提出の予定である。 

  学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

  委員 内容については，今までの説明で理解できたが，達成度の評価が昨

年度より厳しい評価になっている箇所が見受けられる。これはどのよう

な理由があるのか。 

  学校教育課長 それぞれの項目について，更なる充実を図っていくことが，

本市の子供たちの健全育成につながると思われるので，反省の意味を含

めて，昨年度より厳しい評価としたところである。 

  委員 発達相談の実施についてであるが，相談件数の増加で１ヶ月先の予

約も全て埋まっている状況とのことである。相談内容は，教育委員会で

すべて把握しているとは思うが，報告体制はどのようになっているのか。 

  学校教育課長 発達相談については，１ヶ月先まで予約が埋まっている状

況ではあるが，緊急性の高いものは，指導主事が対応するなどしている。

相談日や相談員を増やすことについては，検討事項であると考えている。

また，相談内容については，相談後に指導主事が把握するよう努めてい

るところである。 

  委員 緊急を要する相談が多いのであれば，相談日や相談員を増やすなど

の対応をお願いしたい。 

また，不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立については，学校

へ生徒が復帰するなど，素晴らしい成果が現れている。家庭訪問も実施
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しているようなので，今後も継続していただきたい。 

  委員長 教育相談の実施について達成度の評価がＢとなっているが，ニー

ズに対応しきれていないため，Ｂという達成度の評価になったのか。 

  学校教育課長 教育相談については，水曜日と日曜日の電話相談に加え，

小学校の要請に応じて相談員を派遣しているところである。なお，達成

度の評価をＢとしたのは，更なる充実を図るという意味を込めたもので

ある。 

  教育総務課長 ―資料に基づき説明― 

  生涯学習課長 所管事業のうち，達成度の評価Ｃが１項目ある。これは，

生涯学習アシスト事業について，目標２０件に対し，利用実績が３件で

あったことから，達成度の評価をＣとしたものである。 

  スポーツ振興室長 ―資料に基づき説明― 

  委員 放課後子ども教室の推進についてであるが，浩養小学校で９回，洗

心小学校で４回の開催となっている。この中には，とみさとザ･ワールド･

キッズも含まれていると考えてよいか。 

  生涯学習課長 開催回数のうち１コマを英語体験とし，外国語講師による

英語指導の日としている。 

  委員 放課後子ども教室については，充実した内容であるので，他の学区

でも開催してほしいと思う。 

また，とみさとザ･ワールド･キッズは，運営委員会方式は２校のみで

あるが，運営委員の応募が少ないために２校になったと思う。地域で運

営していただくことが望ましいと思うが，今後の見通しはどうか。 

  生涯学習課長 とみさとザ･ワールド･キッズについては，各小学校区単位

の運営委員会方式で実施することを基本としてきたものである。しかし

ながら最近は，運営委員の責任や役割の重さなどから，運営委員が見つ

からない状況もあり，実施協議会主体方式で運営しているところである。

今後も，運営委員会方式を基本として地域に呼びかけを続け，運営した

いと考えているところである。 

  委員 各小学校区で，最低２回程度とみさとザ･ワールド･キッズを開催し，

そのうち１回を英語体験の日とするなど，少しずつでも地域に根ざした

事業にしていけばよいと思う。実施協議会の方々に頑張っていただいて

いるので，現在の運営方法でも問題はないと思うが。 

    また，アシスト事業の体験教室についてであるが，登録講師による体

験教室にこだわることなく，テーマを決めて講師を募集するなど，逆の

発想で講師を増やすことも必要ではないか。 

  生涯学習課長 大変貴重なご意見だと思う。人気のある分野の講師を起用
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するなど，アシスト事業の充実に努めていきたい。 

  委員長 とみさとザ･ワールド･キッズについてであるが，運営委員会方式

での運営が厳しくなってきていると思う。広報等で運営委員を募集して

も，なかなか集まらないと思うので，各学校に説明に出向くなど，事業

の原点に立ち返り，英語教育の充実に努めてほしい。 

  生涯学習課長 今後の実施主体のあり方を含めて，再度，検証していきた

いと思う。 

  委員 文化の振興については，ほとんどが達成度の評価Ａで素晴らしい成

果であると思う。ここ数年は，指定文化財の指定件数が増加しており，

職員の日頃の苦労が伺える。引き続き，市の財産を守っていただきたい。 

    また，昨年度は，千葉国体デモンストレーション事業があり，スポー

ツ振興室の皆さんも，多忙のなか頑張っていただいた。同様に，職員の

苦労が伺えるところである。 

  図書館長 ―資料に基づき説明― 

  委員 図書館の整備及び図書館機能の充実について，素晴らしい成果であ

る。特に，読み聞かせ・書架整理ボランティアの活動に感謝するところ

である。学校においても読書を推進していると思うので，更なる育成・

支援をお願いしたい。 

    また，給食残菜問題への取組についてであるが，残菜は減ってきてい

るか。 

  学校給食センター所長 残菜として一番多いのは野菜であるため，スープ

の具材に野菜を多く入れるなどの取組をしている。わずかではあるが，

残菜が減ってきているところである。 

  委員長 実績・成果の欄にも，献立に創意工夫を凝らすメニュー作りをこ

ころがけたとの表記がある。後日，残菜率がわかる資料をいただきたい。 

（２）平成２４年度富里市立幼稚園園児募集要項について（学校教育課） 

  学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

  委員長 浩養幼稚園で預かり保育が開始されたが，預かり保育が実施され

ているので浩養幼稚園に入園させたいというような声は聞いているか。 

  学校教育課長 特に聞いていない。 

  委員長 浩養地区は，学童保育や預かり保育のニーズは高いと聞いている

ので，少しでも利用者が増えればよいと思う。 

 

８ 報告事項 

（１）月例報告（各課等） 

  教育総務課 
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  ・８月２３日に第５回教育委員会定例会議が開催される。 

・８月３１日から９月議会定例会が開催される。 

  

  学校教育課 

  ・７月６日に校長会議が開催された。 

  ・７月２０日に予定されていた洗心小学校全体保護者会については，台風

のため延期となり，９月の開催を予定している。 

・８月１日から５日まで，平成版てらこや「富里市きょうざん塾」が開催

される。 

  委員 校長会の資料に，夏季休業中の学習支援教室とあるが，「富里市きょ

うざん塾」とは別に実施するのか。 

  学校教育課長 夏季休業中の学習支援教室は，外国人の児童・生徒に対す

るボランティアによる日本語指導教室である。 

  委員長 「富里市きょうざん塾」についてであるが，応募者が定員を上回

り大変好評であったと聞いている。９０数名の申込みで，そのうち２０

名が受講するとのことであり，保護者も関心のある事業であると思う。

次年度以降，少しでも定員枠が増えればよいと思う。 

   

 学校給食センター 

・ ７月５日，６日，１９日，２６日に学校給食センター施設統合事業基本設

計打合せを実施した。打合せの進行状況であるが，熱源については，ラン

ニングコストの関係から，オール電化ではなく，電気・ガス・蒸気併用方

式を採用する。また，食器の材質については，価格・環境ホルモン等を考

慮し，ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ樹脂）を採用する。ポリエチレ

ンナフタレートは，カラープリントが可能であったり，陶器に比べて軽い

などの特徴がある。また，厨房機器類については，熱源に合わせた能力等

を考慮し，比較検討していきたい。 

 ・７月２８日に第１回学校給食センター運営委員会が開催される。 

 

  生涯学習課 

・７月２５日に Tomisato English Camp 閉会式が行われた。これは，７月

２４日から２５日にかけて，佐倉草ぶえの丘を会場に実施された英語キ

ャンプで，参加者２６名，スタッフ１７名，外国人講師２名で開催され

たものである。参加者からは，「楽しかった，また参加したい。」という

声をいただいたものである。 

・７月２７日・２９日に体験教室（和紙ちぎり絵・押し花教室）が開催さ
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れる。 

・８月２２日から２６日にかけて，洗心小学校放課後こども教室が開催さ

れる。英語教室，スポーツチャレンジ，ボーイスカウト体験等を実施す

る予定である。 

  

  生涯学習課スポーツ振興室 

  ・７月１７日から２４日まで第６２回印旛郡市民体育大会の競技が行われ

た。富里市は総合順位５位，競技別では，クレー射撃が１位，バスケッ

トボール女子，剣道，柔道が２位などであった。 

  ・７月２１日から２２日，２６日から２８日まで水泳教室が開催されてい

る。なお，２１日については，台風の関係で中止としたため，２９日の

予備日を使用し，計５日間の開催となる。 

  ・７月３０日に水泳大会が開催される。 

  ・８月７日に総合型地域スポーツクラブ「富里南桜クラブ」設立準備スポ

ーツ大会が，富里南中学校を会場に開催される。 

・８月２７日に第６２回印旛郡市民体育大会総合閉会式が，印西市松山下

公園総合運動場を会場に開催される。 

委員 総合型地域スポーツクラブについてであるが，本市で初めての設立

である。設立までには，様々な苦労があったと思うが，準備は順調に進

んだのか。 

スポーツ振興室長 富里南中学校区のスポーツクラブについては，昨年１

１月に設立の意向をいただき，日本体育協会及び千葉県振興基金の補助

事業等の手続きを進めてきたところである。本年４月に，設立準備委員

会を発足し，現在まで５回の会議を開催したところである。 

 

  図書館 

・７月６日に，おはなし会が４１名の参加で開催された。 

・７月２２日，２７日，２８日に「ゆめ・仕事ぴったり体験」の受け入れ

を行った。 

  ・８月２日から１９日まで，原爆写真展が開催される。 

  ・８月２８日に第２回富里歴史講座が開催される。 

  委員 「ゆめ・仕事ぴったり体験」は，ほとんどの学校が夏休みに実施し

ているのか。 

  学校教育課長 指導者の確保がしやすいことから，夏休みに実施している

学校が多くなっている。 
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９ その他 

  ・平成２３年度富里市芸術鑑賞事業について 

  生涯学習課長 ８月２３日から９月８日まで，日吉台在住の佐々木實穂子

氏による絵画展が，中央公民館１階ロビーで開催される。 

  委員長 このチラシは，北部コミュニティーセンター，中部ふれあいセン

ター，中央公民館等の公共施設に置くことになるのか。 

  生涯学習課長 広く市民に周知したいと考えている。 

 

10 委員長閉会宣言 

  委員長 以上で，平成２３年度第４回富里市教育委員会定例会議を終了す

る。 


