
平成２１年度 第１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２１年４月３０日（木） 

  開会 午後２時００分 

  閉会 午後４時１５分 

 

２ 場   所 富里市役所本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員 委 員 長 荒木田 直 美 

  委員長職務代理 髙  弘 和 

  委     員 河 田 厚 子 

  委     員 武 井 勝 彦 

 教 育 長 山 中  忠 

 

４ 出 席 職 員 教育次長 細 野  明 

  教育総務課長 南 條 正 和 

  学校教育課長 山 田 眞 澄 

  生涯学習課長 萩 原 三 夫 

  生涯学習課スポーツ主幹振興室長 

   加 茂 博 美 

学校給食センター所長 

   並 木  明 

  図書館長 中 嶋 保 雄 

 

５ 事務局職員 教育総務課主幹 髙 須 利 幸 

  教育総務課主査 岩 舘 宗 栄 

 

 



１ 委員長開会宣言 

委員長 平成２１年度第１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２０年度第１５回定例会議会議録承認 

 

３ 教育長報告 

・４月１日辞令交付式。２日葉山保育園入園式・７日富里中学校入学式・８

日富里小学校入学式に参加した。 

・１４日富里市体育指導委員の委嘱状交付式。１８日富里市こども会育成会

連絡協議会定期総会。２２日から２８日学校長面接。２９日親子へらぶな

つり大会で４６組の参加があった。 

 

４ 教育委員報告 

委員 南小学校の入学式に行ってきた。耐震補強工事が終わって新しくなっ

た体育館での入学式であったが，一部の児童は，落ち着いた様子はなく，

不安や戸惑いで一杯の様子であった。この子供達をいかに早く義務教育が

スタートできるようにするか，指導する先生方の大変さを考えさせられた。 

南中学校の入学式に行ってきた。晴々とした期待感にあふれた表情の新

入生であった。歓迎の合唱もすばらしいもので，新入生を迎える在校生の

気構えがしっかりとしていると感じた。 

いろいろな意味で変化が大きい中学生を指導することは，大変だと思う

が，先生方には頑張ってほしい。 

委員 浩養幼稚園の入園式に行ってきた。園児が母親の隣に座りほほえまし

い様子であった。１２名の新入園児のうち，特別な支援を要する園児が５

名いることから，職員が大変だと感じた。園長も「職員全員で保育する」

と言っていた。３名の保護者が協力して保育の補助に入るとのことであっ

た。 

日吉台小学校の入学式に行ってきた。今回は，演台を下ろし，児童を見

下ろすことなく祝辞を言えた。２年生全員による「大きなカブ」の発表が

あり，大変に元気よく立派な発表で１年経過するとこのように成長するの

だと思った。 

富里北中学校のＰＴＡ総会に行ってきた。学校支援ボランティアについ

て説明とお願いをした。保護者だけでなく先生の理解と協力も必要なこと

を説明した。 

委員 第一小学校の入学式に行ってきた。式前に特別な支援を要する児童が



２名いると説明があった。１名が式の途中に先生の手を引いて会場外に出

て行く状況であった。一日も早く他の児童と同じような学校生活が送れる

ようになればと感じた。 

富里幼稚園の入園式に行ってきた。来賓から園長に対し，「園児が多く大

変でしょう」と話があり，「補助教諭２名を配置してもらっているが大変で

ある」と答えていた。７０名の定員で入園式を行ったが，それでも一杯の

状況であった。昨年は３クラス１００名の園児であったことから大変であ

ったと予想される。 

委員長 七栄小学校の入学式に行ってきた。新入生は行儀がよく最初から最

後まで立派な態度であった。１クラス２３名の２クラスだが，１クラス当

たり２３名ぐらいがよいと思った。 

向台幼稚園の入園式に行ってきた。最後に先生による大変に楽しい寸劇

があった。幼稚園は楽しい所だと知って，朝に嫌がらずに行けるようにと

願っての劇であることから，よいものを見た。楽しい劇ができる先生を見

て保護者も安心したと思う。 

区域外就学の児童がいるが，どんな理由で区域外就学しているのか。 

印旛郡市地方教育委員会連絡協議会の総会に行ってきた。２１年度の会

長は佐倉市の委員長職務代理者の関山氏であり，事務局は佐倉市となった。 

 

５ 専決処分の報告 

（１）情報公開条例による公文書開示決定について 

教育総務課長 富里市情報公開条例に基づく請求によるものである。請求

内容は，①の２００８年４月と直近の会議録。②の会議の傍聴人に関す

る規定。③の委員選任の経緯のわかる決裁書を含む全ての文書であるが，

①と②については教育委員会にて開示し，③については総務部総務課に

て開示する。 

（２）学校医等の委嘱について 

学校教育課長 学校医については，１名が新任。学校歯科医については，

１名が新任。学校薬剤師については，全て再任。健康管理医については，

１名が新任。 

（３）学校適応専門指導員の任命について 

学校教育課長 学校適応専門指導員については，１名が新任。 

（４）文化財調査専門委員の任命について 

生涯学習課長 文化財調査専門委員については，１名が新任。 

（５）社会教育指導員の任命について 

生涯学習課長 社会教育指導員については，１名が再任。 



 

６ 議案 

委員長 議案第１号から議案第６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号及び議案第２号は，学校保健法の一部改正等に伴い文

言の整理のため富里市立小学校及び中学校管理規則，富里市立幼稚園管

理規則の一部を改正するものである。 

議案第３号は，新たに１団体から社会教育関係団体の認定について申

請書が提出され，社会教育委員会議において認定は妥当であるとの意見

を得たため，認定について諮るものである。 

議案第４号から議案第６号までは，スイカロードレース大会の開催に

伴い臨時休館するものである。 

よろしくご審議のうえ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 富里市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則

の制定について（学校教育課） 

学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

法律の改正による文言の整理を行うものである。 

＜質疑・討論＞ 

委員 自己啓発等休業とは，具体的にはどのようなものか。 

学校教育課長 ボランティア休暇と短大，大学，大学院，又はそれらに準

ずる海外の大学等に修学する場合である。 

委員 休業を取得する場合の手続きは。 

学校教育課長 ３ヶ月前までに所属長に提出し，承認を得るものである。

承認要件は，公務の運営に支障がないこと，勤務成績が良好であること，

職務を通じて職員の育成に支障がないこと等の５つの用件があり，用件

を満たす場合に承認されるものである。 

休業期間は，大学等修学の場合は２年以内。ボランティアの場合は３

年以内である。 

＜採決＞ 

議案第１号は賛成全員により原案のとおり可決。 

 

（２）議案第２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（学校教育課） 

学校教育課長 ―資料に基づき説明― 



学校保健法が学校保健安全法に改まることによる文言の整理である。 

＜質疑・討論＞ 

質疑・討論なし 

＜採決＞ 

議案第２号は賛成全員により原案のとおり可決。 

 

（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 ―資料に基づき説明― 

団体名は総合護身術春風館であり，活動開始は平成１４年である。会

員は１３名。社会教育委員会議において認定は妥当であるとの意見を得

ている。 

＜質疑・討論＞ 

委員 活動内容の出張指導とは，具体的にどんな活動をしているか。 

生涯学習課長 護身術として合気道，空手，柔道などをベースとした受身

や離脱方法などを指導しているものである。 

＜採決＞ 

議案第３号は賛成全員により原案のとおり可決。 

 

委員長 議案第４号から議案第６号までは，関連するので一括審議とする。 

（４）議案第４号 富里中央公民館の臨時休館日について（生涯学習課） 

（５）議案第５号 富里社会体育館の臨時休館日について（生涯学習課） 

（６）議案第６号 図書館の臨時休館日について（図書館） 

生涯学習課長，生涯学習課主幹スポーツ振興室長，図書館長 ―資料に基づ

き説明― 

富里中央公民館，富里社会体育館，図書館の臨時休館日については，スイ

カロードレース大会が６月２８日に開催されることに伴い，臨時に休館する

ものである。 

＜質疑・討論＞ 

質疑・討論なし 

＜採決＞ 

委員長 議案第４号，議案第５号，議案第６号は賛成全員により原案のと

おり可決。 

 

７ 協議事項 

（１）教科用図書印旛採択地区協議会委員の選任及び専門調査員の推薦につい

て（学校教育課） 



委員長 教科用図書印旛採択地区協議会委員の選任及び専門調査員の推薦

については，富里市教育委員会会議規則１０条第１項第５号の規程によ

り非公開としたいがどうか。 

委員異議なく非公開と決定する。 

 ―非公開 内容除外― 

委員長 非公開を解く。 

 

８ 報告事項 

（１）富里小学校第２校舎，洗心小学校校舎，浩養幼稚園園舎の耐震診断結果

について（教育総務課） 

教育総務課長 平成２０年２月に耐震化整備等の事業計画を策定し，４月

に推進委員会を設置した。６月に地震防災対策特別措置法が改正され,

補助率のかさ上げ，耐震診断の義務化，公表の義務化が明示され，対象

が幼稚園・小学校・中学校とされた。文部科学大臣からの耐震化の加速

についての要請があり，この３施設の耐震診断が未実施であったことか

ら診断を行った。 

ＩＳ値０．３未満は，地震により倒壊・崩壊する危険性が高い。０．

３以上０．６未満は，倒壊・崩壊する危険性がある。０．６以上は，倒

壊・崩壊する危険性が低い。 

安全性や避難場所としての利用を考慮して，耐震改修後の値は０．７

を超えることとされている。 

富里小学校第２校舎については，ＩＳ値０．１３。洗心小学校校舎に

ついてはＩＳ値０．５５。浩養幼稚園園舎についてはＩＳ値０．２であ

る。 

 

（２）平成２０年度学校評議員意見聴取報告書について（学校教育課） 

学校教育課長 学校評議員意見聴取については，６年目となる。学校経営

方針，特色ある学校づくりについての意見を求めているものが多い。授

業参観の後に学校や子供達の様子を見てもらい，意見を求めている場合

が多い。行事や給食費の未納問題等に対しての意見を求めている学校も

あった。 

意見としては，子供達の学習の様子や学校の環境整備が主なもので，

学校によっては，携帯電話問題等の意見もあった。意見に対する学校側

の対応については，真摯に取組んでいる様子が報告書から読み取れる。 

委員長 学期に１回程度の開催が多いが，指導によるものか。 

学校教育課長 学期に１回程度実施するよう依頼しているが，富里小学校



と富里南中学校が４回実施している。 

委員長 洗心小学校の報告書で夏季休業中の水泳指導日とあるが内容は。 

学校教育課長 水泳指導については，正課体育授業ではなく，南部地区で

あり，子供たちが水に親しめるようにと職員とＰＴＡがタイアップして

実施している。 

委員長 今後も評価を継続すること。 

 

（３）平成２０年度特色ある学校づくり推進事業の各校での取組結果について

（学校教育課） 

学校教育課長 本年度から４月に特色ある学校づくり推進事業について，

教育長と学校長の面接を実施した。学校評価については，一部Ｃ評価も

あるが，多くはＡ評価で，平成１８年度から実施している特色ある学校

づくり推進事業も定着してきた。 

委員長 富里小学校の取組で順天堂大学とタイアップして学生が担任の

指導の下，個別支援や特別支援を行える体制づくりを行うとあるが，予

算は何に使われるのか。 

学校教育課長 学生の交通費として１，０００円程度をお礼として支出し

ている。 

委員長 北中学校の取組で２年生の自然教室や３年生の修学旅行について

は，何が特色ある方策なのか。 

学校教育課長 系統立てた進路指導で計画したが，管理者の移動等により，

宿泊学習等を取入れるようになった。特色ある学校づくりの趣旨を踏ま

えた取組について教育委員会からも指導が必要と考える。 

委員長 少ない予算ではあるが，各学校が工夫することにより，富里の教

育がよりよいものになるのでよろしくお願いする。 

 

午後３時１７分 休憩 

午後３時２５分 開議 

 

（４）学校給食申込書の集計報告について（学校教育課） 

学校教育課長 平成２１年度から学校給食については，事前に申込書の提

出が必要となり，資料は取りまとめ結果である。 

小学校については，申し込まないは０名で，提出なしについては６名

である。６名は長期欠席児童やＤＶ等家庭の状況で児童相談所に入所し

た児童等である。 

中学校については，申し込まないは６名で，弁当を持参するが３名で



長期欠席が３名である。提出なしが１６名いるがほとんどが長期欠席の

生徒である。なお，提出がない長期欠席者への対応は，継続して行うも

のである。 

委員 本年度からの取組で申し込まない人がどれぐらいいるか心配したが，

説明を聞いて理解した。申し込むが牛乳なしの場合は，給食費が変わる

のか。小学校で提出なしの６名はＤＶ等の家庭の状況とのことだが，子

どもたちは，給食を食べることはできるのか。 

学校教育課長 牛乳の値段を差引いた額となる。長期欠席の児童は保護者

にも連絡が取れない状況がほとんどだが，引続き丁寧に対応したい。 

委員長 アレルギーを持った子どもへの対応はしているのか。 

学校給食センター所長 別の献立としての対応は行っていない。ただし，

アレルギーがある児童の保護者には，成分等を報告している。 

 

（５）社会教育関係団体の認定取消しについて（生涯学習課） 

生涯学習課長 和紙人形同好会から解散の届出があったので，社会教育関

係団体の認定を取り消すものである。 

 

（６）子どもの読書活動優秀実践図書館・団体（者）文部科学省大臣表彰の決

定について（図書館） 

図書館長 子どもの読書活動優秀実践図書館・団体（者）文部科学省大臣

表彰の決定についての通知があった。４月２３日国立オリンピック記念

青少年総合センターにおいて文部科学大臣表彰を受賞した。全国で４７

の図書館が受賞し，県内では富里市と白井市の図書館が受賞した。 

 

（７）月例報告（各課等） 

教育総務課 

・４月１４日 学校予算配当説明会を実施した。 

・４月１５日 幼児教育施設在り方研究会を設立した。 

・４月２１日 教育長が浩養幼稚園を訪問した。 

・５月２１日 富里市教育施設耐震化整備等事業計画推進委員会を開催す

る。 

・２７日 第２回教育委員会定例会を開催する。 

アスベスト対策について，北中学校，第一小学校，南小学校，根木名小学

校４校１４室である。３月にアスベストの分析結果について校長に説明

をした。４月に飛散濃度調査をした結果，浮遊物はなかった。 

 



学校教育課 

・４月７・８・９日に市立幼稚園・小学校・中学校が入学式を行った。 

・２２・２７・２８日は教育長と市内各学校長の面接を実施した。 

・５月に教育長，次長，学校教育課長で学校訪問を行う。 

・給食費の徴収状況は資料の通りだが，引続き徴収に努める。 

委員長 ５月９日に富里市ＰＡＴ連絡協議会の総会に教育委員も参加し，

学校支援ボランティア活用の推進について説明する。 

 

学校給食センター 

・４月 ９日 １学期の給食を開始した。 

・４月１５日 印旛保健所による給食施設の巡回指導があった。 

・４月１７日 千葉県学校給食センター研究会に参加した。 

・５月１５日 千葉県学校給食センター研究会に参加する。 

 

生涯学習課 

・４月２９日 青少年相談員による親子へらぶなつり大会を行った。 

同日，青少年相談員の総会を行った。 

・５月９日 富里市ＰＡＴ連絡協議会定期総会が開催される。 

・５月１６日 富里市ユネスコ協会の総会が開催される。 

 

生涯学習課スポーツ振興室 

・４月１４日 スイカロードレースプロジェクトチーム会議を開催した。 

・４月２６日 富里市体育協会総会を開催した。 

・スイカロードレース大会の申込み人数が確定した。５キロの部は３，２

５６名，１０キロ一般の部は４，６６９名，１０キロ４０歳以上の部は

４，４５７名，３キロの部は６３２名，全体で１３，０１４名である。 

・社会体育館のアリーナをフットサル対応に改修した。 

 

図書館 

・平成２０年度の図書館の利用状況は資料のとおりである。 

・図書館のホームページを携帯電話から利用できるようにし，貸出の延長

手続きができるようにしたところ，ホームページの利用者が大変増えた。 

・５月２４日 富里歴史講座を開催する。 

・５月３０日 １６ミリ映写機講習会を開催する。 

 

 



９ その他 

学校教育課長 豚インフルエンザについては，成田空港にも近く感染もお

こりえることから，教育委員会として万全の体制で準備をする必要があ

る。 

教育委員会としてやるべきことを確認し，教育長名で各校長に通知し指示

したところである。教育委員会としては冷静に慎重に対応したい。 

委員長 速やかな対応に感謝する。保護者に対しても文章がいくのか。 

学校教育課長 連休に入る前に対応するよう各学校に指示したものである。 

 

１０ 委員長閉会宣言 

委員長 以上で第１回定例会議を終了する。 


