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平成２１年度 第１１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１２月２５日（金） 

         開会 午後２時００分 

         閉会 午後４時５０分 

 

２ 場   所  富里市役所３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  委 員 長  荒木田 直 美 

         委員長職務代理者  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振興室長 

                   加 茂 博 美 

         学校給食センター副主幹 

                   阿 部  誠 

         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 

 

平成２２年１月２６日  
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１ 委員長開会宣言 

 委員長 平成２１年度第１１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２１年度第１０回定例会議会議録承認 

 

３ 教育長報告 

・ １１月２７日から議会の本会議が始まり１２月５日に終了した。 

・ １２月１０日に就学指導委員会会議を開催した。 

・ １４日に富里南小学校を会場に指導室訪問があった。４クラスがインフル

エンザにより学級閉鎖で未実施であった。 

・ ２２日はほとんどの学校が終業式を行った。３学期制の学校のほとんどが

授業を１時間から２時間程度行った後に終業式をした。これもインフルエ

ンザの影響であるが，年間の行事を見直すためにはよい機会であったとも

思う。 

 

４ 教育委員報告 

  委員 １１月２５日に次世代育成支援行動計画策定委員会に出席した。夏

に実施したアンケートの自由記述の中で，保育園と学童クラブの必要性

が多くあった。 

    子育て支援に関する施策体系と行動計画の内容の部分で，教育委員会

が所管するものが多くあった。１０５項目の内，４２項目が教育委員会

の関係するものであった。それだけ連携が必要であると思う。 

    質問や意見の中で「浩養幼稚園は廃園になるのか。」，「公立幼稚園の募

集状況により，民間保育園の経営を圧迫する観がある。」，「市全体の子育

てバランスはどうなっているのか。」などの意見があり，これらは教育委

員会にかかわる事であると思う。 

    子どもにかかわる事業は，市民にとっては教育委員会も子育て支援課

も同じなので連携が必要である。教育委員会と子育て支援課がきっちり

と連携をとるためのパイプ役にならなくてはならないと深く思った。 

    浩養幼稚園の今後のあり方についても，しっかりリンクさせて考えて

いかなければならない。 

  委員 １２月１７日に行政改革懇談会に出席した。平成２１年度の第１回

目の懇談会であり，なぜこの時期まで開かれなかったについては，「平成

２１年度で集中改革プランの５年間が終了することから，その後どうす

るか。」との漠然とした言われ方をしたので，委員も困ってしまい，「何
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もないところから何を話せばいいか。」，「ここまでの中間報告をお願いす

る。」としたことから，事務局が資料のとりまとめなどに時間がかかった

ため第１回が１２月に行われた。 

    資料からは平成１６年度対比として，その後の５年間の集中改革プラ

ンとして概ね職員数と削減目標額については達成できるとの報告であっ

た。ただし，歳入については減る可能性があるとのことであった。 

    集中改革プランの目標が達成できたとしても，今後新しい改革プラン

を出して進めていくべきとの意見があり，平成２２年度以降は新行政改

革大綱を策定して対応する。 

    その中で気になってした質問が，「学校給食費の未納問題もある。市全

体でも徴収が不納になっている市税や国民健康保険税が多くある。それ

ぞれの事情を抱えている家庭が滞納先であることから非常に難しいこと

は分かってはいる。市では市税と国民健康保険税の徴収に関わる徴収課

を平成２１年度から設置している訳だが，それ以外については横の連絡

がまったくない状況である。未納問題については市全体の取り組みとし

てどこかで一本化できないか。」と質問した。 

    未納額に合わせて歳入不足もどんどん増える状況では，益々行政も市

民サービスがしにくくなる。少しでも未納額を少なくする必要があると

感想を持った。 

  委員長 １２月１４日にスイカロードレース大会実行委員会に出席した。

反省点および改善点で，教育委員の中で話が出ていた内容について発言

した。「スイカ給水所の混雑を解決してほしい。次のレースの走者が来て

いるのにスイカを食べている混雑は，何とかしなければいけない。」，「３

キロ小学生の部の給スイカ所は途中から設置したものであるが，子ども

たちは急いでゴールしたいので，そこでスイカを食べている子どもたち

が非常に少ない。ゴールしてから子ども達の給スイカ所を別のところに

設置してはいかがか。」と発言した。 

    多くの反省点が出た。取りまとめたものができると思うのでその報告

を待ちたいと思う。 

 

５ 議案 

  委員長 議案第１号から議案第３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，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９

条において，予算編成について市長が教育委員会に意見を聞くこととな

っているが，これに基づき，平成２２年度当初予算編成に当たり，市長
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へ教育委員会としての意見を申し述べようとするものである。 

    議案第２号は，富里市立浩養幼稚園検討協議会を立ち上げるに当たり，

会員を委嘱するためお諮りするものである。 

    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，認定についてお諮りするものである。 

    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 平成２２年度富里市当初予算編成にかかる意見について（教

育次長） 

   教育次長 ―資料に基づき説明― 

     読上げにより説明。なお，意見書については，１月４日の市長と教

育委員の懇談の際に委員長から渡す予定である。 

  ＜質疑・討論＞ 

  委員 内容的にはよいが，来年度の学校施設の耐震化推進の予定を確認し

たい。 

  教育総務課長 富里小学校第２校舎の耐震補強工事，洗心小学校の体育館

の耐震補強設計を予定している。耐震化推進委員会で決定され，ホーム

ページに掲載している。 

    ホームページには，洗心小学校校舎の耐震補強工事の年度が明確にな

っている。また，浩養幼稚園については，検討協議会の検討結果を踏ま

えて市の対応を決定することになっている。 

  委員 浩養小学校の体育館についてはどうか。 

  教育総務課長 浩養小学校の体育館については，１２月補正予算で工事費

が予算化されたので，年明けに契約，本体工事は来年度が中心となる。

工期は夏休みまでには完了し，運動会の時には体育館が使えるようにす

る計画である。 

    卒業式と入学式については，学校との協議により別のところで行うこ

ととなっている。 

  委員長 「英会話の日」など英語教育の充実については，主には外国語指

導補助員の増員なので，「英会話の日」が名称の先でよいのか。 

    新学習指導要領になって，今年度から高学年の英語学習については始

まっていると思う。来年度から補助員を増やしスムーズに行えるように

するためには，そちらを重点的な言葉として出したほうがよいと思う。

英語教育の充実はよいが，「英会話の日」が先にあるのがどうか。 

  教育次長 昨年度については，学校教育の中でも「英会話の日」を設けて
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やっていこうとのことで表記のタイトルとなった。内容としては英語教

育の充実の表記の方がよいと思う。 

    教育プランにおいても英語教育の充実となっており，その中でも「英

会話の日」を含む形になっていることから，英語教育の充実に訂正した

い。 

  ＜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 富里市立浩養幼稚園検討協議会会員の委嘱について（学校

教育課） 

   学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

     富里市浩養幼稚園検討協議会規程第３条に基づき会員１０名を委嘱

するためお諮りするものである。 

  ＜質疑・討論＞ 

  委員長 任期は来年の１２月３１日までとなっているが，幼稚園のＰＴＡ

代表者と小学校のＰＴＡ代表者は３月で卒園，卒業してしまう子どもの

保護者ではないのか。 

  学校教育課長 会員については継続して２２年１２月３１日まで委嘱する

ものである。 

  委員 スケジュールはどうなっているか。 

  学校教育課長 平成２２年の７月をめどに結論を出したい。３月末には答

申を受取り，基本的な方向性について出したいと考えている。 

    第１回目の検討協議会を１月２０日午後２時から予定している。 

  委員長 １回目の検討協議会の開催前に委員協議会を開催してほしい。 

  教育次長 １回目の検討協議会の開催前に委員協議会を開催したい。 

  委員長 後ほど開催日時を決める。 

  ＜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― 

     １２月８日に社会教育委員会議を開催し，団体の理事長と副理事長

が出席し活動内容等の説明があった。平成１９年７月１６日に設立し，

１０月２３日にＮＰＯの認証を受けている。１１月１日に法人登記し

ている。 

     主な活動内容は，蛍発生地の環境整備事業として草刈作業，休耕田
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のロータリー作業等をしている。 

     蛍の保護育成事業として発生地の視察研修，蛍観察会の実施，鑑賞

ウォーキングの実施などである。 

     自然環境保護思想の啓発事業として蛍案内板の設置，広報パンフレ

ットの作成及び配布，会報の発行などの事業を行っている。 

     社会教育委員会議では，活動も継続して実施していることから社会

教育関係認定団体として認定することに問題はないとのことでお諮

りするものである。 

  ＜質疑・討論＞ 

  委員 事業を実施している場所はどこか。以前に根木名地区にあった同様

の活動をしている団体は今も継続して活動しているか。 

  生涯学習課長 主な活動場所は，市内４６箇所で蛍の生息を確認している

ことから市内全域である。草刈作業については中沢地区で実施している。 

    １つの蛍の会が枝分かれしたように聞きおよんでいるが，詳しい活動

は把握していない。 

  ＜採決＞ 

  議案第３号は賛成全員により原案のとおり可決。 

 

６ 報告事項 

（１）富里市教育委員会点検及び評価，平成２２年度とみさと教育プランのス

ケジュールについて（教育総務課） 

  教育総務課長 平成２１年度の点検及び評価については，資料のとおりの

スケジュールで考えている。 

  委員長 平成２２年度の教育プランが４月に配布されると，各学校ではプ

ランを基にした計画が立てられないので，早くに配布すべきである。 

  教育総務課長 使用の目的からすると配布は２月が理想かもしれないが，

事務的に可能かどうかを検討したい。 

 

（２）富里市教育委員会点検及び評価（平成２１年９月末時点）について（教

育総務課） 

  教育総務課長 平成２１年９月末までの中間評価であり，今回は◎，○等

の表記はしていない。 

  委員長 教育委員の活動報告については，中間では出さずに年度末とする

か。 

  教育総務課長 議会報告用の冊子にまとめる段階で掲載したい。 

  委員長 課ごとに補足説明があればお願いする。 
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  学校教育課長 学校教育の充実について―資料に基づき説明― 

  委員 学校図書館の活用と読書活動の充実で，４名の学校図書館司書で１

１校の図書館業務を行っているとのことであるが，割り振りの日数が少

ない場合，担任の先生が貸出し業務を補っているとある。平成２０年度

は３人の司書で行われていたが，平成２１年度は４名とのことで１名増

えたことは大変に良いことだと思う。 

    現在の先生方は，生徒に対応するだけでなく，その他の仕事が多く大

変厳しい状況にあると思う。少しでも他の業務を減らし，先生が生徒に

向き合う時間を増やしてあげられればと思う。 

    この項目だけの問題ではないが，改善策はあるか。 

  学校教育課長 学校図書館司書については，予算等を工夫し現在は５名を

配置している。さらに充実していきたいとは思っているが，個別指導補

助員，英語指導補助員等をそれぞれ１名づつ増員している。教育委員会

としての総枠の予算が決まっているので，厳しい予算の中で学校教育課

だけが確保することもなかなか難しい状況である。 

    学校教育課としては，司書５名の配置を最大限有効に活用したいと考

えている。先生方の負担を軽減できるような方策を考え，平成２２年度

に取り組んでいきたい。 

  委員長 ＡＬＴと英語指導補助員（ＪＴ）の人数は何人か。 

  学校教育課長 ＡＬＴは変更なく２名，英語指導補助員（ＪＴ）は５名で

あったが平成２２年度は予算の工夫により１名増の６名とした。 

  委員長 各学校への割振りはどうしているか。 

  学校教育課長 学校規模によって差異があるので，一人一人の子どもの人

的要因に応じて配当したいと考えている。 

    富里市としては，平成１６年度から市長の重点項目の中で英語指導の

充実として，七栄小学校を研究指定して英語指導に当たっている。時間

を全国平均よりも確保し，印旛管内の他市町村と比較しても充実してい

る。１名の増員となったことで，有効に活用ができるように計画したい。 

  委員長 不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立についての項目で，

現在の不登校の児童，生徒数は何名か。 

    ふれあい教室に通っていた生徒２名が学校に復帰することができたの

は良いことである。学校とふれあい教室の連携がうまくいったのであろ

う。そのような生徒が増えてくればいいと思う。 

    いじめなどによる不登校の原因も気になるので，人数と原因が分かれ

ばお願いする。 

  学校教育課長 平成２１年度当初のふれあい教室については，６名の在籍
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であった。３名が何らかの形で学校復帰した。一人一人の実情は家庭の

協力を得られないなど厳しい状況にあるとの報告を受けている。 

    １１月末現在の３０日以上の長期欠席生徒児童数は，小学校では２３

名で内訳は５名が病気，不登校が１３名，その他が５名である。不登校

は，怠学や情緒不安定などにより，なかなか学校に足が向かない状況で

ある。その他については，富里市内は複雑な家庭が多々あることから家

庭の事情等である。 

    中学校では６１名で内訳は３名が病気，不登校が５７名，その他が１

名である。怠学や情緒不安定の生徒が増えている。 

    昨年に比べ小学校と中学校が共に少し減っているが，これまでの富里

市の経緯から見ても予断を許さない状況にあると思う。 

  委員長 たくさんの児童，生徒が長期欠席になっているとのことで，生徒

指導の先生や担任も努力しているとは思うが，教職員の夏季研修会等で

先生方全部の「子どもたちとの接し方研修」などもあっていいと思う。 

    学校からの教育相談の要請も増えているとのことなので，これからの

先生への研修内容を考えていいと思う。 

  学校給食センター副主幹 給食の充実について―資料に基づき説明― 

  委員 給食残渣問題への取組とあるが，どのくらいの量が発生しているか。 

  学校給食センター副主幹 ２割程度の残渣が発生するが，後日一覧表にし

たものを提出したい。 

  委員 残渣のほとんどが焼却処理されているが，その他の方法は考えられ

ないか。例えば畜産関係でも残渣を捨てずに飼料の需給率を上げるなど，

農林省などが推奨するいろいろな補助事業があると思うが，それらを研

究すべきである。 

    業者に依頼して処分すると焼却するより割高になってしまうが，それ

らを近隣の農家も使うと思う。そのようなことも考えてほしい。 

  学校給食センター副主幹 現段階では残渣は全て市のクリーンセンターで

焼却処分している。単に焼却するのではなく，残渣を有効に利用するた

めには畜産への飼料活用や堆肥としての利用は考えられる。 

    近隣の八街市では給食センター内で処理をしている。富里市としては

それなりの設備等も伴うことから，給食センター基本設計の段階から検

討したいと考えている。 

  生涯学習課長 生涯学習の推進について―資料に基づき説明― 

  委員長 新入園・新入学の家庭の「原則全員家庭学級生」を提唱し，全体

で１，２１４名の学級生が在籍してとあるが，実際に参加する人数はど

の程度であったか。 
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  生涯学習課長 その辺が課題の部分であり，実際に参加する人数が昨年と

変わらないという実態がある。増えた方をどう活かし，伝えるかに主眼

を置きながら進め方について考えていかなければならないと思っている。 

    役員についても，人数は多いが苦労する役員は固定されているところ

もあり，どういった形がよいか考えていく必要がある。 

    参加者については，あまり例年とかわらない実態なので今後検討する

必要がある事項だと思っている。 

  委員長 放課後子ども教室の推進として，浩養小学校に参観に行った。詳

しい問題点等は書いていないが，他の学区に広まるように推進を図ると

今後の方策が書かれている。ワールドキッズの関係と絡め放課後子ども

教室の中でワールドキッズがおこなわれることを計画すると，放課後子

ども教室が他の学区にも広がっていくと思う。一緒にして考えた話し合

いがされればよいと思う。今後の学区への広め方についての考えはある

か。 

  生涯学習課長 浩養小学校区ではワールドギッズとしての地区運営委員会

の立ち上げではなく，放課後子ども教室のカリキュラムの中で英語を入

れて実施したものである。 

    ワールドキッズと放課後子ども教室を一体的に推進できるように進め

ていきたい。地域の中で，とみさとザ・ワールド・キッズの運営委員会

と放課後子ども教室運営委員会の２つを作ることには無理があると思わ

れるので，統合できる部分については，浩養小学校で実施したように，

そのカリキュラムの中で英語の活動も進めていければと考えている。 

  委員長 浩養小学校の取組はよかった。協力してくれる方が各学校にいる

と広まると思うが難しい面もある。 

  委員 「放課後子ども教室の推進」と「家庭教育・子育て支援の充実」に

ついては，内容的には福祉部門との関係が相当強く，連携の在り方につ

いて指針になるようなものがあればお願いしたい。今後どのように連携

を図るのか。 

  生涯学習課長 放課後子ども教室については，放課後子どもプラン実行委

員会で放課後子ども教室と学童クラブの連携を図っている。 

    福祉部門で実施している放課後学童クラブの状況確認や放課後子ども

教室の実施状況や考え方等についての意見交換等をしている。 

    「家庭教育・子育て支援の充実」については，各学校の教頭先生が中

心になってまとめていただきながら，家庭教育，子育て支援の担当も次

世代育成支援の会議に出席し状況を見ながら，連携を取れるように進め

ている。 
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  委員 言葉として連携というのは非常に聞こえがよいが，実際にどの程度

事業の中に反映されているのかが常々疑問に思っている。 

    福祉部門では学童クラブの増設を考えているようなので，ぜひ連携の

強化をお願いし，放課後子ども教室の事業も円滑に進めていけるように

本当の連携をお願いしたい。 

  図書館長 図書館の整備及び図書館機能の充実について―資料に基づき説

明― 

  委員 ボランティアの方々の生きがいづくりとの説明があったが，年配の

方が多いのか。 

  図書館長 ５０代，６０代の方が多い。 

  委員長 書架ボランティアの方々がいて大変に助かるのでずっといてくれ

ればいいと思った。 

  生涯学習課長 文化の振興について―資料に基づき説明― 

  委員長 土器作りは，毎年やっていると思うが，同じボランティアの方が

協力してくれているのか。 

  生涯学習課長 土器作りについては，職員により行っている。また縄文チ

ャレンジキャンプの実行委員も参加してもらっている。縄文チャレンジ

キャンプの実行委員についてはみんなボランティアである。 

  スポーツ振興室長 スポーツの振興について―資料に基づき説明― 

  委員 総合型地域スポーツクラブ設立とは具体的にどんな内容か。 

  スポーツ振興室長 平成１２年に文部科学省から広い年代の方が複数の種

目のスポーツができるようにとのことで，地域のコミュニティの場とし

て位置づけているクラブである。文部科学省のスポーツ振興基本計画で

は，平成２２年度までに全国の市町村で１つ以上設置する目標を立てて

いる。 

    本市でも平成２２年度までに総合型地域スポーツクラブを立ち上げら

れるように設立の支援を行っているところである。 

  委員長 説明会を行ったとされているが，どのように行ったのか。 

  スポーツ振興室長 説明会は平成１８年度から実施しており，周知につい

ては市広報紙，ホームページ，区長回覧等で行っている。スポーツ関係

団体にも声を掛けている。 

  委員長 ９月末現在の中間報告での評価だが，各課においては，すばらし

い事業への取組をして成果が上がっていることは資料から分かる。これ

から年度末までの間，取り組んでいただき，来年度に向けてよろしくお

願いしたい。 
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（３）学校給食費未納対策について（学校教育課） 

  学校教育課長 平成２１年度は，支払能力がありながら理不尽な未納者に

ついては，法的な措置を取ると強い決意で未納対策に取り組んでいると

ころである。 

    法的措置を取るに当たって訴訟になることを想定して，本年度から給

食の申込書の提出を求めている。 

    現年度分については，学校に徴収をお願いしている。 

    過年度分についてが，法的措置を取る場合の対象になる。過年度分の

徴収については，丁寧に就学援助制度等を説明し教育委員会が行ってい

る。 

    １月に支払督促の申し立てとして，教育委員会で資料を詳細に精査し

て，支払督促を簡易裁判所に提出するこことなっている。その後に異議

申し立て，訴訟となる。 

    平成２１年度当初の過年度分未納額は１，１００万円程度であったが，

１２月１０日現在で９５３万円の未納額になっている。 

    支払督促の実施理由として，平成１７年度からの対象として７２名で

１９世帯であるが，さらに精査して１月には支払督促を実施するため簡

易裁判所に提出することとなる。 

  委員 担当している職員は１名か。 

  学校教育課長 ２名であるが，１名は非常勤の職員である。戸別訪問は複

数が望ましいので次年度も同様としたい。 

  委員 実際に数字を見て驚いている。連絡ありの中にもそれぞれいろいろ

な方がいると思うが，こまめに連絡を取り合った中でここまで人数を絞

り込んだものか。それとも事情があって未納なのか。それぞれの状況が

分かるものがあればお願いする。 

  学校教育課長 本日の人数を確定するためには，家庭状況等報告書に学校

から見た家庭の状況，通学状況，保護者との取決め等の項目を書いて頂

き，それに教育委員会として対応した所見を書く。それらを総合して一

覧表にしたものがある。 

    個別には出せないが例として，６年４ヶ月分未納，連絡を取ることが

難しく家庭状況は把握できないが，支払う意志がないと判断。１年２ヶ

月未納，家庭状況が把握できない。 

    ３年１０ヶ月未納，経済的に困窮，準要保護申請を強く勧める。等々

細かく精査している。議会ではいろいろな考え方をもっている人もいる

ので，全員の理解もなかなか難しいが耐えられるような資料で議会の承

認を得たい。 
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  委員 平成２１年度からは申し込みとしたが，連絡も取れないような家庭

からの申し込みは出ているのか。 

  学校教育課長 教育委員会定例会議において，富里市内の小中学校の申込

み状況を報告したが，ほとんどが申込みをしているものである。 

  委員 申し込みをしているにもかかわらず，給食費を収めないという状況

があるわけか。 

  学校教育課長 はい。 

  委員 簡易裁判所を通じての督促段階に至っては，それぞれの部門での担

当者が対応するのは非常に大変な仕事になると思う。そのことで納税課

等との情報交換や仕事の分担を予定しているか。 

  学校教育課 滞納整理については，教育委員会だけではなく滞納で困って

いる課もある。滞納整理の研修等に一緒に参加するが，市役所として収

納の窓口を一本化する考えは出ていない。 

  委員 情報交換はいいと思うが，先ほども言ったように，大変な仕事にな

ってくるし，市で徴収を一本化した中での対応の方が効果を上げる面で

は必要と思うので，是非申し出てほしい。 

  委員長 長期欠席者児童生徒が多い。未納者世帯の児童生徒が昨年からの

長期欠席児童生徒ではないか。長期欠席なので支払っていないのではな

いか。 

  学校教育課長 全てが長期欠席児童生徒ではない。毎日元気に登校してい

る子どももいる。理解をいただけない保護者が多い。 

  委員 長期欠席児童生徒については，休みが３０日以上とのことだが，そ

れらの子どもの給食も申込みがあれば毎日作っているわけか。 

  学校給食センター副主幹 長期欠席者があった場合，学校から食数の変更

届出を給食センターに報告することになっている。 

  委員長 事前に分かれば直ぐに変更届を出せるが，怠学や情緒不安定等で

はいつか来るだろうと思い，給食を止めない場合が多いと思う。 

    給食の希望については，保護者と話し合って対応しているとは思うが，

理由で聞くと長期欠席者は少ないようなことであったが，実際に保護者

と担任との間で話合いが行われているか。 

  学校教育課長 給食を食べないのに給食費をいただくことはよくないので，

校長会議や教頭会議の時にお願いをしている。長期に欠席する子どもに

ついては，学校ができるだけ早く変更届を出すようにお願いしている。

長期欠席しているのに給食費が発生しないように可能な限り対応してい

る。 
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（４）富里中央公民館使用に関するアンケートについて（生涯学習課） 

  生涯学習課長 公民館を利用している団体を対象に，アンケートを行い今

後の公民館運営の参考にしたい。 

  委員長 アンケート結果は各団体の代表者へ公表するのか。 

  生涯学習課長 アンケート結果については，集計し分析しなければ有効な

運営方法は分からないが，内容については報告する。 

  委員長 アンケート結果を基に各団体が使いやすいようにお願いする。 

 

午後４時１０分 休憩 

午後４時２０分 開議 

 

（５）月例報告（各課等） 

  教育総務課 

  ・１月４日に教育委員と市長，副市長の懇談がある。 

  ・１月１２日から文部科学省から岡村氏が研修に来る。研修場所は富里幼

稚園，七栄小学校，富里中学校，図書館等となる。 

  ・１月２６日に教育委員会定例会議がある。 

  ・２月定例会議予定の２３日は議会初日になるので２４日（水）に変更す

る。 

 

  学校教育課 

  ・１２月１４日に富里南小で北総教育事務所指導室訪問があった。 

  ・１月１３日，１４日に教育長・校長面接がある。 

  ・校長会議で全国学力・学習状況調査，公務員の損害賠償事故例，新型イ

ンフルエンザの状況等を協議した。 

  ・平成２１年度分学校給食費徴収状況については資料のとおりである。 

  委員長 授業時数が減っていると思うが対応はあったか。 

  学校教育課長 インフルエンザによる影響で減になったことによる対応だ

が，２２日の終業式の日まで授業をした学校もあった。教育委員会が子

どもたちの健康，安全を第一に考えてほしいと言ったことから，授業時

数については３学期に確認するが，相当数減になっていると思われる。 

 

  学校給食センター 

  ・１２月１日に平成２２年４月以降の学校給食配膳業務委託について教育

総務課と協議した。 

  ・２２日で２学期の学校給食が終わった。１月４日から給食を開始する。 
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  委員長 以前はお弁当の日が年間３日くらいあったと思うが，今年はどう

か。 

  学校教育課長 ない。 

  委員長 富里小学校で開催した食に関する指導授業は，学校からの要請か。 

  学校給食センター 富里小学校付きの栄養士がおり，学校との協議により

開催したものである。 

 

  生涯学習課 

  ・１２月８日に社会教育委員会議を開催した。 

  ・１月１０日に富里市成人式を開催する。 

  ・２４日に少年少女綱引きドッジボール大会を開催する。なお，インフル

エンザ等の影響により１５日に態度を決定する。 

 

  生涯学習課スポーツ振興室 

  ・１２月６日に印旛郡市駅伝競走大会があった。一般が１６チーム中９位，

富里高校が３チーム中１位，富里中学校が２７チーム中２４位であった。 

  ・１４日にスイカロードレース大会実行委員会があった。次回の第２７回

すいかロードレース大会は平成２２年６月２７日に決まった。 

  ・１月１１日にスポーツ少年団駅伝大会を開催する。なお，インフルエン

ザ等の影響により８日に態度を決定する。 

  ・１４日にゆめ半島千葉国体富里市実行委員会を開催する。 

 

  図書館 

  ・１１月２８日から１２月の５日まで雑誌リサイクルを行い１，２２５冊

提供した。 

  ・１２月２日におはなしのボランティア講座を開催した。 

  ・図書館については１２月２７日まで開館する。年始は１月４日に館内整

理をし５日から開館する。 

  ・新型インフルエンザの影響で映画会，おはなし会，歴史講座については

自粛している。再開については動向を踏まえ協議したい。 

 

７ その他 

  特になし 

 

８ 委員長閉会宣言 

  委員長 以上で第１１回定例会議を終了する。 


