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平成２１年度 第１３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２２年２月２４日（水） 

         開会 午後２時００分 

         閉会 午後５時２６分 

 

２ 場   所  富里市役所分庁舎２階大会議室 

 

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 

 

平成２２年３月３０日  
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１ 委員長開会宣言 

 委員長 平成２１年度第１３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１２回定例会議会議録承認 

 

３ 教育長報告 

・ ２月６日に中央公民館で開催された英会話の日の関連行事“Let’s Enjoy 
the Performance!”に出席した。多くの方の参加をいただき，子どもたち

の発表もよく練習しすばらしいものであった。 

・ ９日に印旛教育会館で印旛郡市地方教育委員会連絡協議会の定例常任委

員会と教育功労表彰式があった。 

・ １３日に中央公民館で「みんなで人権を考えるつどい in 富里」を開催し

た。人権作文の優秀な生徒３名による発表があり，１名が富里市内の生徒

であった。心温まる内容であった。 

・ １６日に第二次教育長・校長面接があり人事も進みだした。 

・ ２３日から富里市議会が開会する。教育委員会の案件が多いので一つ一つ

丁寧に対応したい。 

 

４ 教育委員報告 

  委員 １月２７日に千葉県市町村教育委員会連絡協議会の主催による教育

委員研修会に参加した。講演は，教員研修センター理事の阪内先生によ

る「教師の学びを考える」であった。初めに教員研修センターの事業内

容の説明があった。国では唯一の施設で，校長，教頭，その他に学校教

育関係職員に対する研修が行われ，２４の研修講座がある。その他各都

道府県教育委員会の研修に関する指導，援助，助言をしている。 

    「教師の力の何が問題なのか」のサブタイトルで話に入った。阪内先

生が文部科学省時代に問題だったのがいじめや不登校であった。問題の

ある子どもの保護者から相談を受けても，子どもも含めて相手の立場に

立って考えることができなかったと自分の経験を話していた。 

    子どもたちの学力の問題は，先生の指導力不足だけではなく子どもた

ちにも問題があり，ネットを使ったいじめ，発達障害，家庭の事情など

そのほかにもいろいろあり，社会が変化し続ける中，子どもたちも保護

者も変わっていく過程に教師が対応しきれない現状がある。これは教師

だけの問題ではなく教育委員会を挙げて解決に向けて取組んでほしいと

話していた。 
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    子どもにとって最大の環境とは教育であり，その場を提供できるのは

教師である。そのためには子どもに信頼される教師でなければならない。

子どもは信頼できる教師の話しか聞かないので，教師は常に昨日の自分

より今日の自分，魅力ある自分になることを念頭に置き，その時々の子

どもに合った間合いで向き合わなければならない。子ども一人一人との

近すぎず，離れすぎない距離を保ちながら子どもに寄り添える教師でな

ければならないとのことであった。 

    教師が確実に指導力を身に付けるためには，しっかりとした自分のビ

ジョンを持つこと，そしてゆっくりとした変化にも気付ける豊かな感性

が必要で，さらに自分のものとした事柄を正しく相手に伝える技術も必

要になる。阪内先生から教育委員に望むことは，学校の中心としての校

長，教頭をあの人だったら付いて行きたいと思えるリーダーに育てるこ

と。そのために新しい学びを実現するのが研修である。 

    そしてそのリーダーが教師力，指導力を持った教師を育てる。また，

そんな教師が育つような人間関係のよい職場作りをする。こうしてよい

資質と高いモラルを備えた有能な教師を育成し，学校教育を充実させ子

どもたちのより良い成長が望めるよう学校への働きかけをお願いしたい。

子どもは必ず学校教育で成長する。それは学校の先生にしかできないと

の言葉で締めくくっていた。 

  委員 ２月４日に次世代育成支援行動計画策定委員会会議に出席した。後

期行動計画が策定され，計画の原案を推進本部に提出したとのことであ

った。福祉と教育の密接な関係について改めて痛感させられた。今後，

学童クラブを増設する予定であり，放課後子ども教室と平行しながら，

学校との連携もうまくいくといいと思った。 

  委員 教育委員会の定例会議と同時間に行政改革懇談会が開催されている。

第３次行政改革大綱が制定される見通しであるので，今後もさらに緊縮

財政の基，切り詰められる予算は切り詰める方向で動くことに変わりな

い。厳しい状況の中での仕事だが皆様には頑張っていただきたいと思う。 

  委員長 ２月１３日に「みんなで人権を考えるつどいｉｎ富里」に参加し

た。増田明美さんの講演があり，いろいろなチームの監督と関わった話

をしていた。選手一人一人の特徴を掴んでコメントする監督。成績より

も嫌いにならないように練習に参加させる監督。けっして叱らずにとに

かく褒めるだけの監督。小出監督は「いいね，最高，完璧」の３つしか

言わずに選手を育ててきたとの話もあった。競技の前は非常に緊張して

いるので，笑いが出るような冗談を言ったりしてリラックスさせて競技

をスタートさせるようにすることも言っていた。 
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    アベベ選手はスイカジュースを飲んでいた。スイカジュースがとても

良いとのことで，スイカのまち富里にとってはすばらしい情報だと思っ

た。 

    最後に増田明美さんは，金子みすずさんの「みんな違ってみんないい」

という言葉が大好きだということで，自分の生い立ちについても話され

たが，人権を考える行事にぴったりのすばらしい講演であった。 

    もっとたくさんの方が聞きに来ればよかった。 

    本日の午前中に富里市基本構想審議会があった。１０年前に計画があ

って計画期間が終わるので新たに策定する。スケジュール的には４回の

会議があり，１１月上旬には諮問を答申し，１２月議会に上程するとの

ことなので，回数的には少ない審議会である。 

    基本構想の中で基本理念として考えていることが「みんなでつくる 

笑顔あふれるまち・富里」で，１つ目の視点が「市民のために 市民一

人ひとりがいきいき生活する，笑顔あふれるまちづくり」，２つ目の視点

が「地域社会のために 市民と行政が協働で支えあう，温かみのある地

域社会づくり」，３つ目の視点が「都市のために 個性を活かして自立し，

持続的に発展する都市づくり」と理念を持ち，まちづくりの目標も６点

ほど挙げられていた。 

    市民の方からアンケートを取った集計や，各種の資料を基にしながら

基本構想を考えていくとのことであった。 

 

５ 協議事項 

（１）平成２２年度とみさと教育プランの策定について（教育総務課） 

  教育総務課長 ―資料に基づき説明― 

    平成２１年度の上半期の点検評価を基に案がまとまった。３月の定例

会で議案として審議していただき４月の配布を予定している。 

  委員長 課ごとに補足説明があればお願いする。 

  学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

  委員長 ５ページの体力向上に向けた取組の体力・運動能力調査は次年度

も行われるのか。 

  学校教育課長 全国体力・運動能力調査は２割抽出で行われ，次年度は根

木名小学校が対象校になる。また千葉県調査は継続して実施する。 

  委員 幼稚園教育についていくつも記載があり，次年度は幼稚園教育に力

をいれていることを示していると思う。１８ページにおいても「幼稚園

においても特色ある園づくりを推進し」とある。 

学校教育課長 小中学校については，特色ある学校づくりとして平成１８年
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度から予算を付けている。平成２２年度については各校２５万円程度，

幼稚園については３万円で予算措置している。財政状況が厳しい中，少

ない予算ではあるが幼稚園についても開かれた園として特色ある園づく

りに取り組んでいく。特色ある園づくりを含めた次年度の園経営につい

て園長と教育長面接を行った。 

  委員 各園３万円と少ない金額ではあるが，園の先生方にとっては刺激に

なってよりよい保育に反映してくれると期待している。 

  委員 ２２ページに安全点検の充実とあるが，地域の集会場等にも遊具が

あるがそれらの点検はどうしているのか。また，学校内の遊具点検で

先生が安全か危険かを判断できるのか。 

  教育総務課長 遊具は児童遊園，公園，学校等にあるが，市の体制として

は財産管理者が決まっており，児童遊園であれば福祉部長，都市公園

であれば都市建設部長，学校関係の遊具であれば教育長になる。 

     都市部等であれば，担当課が直接点検をしている。学校については

直接ではなく，県教育委員会が作成した安全管理の手引きの中に遊具

の点検マニュアルがあり，各学校の先生が点検して記録を残すように

書いてあるのでこれを活用していると思う。 

     あえてプランに入れたのは，委員からご指摘があったように，教育

委員会として十分かとの話があるので，教育委員会については，夏に

各学校からの修繕要望が出るので，その時期に教育総務課において強

化の意味で点検を数年前から実施している。 

     例えば，遊具メーカーの点検の仕方などを参考にして点検をする形

を取っている。学校で行っている目視の点検よりは打診を行うので少

しは精度が上がる。それでも難しい場合はメーカーに診に来てもらっ

ている。 

     次の時代になって点検が無くなったではいけないので，要綱にして

点検を体系化して位置づけをしたい。 

     都市部も知っている範囲ではよくやっている。都市公園の遊具の点

検はかなりやっている。残念ながら福祉部の児童遊園については把握

していない。 

  委員長 遊具の点検については主に体育主任が行っていると思うが，素人

なので教育委員会の職員が夏休みに点検に行ったときに，学校に声を

掛け一緒に回れば参考になると思う。 

  教育総務課長 一般には教頭先生の立会いや結果報告になるのかも知れな

いが，できるだけ担当の方の立会いを求めるようにしたい。 

  委員 ２２ページの給食残菜問題への取組については，平成２１年度より
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一歩踏み込んだ内容になっているのでよいと思う。残菜の有効活用の

方策を検討するとあるが，資源の少ないわが国において，こういった

取組は必要なことだと思うのでぜひお願いする。 

  学校給食センター所長 残菜については，一般的には，家畜の飼料にする

か，堆肥化する方法があるのでそれらを含め検討したい。 

  委員長 ６ページの学力向上に向けた取組で富里市独自の基礎学力到達度

調査を実施するとの記載があるが，指導主事の協力において実施する

のか。 

  学校教育課長 平成２２年度から全国学力・学習状況調査が抽出になり，

全国一律ではなくなった。それに対応して富里市の学力の調査として

富里市独自の調査をしてはどうかと教育長から提案があり，個々でや

っているところはあるが，市全体として見る必要があることから号令

の基に指導主事が取り組みを実施しているところである。２２年度か

らできるようにしたい。 

  委員長 取りまとめにおいて，各学校の比較というよりも各学校の指導方

針をみるようにしてほしい。 

  生涯学習課長 ―資料に基づき説明― 

  図書館長 ―資料に基づき説明― 

  委員 「とみさとザ・ワールド・キッズ」＆「英会話の日」推進事業の実

施については，事業費を比べると生涯学習事業と放課後子ども教室推

進事業で額が上がっているので，英語教育への強化を図るのかと思う。

平成２１年度が小学校運営委員会方式で 1 校，放課後児童クラブと子

ども教室で２校とのことであった。英会話の日は２回あった。平成 

２２年度に関しては，運営委員会方式を増やそうとしてこのようにな

ったのか。 

     放課後児童クラブと一緒に活用指定とのことだが，福祉課との事業

費の関わりがどうなっているのか。 

  生涯学習課長 平成２２年度の予算科目については，今までの外国語推進

事業を２つに分け生涯学習事業の方に主に英会話の日の事業を入れ

ている。放課後子ども教室については，これまでワールド・キッズ事

業と呼ばれていたものを入れた。 

     ワールド・キッズについては，これまでも放課後児童子ども教室補

助金を使って運営をしていた。その目的についても児童の学習の場づ

くりとして進めている。事業の趣旨が同様のため一つにまとめたもの

である。 

     英会話の日については，市民全体に対して声掛けをしているため，
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生涯学習として取り組んでいく。費用的には，英会話の日の事業につ

いては約６７２，０００円である。放課後子ども教室については約 

８８０，０００円である。ワールド・キッズは昨年よりも概ね４クラ

ス分減の４クラス分を計上した。 

     ２クラス分については，全学校を対象とした実施協議会が主体とな

る形で行う。別の２クラスについては従来型の地区運営委員会が主体

となる形で行う。 

     学童クラブとの関わりについては，次世代育成計画の中で学童クラ

ブの増も予定されていると聞いている。学童クラブについては基本的

には，子ども達の居場所を確保するために進めている。実施回数も年

間３００日近くあったと思う。 

     教育委員会で進めている事業は，結果的には子どもの居場所づくり

もあるが，学習支援として将来的に地域の方からの協力を得られれば

週１回程度の実施で進めたい。学習支援に主眼を置いた活動をしてい

きたいと考えている。放課後子どもプラン準備委員会の中でも，福祉

部門と教育委員会部局の方でも連携をとって進めている状況である。 

  委員長 ワールド・キッズ独自のものを各学校区で進めることはあまり考

えてないということか。 

  生涯学習課長 今年の状況等を見て，区長回覧，児童生徒を通じて保護者

への通知など運営委員会の設置等についてお願いをしたところであ

るが，やり手が現れない状況であった。今年は１地区であったことか

ら，それらを踏まえて次年度の予算を計上した。強制的な設置を目指

す進め方はしない考えでいる。 

  委員長 学習をする場と考えてこれからモデル事業の中で，それに携わっ

てくれる人たちを探すのは大変だと思う。全学校区にできれば一番よ

いが徐々にでも進めていってほしい。 

  委員長 ブックトリップ事業は学校への呼びかけ等はしているのか。 

  図書館長 図書館と学校図書館司書の連絡調整会議を毎月実施しており，

会議の中で学校に呼びかけをしている。 

  生涯学習課長 ―資料に基づき説明― 

  生涯学習課スポーツ振興室長 ―資料に基づき説明― 

  委員 ３５ページの文化祭等の文化活動発表の場の充実として，平成２２

年度から市内幼稚園に参加を要請するとあるが，これは色々考えてい

る様子が伺えるし，来場者の増加にもつながるので大変よいと思う。 

     芸術作品鑑賞機会の創出として，市内に在住する芸術家の作品を鑑

賞する機会が増えることは，一般の方が芸術作品に触れる機会が増え
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ることになり，そのような場を提供できることはよい。市内の方だけ

でなく近隣の芸術家の方の作品を展示することはどうか。 

  生涯学習課長 幼稚園児の作品については，園児みんなで一つの作品を完

成してもらうことを考えている。 

     市外の芸術家については，この事業を進めていく中で市内の芸術家

が見当たらない状況になれば近隣等を含め展示いただくように進め

たい。 

  委員長 幼稚園ごとに作品を出してもらうとのことだが，小中学生の作品

には賞が付くと思うが，幼稚園については何か考えているか。 

  生涯学習課長 幼稚園の賞については検討したい。 

  委員長 ３６ページの無形民俗文化財継承事業への支援として，後継者確

保として学校や地区で何か活動しているか。 

  生涯学習課長 学校へ訪問して活動したこともあったと記憶している。ま

た，学校から見学に行くこともあったと思う。 

  委員長 ３８ページの文化財を活用した学習支援として文化財担当職員の

講師派遣として学校へは行っているか。 

  生涯学習課長 学校教育課のふるさと巡検での要請もあり，何度か実施し

ている。 

  委員長 （仮称）富里歴史読本の作成とは，図書館で実施した歴史講座の

内容などを含めたものか。大人向けのものか。 

  生涯学習課長 図書館で行っているとみさと歴史講座を含めて整理し資料

を作成している。 

  委員 総合型地域スポーツクラブ設立の支援と育成として平成２２年度に

ついては設立を目指すとあるが具体的にあれば説明願いたい。 

  生涯学習課スポーツ振興室長 市内全域の方を対象に説明会や勉強会を行

ってきたが，これからは地区を絞って説明会や勉強会を行う。例えば

中学校区で説明会をして意向があれば設立の支援をしていく。 

 

（２）富里市就学困難な児童及び生徒に係る援助に関する規程の制定について

（学校教育課） 

  学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

     これまで，富里市の場合は明確な規則や要綱はなかった。今回の教

育委員会定例会議で富里市の取組状況を説明し，３月の教育委員会定

例会議で規則の原案を示し，４月の定例会議で議案として上程したい。 

  委員 「保護者のみなさまへ」の通知は毎年配布しているのか。 

  学校教育課長 ６から７年くらい前から入学説明会の折に，新入学児童生
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徒の保護者に説明し配布している。 

  委員長 就学援助費についての制度は教育委員会が独自に作ってもよいの

か。 

  学校教育課長 他市町村の状況を見ても，教育委員会の規則として対応し

ているので，それに準じて富里市でも規則の制定はできると思う。 

  委員長 規則を制定することにより対象が増えることもありえるが，予算

的には大丈夫か。 

  学校教育課長 予算については，市の自主財源だけでなく国の補助金もあ

るので大きくは心配ないが，安易に認定するものでもない。 

     困窮している子ども達が，他の子ども達と同じように教育を受ける

機会が与えられないのではいけないので，教育委員会としてそれを避

ける意味で規則を制定したい。 

 

（３）平成２２年度学校プール開放事業実施要綱の制定について（生涯学習課） 

  生涯学習課スポーツ振興室長 ―資料に基づき説明― 

     市内の児童生徒の健全育成と体力の向上を目的に学校教育に支障の

ない範囲で開放する趣旨で平成１９年度に要綱を策定した。以降は委

員や地域の方々の意見を聞きながら毎年度策定している。平成２２年

度の要綱案作成については２月１９日に学校，地域，行政で話し合い

の場を設け，学校プール開放に関する意見を伺った。 

  委員長 学校職員の退勤時間が４時３０分なので４時までプールに入って

いると学校が困ってしまう。 

  生涯学習課スポーツ振興室長 ４時までにプールから出るものである。 

 

（４）平成２２年度夜間延長の試行について（図書館） 

  図書館長 ―資料に基づき説明― 

     ８月に利用者ニーズの把握として１，０００名を対象にアンケート

調査を実施した。１０月に試行として火曜日から金曜日まで閉館時間

を１時間延長して開館した。これらの結果を踏まえて平成２２年度の

試行につなげるため要綱とした。 

  委員長 アンケートを基に平成２２年度は４４日間の延長をするとのこと

で職員の方も大変だと思うが，市民の要望も多いことからよろしくお

願いする。 

 

午後３時５５分 休憩 

午後４時０５分 開議 
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６ 報告事項 

（１）平成２２年度当初予算案の概要について（教育次長） 

  教育次長 ―資料に基づき説明― 

 

（２）富里市立浩養幼稚園検討協議会開催報告について（学校教育課） 

  学校教育課長 ２月９日に第２回富里市立浩養幼稚園検討協議会を開催し

た。委員１０名の内９名が出席した。 

     一つ目は，前回の協議内容について確認した。二つ目は，富里市立

浩養幼稚園の方向性について。三つ目はその他であった。 

     一つ目の前回の内容を確認し，浩養幼稚園の方向性について確認し

たところ，全員一致で「存続してほしい」となった。会長から平成  

２２年度は浩養小学校の中に浩養幼稚園が入ることは一時転用とし

て確認する。今後も継続して入ることではないとの意見も出た。また，

教育総務課長から施設面で浩養幼稚園のこれまでの増築関係につい

ての説明とＩｓ値等の耐震関係の説明があった。教育総務課主幹から

今後の人口推移として，全市でも子ども達が減少する推移だが，南部

地区においても今後住民基本台帳からすると人口は増えないであろ

うと説明があった。 

     また，「南部地区はいろいろ規制があり，なかなか人口が増えない状

況の地区である。富里市は農住のまちづくりとしているが人口のみで

まちづくりを考えていくことはどうなのか。」との発言もあった。 

     「平成２２年度には浩養小学校の中に入るが，入ることによる影響

はどうなのか。メリット，デメリットはどうなのかを同様の施設であ

る和田小学校，和田幼稚園を視察することによってある程度見えてく

るのではないか。」との意見があり，それを受けて２月２２日に委員

８名と公立幼稚園長，教育総務課施設班，事務局で視察に行った。 

     残すことは全会一致で決まったわけだが，どのように今後残すかが

問題である。第３回の協議会では新しく建て替えた場合の予算と小学

校に入れた場合の予算，その他の予算がある程度見えてこないと協議

会の中でも意見が出しづらいとのことで，次回はそのような資料提供

もお願いするとのことであった。 

     事務局から「新しい幼稚園を建てることについては，今のところ市

では厳しい財政状況にあるので考えていない。事務局としてどうして

ほしいということはないが，協議会の中で話し合った内容は尊重す

る。」と話した。 
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     ３月１７日に第３回の協議会を予定している。３月である程度方向

性を出したいとのことであった。学校の中に入ってどんな不具合があ

るかやメリット，デメリットをある程度見ないと結論は出しにくいと

のことで，最終的には６月半ばまで時間がかかってしまうと事務局と

しては考えている。 

  委員長 いつも口頭で報告をもらうが，記録は取っていると思うので，教

育委員にも見せてほしい。 

  教育次長 会議録はあるので，２２日に行った視察を含めて早いうちにお

渡しする。 

 

（３）個別指導補助員活用状況調査の結果について（学校教育課） 

  学校教育課長 ―資料に基づき説明― 

  委員長 通常学級への支援が多いのは通常学級の中に支援を要する児童が

多いのだと思う。個別指導員の人たちは空き時間がないほどフルに動

いてくれていると思う。今回調査したことにより様子が分かってよか

った。 

     学校側からの調査結果なので，個別指導員の悩みなども聞きたいと

思う。学校の中では一般教員よりは少し弱い立場にあるので，個別指

導員としての意見や要望も聞いてみたい。それに対応することも必要

だと思う。 

     個別指導補助員の果たす役割は非常に大きいので，教育委員会とし

ても精一杯の支援をすべきである。 

 

（４）富里市青少年相談員活動費補助金交付要綱の一部改正について（生涯学

習課） 

  生涯学習課長 ―資料に基づき説明― 

 

（５）富里市スポーツ少年団補助金交付要綱の一部改正について（生涯学習課） 

  生涯学習課スポーツ振興室長 ―資料に基づき説明― 

  委員 補助対象経費に登録費が新たに加わったとのことだが，今までは，

相談員や子ども達が負担していたのか。 

  生涯学習課スポーツ振興室長 今までは団員や指導者の方それぞれが負担

していた。補助金の対象ではなかった。 

 

（６）富里中央公民館に関するアンケート結果について（生涯学習課） 

  生涯学習課長 ―資料に基づき説明― 
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  委員長 利用者に対してアンケートを実施して改善できる点は改善してほ

しい。意見や要望もたくさんあり，できることとできないことがあるが

可能なものから改善し，安全で安心して使える施設にしてほしい。 

 

（７）「英会話の日」“Let’s Enjoy the Performance！”の開催報告について（生

涯学習課） 
  生涯学習課長 ―資料に基づき説明― 

     英会話の日については，２６組１１１人の出場者で，合計では   

３８８名の参加であった。アンケートを実施し６９名から回答を得た。

アンケートの自由記入欄では待っている時間が長いとの意見が多か

った。昨年よりグレードアップしてよかった。など多くの意見をいた

だいた。次回に向けては意見を参考に開催したい。 

  委員 学生の参加に偏りがあると思った。参加した中学生男子の英語スピ

ーチでは，その子が小学校３年生の時にワールド・キッズが始まり１

期生であった。その時一生懸命やっていた姿を見ていたのを思い出し

た。小学生の時に日本英語検定の準２級を取り，今は２級に挑戦中と

のことで本当にすばらしいと思った。 

  生涯学習課長 学校区によって参加者数に偏りがあることについては感じ

ている。各学校等に同じようにＰＲをしながら進めているが結果とし

て学校区によっては参加者が少ない，もしくはいない状態である。 

     特定の理由については分からないが，できるだけ均等に参加いただ

けることがよい状況であると感じている。 

  委員長 待ち時間が長いと感じた。団体のグループが賞に入らないとの意

見もあった。ワールド・キッズを進めたことや底辺を広げることを考

えると，それらについて何かの賞をあげないと続いていかなくなって

しまう。審査も全て外部の方にまかせっきりにするのではなく，内部

の状況を分かっている者がいてもよいと思う。状況を把握して特別賞

などを出してもよいと思う。 

     予算を使って，外部の有名人を呼んで英語を子ども達に聞かせるよ

りも，市内で子ども達にスピーチの様子を見てほしいと思う。他の子

ども達に見てほしい。参加者の親が見に来ているぐらいで参加者が少

ない。 

     できれば，年間３回ある英会話の日の１回は，市内の５，６年生全

員を会場に集めて開催するのもよいと思う。中学生も出ているので６

年生と中学２年生までを会場に集めて，上手な子ども達のスピーチや

パフォーマンスを見せるなどすれば意義があるとも考える。そして予
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算を子ども達の移送のためのバス代に使えば，もっと意義があるお金

の使い方だと思う。 

     年間３回ある英会話の日を学校ごとにやるのは２回あるので１回は

市全体の子ども達が参加して英会話の日を過ごす事にも意義がある

と思う。それを見て来年はやってみようかなと思う子ども達も出てく

ると思う。 

     生涯学習課と学校教育課が連携し，学校に呼びかけて英会話の日の

意義のあるやり方を考えてほしい。 

  生涯学習課長 色々な手法を考えながら進めたい。子ども達はもちろんだ

が，一般市民の方にも参加いただく形で広く市民全体に対して進めて

いきたいと思っている。学校教育課との役割分担を確認しながら連携

を取り進めていきたい。 

 

（８）月例報告（各課等） 

  教育総務課 

  ・２月２３日から３月議会が始まった。 

  ・３月１１日に教育福祉常任委員会がある。 

  ・１７日に第３回浩養幼稚園検討協議会がある。 

    基本的に浩養小学校の中の空きスペースを使ってというのが一番の課

題なので，以前に少し案を示したことがあるものをベースに少し検討す

る。定例会議に諮る余裕がないので教育長，次長と協議をしながら案を

作り，それについて概算金額を計算し検討協議会に示したい。 

    国県との調整があるのでその案をもって県と協議しようと思う。事務

手続，配置案について県との協議を１回程度行いたい。暫定として   

平成２２年度は一時転用で了解を取っているのでそれをもう一歩進める

形で行いたい。 

    基本的には，可能なような感覚なので，後は学校の中の利用頻度の少

ないところを着眼点にして，案を出したいと思っている。一目的一スペ

ースという考え方はもう時代に合わない。ランチルームにしても基本的

には文部科学省の補助金では多目的室ということで了解を取って建てた

建物であって，それをランチルームという多目的の一つとしてランチル

ームという使い方をしている。まだまだ使い方が足りないと思っている

ので，学校の中でスペースがあってもうまく活用されていない部屋を使

って案をまとめていきたい。 

  ・２３日に分庁舎大会議室で教育委員会定例会議がある。 

  委員長 これまでの部屋の活用の仕方についてはこの前も言ったが，私た
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ちも知りたいので知らせてほしい。 

    次回の浩養幼稚園検討協議会の開催は浩養小学校と書いてあるが，学

校で行うのであれば校長先生や園長先生も一緒に参加した方がよいと思

うがどうか。 

  教育総務課長 小学校の校長，教頭と幼稚園の園長，教頭に教育委員会に

来てもらい平成２２年度に対する打合せをおこなった。その中で教育総

務課としては，中がどうなるのかの絵を示した。その資料を１７日の浩

養幼稚園検討協議会でも示す予定である。幼稚園について十分理解して

おり，感謝している。幼稚園の園長，教頭は前向きに取り組んでおり，

引越しの話にまでなっている。実際に対応工事として３～４００万円だ

が，踏み台など以前に話したとおりに予算が通っているので間仕切りな

どの発注が終わった。 

 

  学校教育課 

  ・２月２日に佐世保市教育委員会の視察を受け入れた。 

  ・３月１２，１６，１９日に市立幼稚園，小学校，中学校の卒園式，卒業

式を行う。 

  ・２９日に富里中央公民館で教職員の辞令伝達式がある。 

  ・２月校長会議の伝達事項は別紙のとおりである。 

  ・２月９日に給食費滞納者の支払督促として１０名を佐倉簡易裁判所に申

立をした。１５日には佐倉裁判所の書記官から保護者に支払い督促を通

知した。１０名の内１名からの連絡により相談をした。全てではないが

前向きに考えてくれる保護者の方も出てきていることからうれしく感じ

る。 

  委員長 校長会議資料に平成２２年度とみさと教育プランについてとある

がどのような説明をしたのか。ふるさと学習として教育計画に入れると

書かれていたのでいかがか。 

  学校教育課長 とみさと教育プランについては，決定前の案のため，学校

教育課に係る部分だけを示している。英語活動コーディネーター，図書

館司書，個別指導補助員などの個々の事業については，各学校長宛に早

い段階で通知し，学校の意向等を確認している。ふるさと学習について

は３年生，４年生の先生を中心に５０名に出席してもらった。 

  委員長 長い時間をかけて教育プランを策定し，各学校でどれだけ内容を

含めて考えているかを知りたいと思う。卒業式や入学式に行くと教育方

針等が印刷された物が配られて学校の教育方針は分かるが，行かない学

校は全く分からない。各学校の教育方針が委員会に提出されると思うの



 15

で写しをもらいたい。 

 

  学校給食センター 

  ・２月３日に教育総務課と学校給食センター，㈱東洋食品の３者で学校給

食配膳業務に係る打合せをした。 

  ・８日から１０日まで全小中学校と幼稚園の給食配膳室訪問を実施した。 

  ・１０日から３月１９日まで食に関する指導授業を実施した。対象は浩養

小学校，富里小学校，富里中学校である。 

  ・３月１９日が３学期の給食最終日になる。 

 

  生涯学習課 

  ・３月１５日に富里市中央公民館で第２回富里市文化財審議会を開催する。 

  ・１７日に市役所分庁舎で社会教育委員会議を開催する。 

 

  生涯学習課スポーツ振興室 

  ・２月７日に第２８回富里市駅伝大会を開催した。参加チームは昨年より

１２チーム多い３７チームであった。 

  ・２５日に学校体育施設運営委員会と富里スイカロードレース大会実行委

員会事務局プロジェクトチーム会議を開催する。 

  ・２８日に第３０回富里市柔・剣道大会を開催する。 

  ・３月１０日に学校体育施設開放利用団体代表者会議を開催する。 

  委員長 駅伝大会の日は風が強かった。見ている人から言われたが，選手

が車道を走っているがすぐ脇を車が通っている。風にあおられて選手が

車の方へ行ってしまわないかと心配であったとの事だった。 

    襷の受渡し場所には監視員がいるが，途中途中には立っていない。今

まで事故がないのでいいが，いかがかと思った。 

 

  図書館 

  ・２月５日に図書館で第２回図書館協議会を開催した。 

  ・２２日から２７日までは蔵書点検のため特別整理期間として休館とする。 

  ・１１月末からインフルエンザ関連で自粛していたおはなし会，映画会に

ついては３月から再開する。歴史講座については講師との調整中であり

早い時期に実施したい。 

 

７ その他 

  委員 富里ＢＢＳ会という組織がある。ビッグブラザーズアンドシスター
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ズとして非行少年少女のケアをしたりする活動だが，活動の一環として

薬物乱用防止のためにロールプレイングで劇をしたりして具体的に子ど

も達に分かりやすいように危険性などを伝えている。 

    昨日も家庭教育学級で行ってきたが，タバコを何回かスパスパ吸うだ

けでフィルター・肺はこのような状態になると目に見えて分かる。富里

市では，なかなか声が掛からないと言っていた。佐倉市や四街道市，  

栄町などからは声が掛かって月１回活動している。富里市でもＰＴＡな

どのどこかの隙間時間でよいので，そういった活動ができるように，子

ども達への危険性をもう少し肌で分かるようにやればいいと思う。生涯

学習課の社会環境浄化活動の推進か学校教育課でもいいのでお願いした

い。 

 

８ 委員長閉会宣言 

  委員長 以上で第１３回定例会議を終了する。 


