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平成２４年度 第６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２４年９月２５日（火） 

         開会 午前１０時 １分 

         閉会 午前１１時４１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  武 井 勝 彦 

         委 員  佐々木 浩 二 

         委 員  森 田 惠 子 

         教 育 長  山 中  忠 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  小 野 祐一郎 

         教 育 総 務 課 長  髙 須 利 幸 

   学 校 教 育 課 長    滝 口 次 郎 

生 涯 学 習 課 長  中 嶋 保 雄 

         学校給食センター所長 

                   大 木 正 吾 

         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２４年１０月２４日  
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１ 委員長開会宣言 

  委員長 平成２４年度第６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２４年度第５回定例会議会議録承認（署名人：森田委員，山中教育

長） 

   

３ 教育長報告 

・８月３１日から議会がはじまり，今週末の２８日の最終日を残すのみとな

った。いろいろな議案や一般質問があったが，皆さんの協力で無事終了する

ことができた。 

 ・９月１７日に開催された富里市敬老会に出席した。市内には，７５歳以上

の方が３，９２３人いらっしゃるとのことであった。敬老会に出席されてい

る方は大変元気な方が多く，こういった方々の力を借りながら，富里市が素

晴らしい市になって欲しいと思う。 

 

４ 教育委員報告 

  委員 ９月５日に，千葉県総合教育センターで開催された教育委員研修会

に出席した。午前の全体会では，「教員の資質向上のための研修会のあり

方」をテーマにしたパネルディスカッションが行われた。千葉県教育委

員会委員長を座長とし，旭市教育委員会委員長，船橋市教育委員会教育

長，一宮町教育委員会教育長がパネラーとなって，３市町の研修の様子

が紹介された。話を聞き，自治体の規模によって研修内容が大きく異な

ることに驚いた。また，今後数年間で団塊の世代が退職し，教員の半数

近くが入れ替わり，研修体制の見直しが必要となるなど，大変な時期を

迎えると感じた。小・中学校の先生方は，成長めざましい９年間を受け

持つことになるので，その責任はとても大きい。それ故に，専門性を高

めることや指導法の改善，人間的な資質の向上，地域人としての資質の

向上，問題行為に関する事例研修など，多くのことが要求される。先生

方はとても大変であると思うが，子どもたちのために頑張って欲しいと

思う。また，午後からは，「教育委員会の点検・評価」をテーマとした分

科会に出席した。千葉県教育庁の大塚一朗氏が講師で，市川市教育委員

会の実践発表があった。中でも素晴らしいと感じたのは，千葉県教育委

員会の点検・評価であった。千葉県教育委員会の点検・評価は，事業の

成果がグラフ化されていたり，行程が５年分記載されていて，その間に

どのような施策が講じられてきたのかを，すぐに確認することができた。
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このような手法は，本市においても必要なことであると思う。私自身も，

点検・評価について，更に勉強していかなければならないと痛切に感じ

た。最後に，参加者の委員から，「自己評価をしっかりできる行政団体で

ありたい」という締めの言葉があり，まさにそのとおりであると思った。 

    また，９月１５日に開催された富里小学校運動会に出席した。運動会

の合言葉は「未来」で，「運動会ができる喜びをかみしめて，今を全力で

頑張ること，最高の未来に向かって，最強の仲間と心の絆を深めよう」

という，実行委員長の言葉があった。その言葉どおりに，応援合戦から

赤組・白組・青組の闘志がぶつかり合って，パワーを感じる運動会であ

った。一時は雨が降りはじめ，中断も心配されたが，子どもたちの熱い

思いが伝わったのか，雨も上がって，熱気あふれる競技や演技を見るこ

とができた。一年生の玉入れでは，競技をはじめる前にダンスをするな

ど，学年それぞれで工夫を凝らした競技が繰り広げられ，大変素晴らし

い運動会であったと思う。 

  委員 同様に，９月５日に開催された教育委員研修会に出席した。午前の

全体会の内容は，先ほど説明のあったとおりである。午後は，「安全対策

について」というテーマの分科会に出席した。分科会では，四街道市や

館山市の実践発表があった。四街道市では，平成１２年度に，青少年非

行問題に対応するため「四街道市青少年育成センター」を開所し，７５

名の補導員が街頭補導に従事しているとのことであった。また，不審者

情報をメールで配信し，８月末現在で２，８５５名の登録者に情報提供

しているとの説明があった。今年度は，既に１３件の情報を配信してい

るとのことであった。また，「子ども１１０番の家」は，２，４６０件の

登録があり，様々な問題に対して，努力している様子が伺えた。 

    次に，４月２７日に登校中の児童の死亡事故が発生した館山市の発表

があった。館山市では，事故発生後，市内の２８箇所について，県，市，

警察署等の関係機関に要望書を提出したとのことがあった。また学校で

は，安全マップの作成，交通安全教室の開催，自動車教習所において自

転車の安全走行の指導を実施してきたとのことである。事故のあった館

山小学校では，事故再発防止を目的に，保護者と地域の有志１７９名で

組織される「安全サポーター」を７月に発足し，安全対策に努めている

とのことであった。最後に総括として，千葉県教育委員会委員の野口芳

宏氏が，「ソフト面，ハード面での対策も大事であるが，一番大事なこと

は学校教育，家庭教育である。」と話されていたことは非常に印象的であ

った。私事ではあるが，先日，浩養小学校の通りを車で走っていた際，

対向車の大型トラックの脇を小学生が集団下校していた。大型トラック
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が通過した後，２名の児童が道路を渡ろうとしており，その内１名は渡

ることができた。もう１名も渡ろうとしていたので，「危ない」と思い，

私は停車し，渡るよう促した。児童が躊躇している様子であったので不

思議に思ったが，少しすると，後方から来た車が私の車を追い越してい

った。私は，児童の安全のために停車したが，よかれと思ったことが大

事故になってしまった可能性もあり，譲ること自体が疑問に思え，非常

に複雑な思いであった。こういったことは，学校関係者だけでなく，ド

ライバーに対しても指導が重要であると感じた。 

    また，９月８日に開催された富里北中学校の体育祭に出席した。猛暑

が危惧される夏休み明け第一週の体育祭であったが，厚い雨雲に日差し

も遮られ，体育祭に適した天候であった。富里北中学校の体育祭は，は

じめて拝見させていただいたが，赤組，白組，青組の３組の対抗で，３

組とも生徒が一丸となってチームワークがよく，一生懸命に競技してい

る姿に感動した。今年度，２０年振りに着任した戸村校長先生と話をし

たが，「富里北中学校の生徒はみんな仲もよく，まとまりのある学校で素

晴らしい学校である」と，誇らしげに話をされていた。これからも，明

るく活力に満ちた学校にしていただければと思う。 

  委員 同様に，９月５日に開催された教育委員研修会に出席した。午前中

の全体会は，先に委員が述べたとおりである。午後は，「道徳性を高める

教育について」というテーマの分科会に出席した。はじめに，県教育庁

教育振興部の渡部氏による話があった。県では，「命のつながりと輝き」

を独自の主題として，道徳教育の取組をしているとの説明があった。そ

の中で重点的な取組として，道徳映像教材を作成し，効果的に授業での

活用を図り，道徳教育を充実させるよう推進しているとのことであった。

渡部氏の話の後，実際の映像教材である「おばあちゃんは中学生」とい

うビデオを見た。そのビデオは，学習意欲に欠ける主人公が，学びたく

ても学べなかった祖母が夜間学校に通う姿や，その思いを通して学校で

学ぶことの大切さに気付くという内容であった。その後，浦安市と茂原

市から実践発表があり，両市とも独自の方法で，道徳教育の成果を挙げ

ており，大変よい内容であった。最後の質疑応答では，映像教材に関す

る質疑が多く寄せられた。映像教材の素晴らしさは，「読み聞かせでは伝

わらないことが子どもたちに伝わる」，また，「保護者と一緒に見れば，

親子で話し合うこともでき，家庭での道徳教育にもつながる」，「粘り強

く一つのことをやり遂げる姿を子どもたちに見て欲しい」，といった意見

が出され，中には「涙が出た」，という意見もあった。そういった意見が

あった半面，「県のビデオは胡散臭い」，「これを使用して子どもたちを導
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くための授業を行ったとしても効果があるのか」，「無駄ならやる必要は

ない」，「何を伝えようとしているのかわからない」，などの意見もあった。

この研修で私が感じたことは，同じビデオを見ても，委員一人ひとりの

意見が全く違うということで，非常に違和感を感じた。委員個々の価値

観がこれほどまで違うとなると，子どもたちに与える影響も大きく，結

果的にかなりの差が出ると感じた。私たち委員は，こういった点に留意

して，委員同士のより一層のコミュニケーションを図り，物事を広く見

て，深く感じて，的確な判断ができるよう努力して，子どもたちを導い

ていかなければならないと思った。 

  委員長 私も同様に，教育委員研修会に出席した。午前の全体会は，他の

委員と同様で，午後は，「教育委員会の点検・評価」をテーマとした分科

会に出席した。中でも参考になったのは，県教育委員会の点検・評価に

記載されている教育委員の活動実績が非常に充実している点であった。

私も，自分たちの活動状況のページを充実させたいと常日頃から感じて

いたので，今回の内容は大変参考になった。県の点検・評価に記載され

ている内容は，教育委員の活動の紹介だけではなく，その活動に対する

教育委員の意見も添えられていた。本市においても，教育委員がどのよ

うな活動をしているかをもう少し詳しく伝えることができるようにして

いきたいと思う。 

    また，９月８日に行われた富里南中学校の体育祭，１５日に行われた

浩養小学校・浩養幼稚園合同運動会に，それぞれ出席した。富里南中学

校では，最初に行われた１年生の１００メートル競走で男女とも一生懸

命に走っていた。２年生や３年生になると，男子は一生懸命に走ってい

たが，女子は後ろの方で固まって笑いながら走っている生徒が多かった

ことは少し残念であった。中学生の女子は，走ることが遅いのが恥ずか

しいのか，固まって走る姿が毎年見受けられ，その点は改善が必要であ

ると感じた。続いて行われた各学年のムカデ競争では，１年生は小ムカ

デ競争，２年生は中ムカデ競争，３年生は大ムカデ競争が行われた。大

ムカデ競争は大変で，アンカーの時点でかなり差がついてしまったが，

最後の最後まで応援している姿は，大変感動的であった。 

    また，浩養小学校・浩養幼稚園合同運動会は，「目指せ金メダル，力強

く踏み出そう浩養オリンピック」をスローガンに開催され，「浩養オリン

ピック」という呼称が随所に使用されていた。幼稚園児が，開会式から

小学生についていこうとする姿は，とても可愛らしく感動的であった。

小学生の児童が，幼稚園児と手をつないだり，声をかけて引っ張ってい

こうとしている姿は，とても素晴らしいと感じた。 
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５ 専決処分の報告 

 （１）行事の後援について 

教育長 報告第１号は，「日本ハム旗第１４回関東学童軟式野球秋季千葉県

大会」の後援について，平成２４年９月７日付けで承認したものである。 

＜質疑等＞ 

  質疑等なし 

 

５ 議案 

  委員長 議案第１号から議案第４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，富里市立小学校教職員の人事異動の内申について，

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，富里市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部

を改正する規則の制定について，教育委員会の議決を求めるものである。 

    次に，議案第３号は，富里市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部を改

正する訓令の制定について，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，平成２４年度富里市成人式の開催に伴う富里中

央公民館の臨時休館日について，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いする。  

 

（１）議案第１号 富里市立小学校教職員の人事異動の内申について（学校教

育課） 

学校教育課長 本議案は，現富里第一小学校長の國本與一氏が教育委員に

就任し退職することにより，その後任として，現学校教育課主幹の

薫氏が就任するものである。 

＜質疑等＞ 

  委員 教職員の人事異動に関して異議はない。しかし，今回の人事異動に

伴って指導主事の人員が減り，今まで以上に厳しい条件での勤務になる

と思う。今回の異動で仕事に支障はないのか，また，残る３名の指導主

事に負担はかからないのかお伺いしたい。 

学校教育課長 今回の人事異動が，学校に迷惑がかかることのないよう，

また，指導主事の業務が過重にならないよう，十分配慮していきたいと

思う。 

委員 教育次長にお伺いしたいが，人員の補充について対応することはで
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きなかったのか。 

教育次長 人員の補充について，北総教育事務所に要望したと聞いている

が，年度途中ということもあり難しいとのことであった。今後について

は，現在の４名体制の維持はもちろんのこと，増員を含めて要望してい

きたいと思う。 

委員 よろしくお願いしたい。 

委員長 同様に，人事異動に関して異議はない。先ほども意見のあったと

おり，これから年度末に向けて指導主事に負荷がかかることのないよう，

応援していくとともに，対応をお願いしたい。 

＜採決＞ 

議案第１号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（２）議案第２号 富里市立幼稚園児預かり保育に関する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 平成２５年度から，富里幼稚園において預かり保育を実施

することになったため，規則の一部改正を行うものである。 

＜質疑等＞ 

  質疑等なし 

＜採決＞ 

議案第２号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

（３）議案第３号 富里市立幼稚園児預かり保育実施要綱の一部を改正する訓

令の制定について（学校教育課） 

学校教育課長 議案第２号と同様に，平成２５年度から，富里幼稚園にお

いて預かり保育を実施することになったため，要綱の一部改正を行うも

のである。 

＜質疑等＞ 

  質疑等なし 

＜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 富里中央公民館の臨時休館日について（生涯学習課） 

生涯学習課長 平成２５年１月１３日に，成人式を開催する予定であるこ

とから，当日を臨時休館とするものである。 

＜質疑等＞ 
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  質疑等なし 

＜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）富里市立洗心小学校小規模特認校の指定について（学校教育課） 

  学校教育課長 洗心小学校については，児童数の減少に伴う児童の確保の

観点から，平成２２年度から平成２４年度までの３年間，市内全域から

児童を受け入れることができる小規模特認校に指定したものである。こ

の件については，平成２１年９月２４日に開催された定例教育委員会会

議において，実施要綱案と３年間の期限で評価をしていくとの内容で協

議をしていただいたところである。今回の協議は，今年度末で３年間の

期限を迎えるに当たり，今後の洗心小の在り方にも影響する，次年度以

降の小規模特認校の指定についてお願いするものである。 

    協議に入る前に資料の説明をさせていただきたい。１ページは，小規

模特認校の実施要綱である。先ほど申し上げた３年間という期限は要綱

には記載されておらず，定例会議での確認事項である。なお，小規模特

認校の指定をやめる際には，この要綱の廃止が必要となる。２ページは，

平成３０年度までの市内全小・中学校の児童・生徒数の推移である。平

成３０年度は，昨年度生まれたお子さんが就学するまでの期間である。

市内の小規模な学校である浩養小学校については，少ないながらもほぼ

横ばいという状況であるが，洗心小学校については，本年度４７名のと

ころ，平成３０年度は２８名となる見込みである。３ページは，洗心小

学校在り方検討協議会の席上で，洗心小学校の学区変更についての意見

が出された，洗心小学校に隣接している三区の児童数の推移をまとめた

資料である。４ページは，洗心小学校の児童数と学級数の推移である。

先ほど申し上げたとおり，本年度は４７名，既に複式学級が１クラスあ

るが，これについては増置教員で対応している。平成２５年以降の数字

について，二通り数字が記載されているが，例えば，平成２５年度の１

年生をご覧いただきたい。左欄の数字は，男４，女４，計８となってい

る。右欄の網掛け部分の数字は，男３，女３，計６となっている。左欄

の数字は住民基本台帳上の人数であるが，既にこのうちの５名が指定校

変更し，他校に就学する予定である。また，現在，特認校制度を利用し

て洗心小学校に就学している下の兄弟１名が，また，区域外就学で就学

している下の兄弟２名が，それぞれ入学する予定であるため，計６名と

なる見込みである。平成２６年度以降についても，区域外就学，指定校



 9 

変更，小規模特認校で就学している下の兄弟についても就学を希望する

前提の推計になっている。より実際に近く，最大に見積もった人数であ

るが，平成３０年度が２７名であり，住民基本台帳とほぼ同数となる。

５ページは，洗心小学校児童数の今年度の内訳である。学区内の児童が

３０名，小規模特認校・指定校変更・区域外就学の児童が１７名となっ

ている。６ページは，洗心小学校の運営に要する経費を推計したもので，

存続した場合，統廃合した場合に分けて推計している。また，校舎耐震

工事費についても概算の金額を記載している。７ページから１３ページ

は，９月１３日に開催された文教厚生常任委員会において，洗心小学校

について説明した際の資料と説明原稿である。１４ページは，平成２１

年１１月１７日に開催された第２回在り方検討協議会において，洗心小

学校の複式学級への対応に係る教育委員会としての見解について示した

資料である。１５ページから１８ページについては，昨年，保護者を対

象に実施したアンケートの集計結果である。最後の１９ページは，今回，

洗心小学校の先生方を対象に実施したアンケート結果の全文である。 

  委員長 小規模特認校制度については，就学時検診や入学説明会などで説

明してきたと思う。やはり，毎日の送り迎えが大変で二の足を踏んでし

まったのかもしれない。資料を見ると，この制度を活用しても人数は大

きく変動しなかったという結果がわかる。 

  委員 先ほども意見があったように，この小規模特認校の制度があまり機

能していないことはよくわかる。私の意見としては，もう１年延長して

もよいのではと思う。洗心小学校だからお世話になることができるとい

う児童が多いとは思うが，職員を増やすことが難しい現状では，先生方

の負担が増えているのではないかと思う。 

  委員長 希望する児童がいる限りは，小規模な環境の中で育ててあげたい

という気持ちは強い。しかし，現在のぎりぎりの教職員数では限界もあ

り，更に負担になる可能性もある。また，この制度を延長したとしても

効果が期待できるかどうかも懸念される。小規模特認校の制度がなくて

も，指定校変更の制度を活用することが可能であると思うので，私は，

小規模特認校制度を延長する必要はないと思う。 

  委員 ３年間，小規模特認校に取り組み，この制度を利用して就学した児

童が，少人数のきめ細かな指導で洗心小学校に適応し，ゆっくりでも成

長してきていることは素晴らしい成果であると思う。しかし，そこで働

く先生方のご苦労は，並大抵ではなかったとも思う。今年度は，増置教

員で対応することができているが，来年度以降は，市で個別指導補助員

の人数を増やすなどの対応をしていかなければ，効果のある教育活動を
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することは難しいと思う。そういったことを考えると，教員の確保が保

障されるのであればよいと思うが，それが難しい状況であれば，小規模

特認校を１年ずつ延ばしていくことはどうなのかと思う。入学した児童

が卒業するまでに６年かかり，６年後に洗心小学校がどうなっているの

かわからない。私としては，小規模特認校を１年ずつ延ばすのではなく，

指定校変更の制度を活用していけばよいと思う。 

  委員 私も同様に，小規模特認校を１年延ばすのではなく，指定校変更の

制度を活用すればよいと思うので，小規模特認校を延ばさなくてもよい

のではないかと思う。 

  教育長 資料の１４ページにあるとおり，洗心小学校の複式学級への対応

に係る教育委員会としての見解を，平成２１年１１月１７日に開催され

た第２回在り方検討協議会で示した。在り方検討協議会からは，小規模

特認校制度の活用などにより，児童を集めて欲しいとの意見があったの

で，お子さんの送り迎えなどを条件に，平成２２年度から実施してきた。

教育委員会としては，平成２２年度から３年間実施し，それでも複式学

級が避けられない状況であれば統合もやむを得ないという結論を出した。

今回，これを踏襲するのか，それとも原点に立ち戻って改めて結論を出

すのか検討が必要であると思う。推計では，平成２７年度は女子１名の

予定であり，１名で６年間を過ごすというようなことは避けたいと思う。

小規模特認校を実施しても，結果的に児童は増えなかったという現状が

ある。保護者は，自分の住んでいる地元で，小学校，中学校に通わせた

いと感じていると思う。私の意見としては，平成２１年度の教育委員会

の見解を踏襲していただきたいと思う。 

  委員長 私も，地域の子どもは地域の学校に行き，仲間意識を高めたり，

保護者同士の交流を深めていくことが大切であると思う。児童を集める

ためだけの小規模特認校であってはいけないと思う。私の意見としては，

小規模特認校を廃止し，洗心小学校のよいところをアピールしていきな

がら，指定校変更の制度で柔軟に対応すればよいと思う。 

  委員 私も，今までの意見は理解できる。おそらく，小規模特認校を１年

延長しても結果は同じだと思う。ただ，地域の人たちへの配慮も必要で

あると思う。地域の人たちは，小規模特認校の制度ができ，「教育委員会

でやってくれた」という思いがある。耐震補強工事を実施するかどうか

わからない状況であるこの地区の方々への配慮も必要であると思い，最

初に意見を述べた。 

  委員長 私も，この会議がはじまる前までは，１年ごとに延長し，地域の

方々の気持ちにそいたいと思っていた。しかし，教育委員という立場で
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子どもたちのことを考え，先ほどの意見を述べたところである。教育委

員会は，洗心小学校の子供たちのことを考えているということを伝えて

いきたいと思う。 

    ここで，指定校変更の要件について，学校教育課長に説明をお願いし

たい。 

  学校教育課長 指定校変更・区域外就学許可要件については，平成２２年

度作成の内規に基づいて実施している。全部で１４項目あるが，中学校

に係る要件２件を除いた１２項目について説明させていただきたい。

（１）身体虚弱・病弱・身体障害等の理由で，教育上の配慮を要する場

合，（２）交通量等の理由で，通学路が指定された学校より希望する学校

の方が安全な場合，（３）保護者の就労等により，放課後に希望校通学区

域内の祖父母等の家に子どもを預ける場合，（４）指定校通学区域内に学

童クラブがないため，学童クラブのある学校を希望する場合，（５）住宅

の改築等により，一時的に他の学区に転居した場合，（６）住宅の購入等

により，その住宅に転居することが確定している場合，（７）在学中の児

童・生徒が転居等にともない学区が変わる場合で，そのまま在学してい

た学校を希望する場合，（８）兄弟姉妹が就学している学校を希望した場

合，（９）家庭の事情により，住民基本台帳上の住所と生活の本拠地が異

なる場合で，生活の本拠地の学校に通学する場合，（１０）いじめ等学校

生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合，（１１）と  

（１２）は中学校に係る部分である。（１３）小規模特認校を希望する場

合，（１４）その他特別な事情から，教育委員会が必要と認める場合，と

なっている。 

  教育長 地域の方々からの要望もあるので，１年間延長して欲しいと思う。 

  委員 先ほどと意見が変わってしまうが，地域の方々の意見を尊重するこ

とも大事であると思うので，１年間延長する方向でよいと思う。 

  委員 私も，地域の方々の意見は理解できる。ただ，「１年延ばせばよいの

か」ということが気になる。洗心小学校区の在り方について，教育委員

会だけではなく，市長部局も含めて方針を出さなければいけないと思う。

小規模特認校を１年延ばせばよいということではなく，今後の計画をし

っかり打ち出さなければ，住民の理解は難しいと思う。私の結論は，延

ばさなくてよいと思う。 

  委員長 私は，洗心小学校だけではなく，南部地区全体の学校をどのよう

にしていくのか考えたいと思うので，小規模特認校を延長するのではな

く，子どもたちの教育を優先に検討していきたいと思う。 

    委員全員の意見をまとめると，平成２５年度は１年間延長していく方
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向となった。よろしくお願いしたいと思う。 

  学校教育課長 現在，指定校変更の相談を受けている児童の保護者に対し

ては，「洗心小学校は，存続又は統廃合が議論されているので，その状況

を理解の上就学していただきたい。」と説明している。小規模特認校に対

しても，同様の説明をしてよろしいかお伺いしたい。 

  委員 そのことについては，最優先で伝えていかなければならないと思う。 

  委員 私も，事前に伝えるべきであると思う。その条件を伝え，洗心小学

校に就学するかどうかは保護者の判断であると思う。 

  委員 私も，同意見である。 

  委員長 私も，同様である。事前に説明をお願いしたい。 

 

（２）行事の後援について（生涯学習課） 

  生涯学習課長 行事の後援については，平成２４年１２月２４日に開催

される，東日本大震災復興支援「倶楽部グリー  クリスマスファミリー

コンサート  ｉｎ  成田」の後援である。後援内容は，ポスター，チラ

シ等への名義使用である。 

＜質疑等＞ 

  質疑等なし 

 

８ 報告事項 

委員長 報告事項について，それぞれ報告願う。 

 

（１）月例報告（各課等） 

  教育総務課 

  ・９月は議会が開催され，２８日に最終日を迎える。１９日には決算審査

特別委員会が開催され，無事終了した。 

  ・１０月２４日に教育委員会定例会議が開催される。 

 

  学校教育課 

  ・９月４日に富里市校長会が開催された。 

  ・９月から１０月にかけて，小・中学校の運動会・体育祭が開催されてい

る。今までのところ，事故なく，無事終了したとの報告を受けている。

また，就学時健康診断，北総教育事務所の訪問も予定されている。 

  ・１０月２７日に，市制１０周年記念作文発表会，教育講演会が開催され

る。教育講演会については，現在のところ，学校からの申込が２１３名，

窓口での申込が６３名となっている。教育講演会については，１０月１
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日号の広報１面に掲載する予定となっているため，参加者が増えること

を期待している。 

 

学校給食センター 

  ・９月３日に，二学期の給食を開始した。 

  ・９月７日に，学校給食センター施設統合事業土地収用法関係事業認定申

請を行った。 

  ・９月１２日に，学校給食センター施設統合事業に係る第１回目の実施設

計打ち合わせを行った。 

 

  生涯学習課 

  ・９月２７日から１０月６日まで，富里ユネスコ協会主催事業として，「絵

で伝えよう！わたしの町のたからもの絵画展」が開催される。市内の小

学校から１１３点が出展され，１０月６日に表彰式を予定している。 

  ・１０月１３日に英語ふれあいＤａｙが，２８日に第４５回文化祭囲碁大

会が，それぞれ開催される。 

  ・９月２３日に，総合型スポーツ富里桜クラブスポーツイベントが，洗心

小学校を会場に開催された。これは，来年度を目途に設立を予定してい

る「富里南桜クラブ」のプレイベントである。 

  ・１０月８日にとみさとスポーツ健康フェスタが，１０日に富里スイカロ

ードレース大会実行委員会事務局会議が，それぞれ開催される。 

 

図書館 

  ・９月５日に，０歳児おはなし会を子育て支援センターで開催し，１８名

が参加した。 

  ・９月１１日に，ゆめ・仕事ぴったり体験として，富里南小学校の児童４

名が来館した。 

  ・１０月１４日に第３回富里歴史講座が開催される。 

 

 

９ その他 

  委員長 本日の定例会をもって退任される山中教育長にご挨拶をお願いし

たい。 

教育長 吉冨前教育長の後任として，平成２１年４月から三年半勤務して

きた。教育長としての仕事は初めてで，大変貴重な経験をさせていただ

いた。三年半を振り返ってみると，目の前の課題と長期的な視野に立っ
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た課題に対し，皆様のご指導，ご協力，ご援助をいただきながら取り組

んできた。私にとっても有意義で，貴重な三年半であった。長い間お世

話になり，感謝申し上げたい。 

 

10 委員長閉会宣言 

  委員長 以上で，平成２４年度第６回富里市教育委員会定例会議を終了す

る。 


