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平成２６年度 第３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２６年６月２４日（火） 

         開会 午後３時 

         閉会 午後４時４２分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  委 員 長  武 井 勝 彦 

         委員長職務代理者  佐々木 浩 二 

         委 員  森 田 惠 子 

         委      員  會 田 直 子 

         教 育 長  國 本 與 一 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  髙 須 利 幸 

   学 校 教 育 課 長    佐 藤   浩 

         学校給食ｾﾝﾀｰ所長  大 木 正 吾 

生 涯 学 習 課 長  榊 原   孝 

         図 書 館 長  根 本   優 

 

５ 事務局職員  教育総務課課長補佐 中 津 義 孝 

 

 

平成２６年７月２３日  

 

  署  名  人 

 

 

  署  名  人 

 

 

  会議録作成人 
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１ 委員長開会宣言 

  武井委員長 平成２６年度第３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２６年度第２回定例会議会議録承認 

（署名人：武井委員長，佐々木委員長職務代理者） 

 

３ 教育長報告 

・５月２８日，魅力ある学校づくりの研究指定を受けている富里南小学校と

富里南中学校に国立教育政策研究所と千葉県教育委員会の先生方の学校訪問

があり，同席した。なお，この日に提供された牛乳に異味があったことが他

市から報告があった。本市では翌日から牛乳の供給を停止し，６月９日の月

曜日に再開した。保健所の検査では原因が特定されなかった。 

・６月２日から１９日まで６月定例議会が開かれた。６月１９日に開かれた

全員協議会において洗心小学校校舎耐震補強工事に係る入札の不調について

説明した。 

・６月１３日から２０日まで，小中学校校長の目標申告ヒアリングを行った。 

・６月１４日，PTA 連絡協議会バレーボール大会が行われ，ソフトバレーの

部では富里小学校 PTA，ハードバレーボールの部では富里中学校 PTA がそれ

ぞれ優勝した。 

・６月１９日，千葉県教育庁北総教育事務所長の訪問があったので富里中学

校の授業を参観した。管理主事訪問，次長訪問が７月１４日まで予定されて

いる。 

・６月２２日，第３１回富里スイカロードレース大会が１万２，２４９人の

選手の受付により，開催された。 

 

４ 教育委員報告 

委員 ６月２２日，スイカロードレース大会に役員として出席した。給水

所や駐車場のボランティアとして参加したことがあったが，今回，初め

てスイカロードレース大会の全容を見たという気がする。 

  印象的なことは，参加したランナーが楽しそうであったことである。

走っている様子や給スイカ所で食べている様子，ゴールした後も素晴ら

しい笑顔であった。苦しいとか辛いというイメージを持っていたマラソ

ンであったが，走ってみようかなと思う大会であった。 

  救護，パトロールなど様々な役割の方が動いている様子をみて綿密に

計画されていることが伺われた。 
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委員 今年のスイカロードレース大会は，ときおり小雨が降る中，昨年と

比べると大分涼しく感じられる大会であった。参加者にとっては，走り

やすいのではないかと思った。記録をかけて走る人，完走することを目

的として楽しんで走る人，仮装してイベントとして参加することを楽し

んでいる人がいた。色々なランナーがいたが，無事にゴールをしてくれ

ることを願って見ていた。５キロ・１０キロのスタート地点，給スイカ

所，３キロ福祉センター前の給水所を見て回った。 

  ５キロのスタートの際，時間に間に合わない人がいたが，昨年と比べ

ると混雑が少なかったと感じた。給スイカ所において，先頭集団は混雑

がなかったが，１０キロランナーの中間から後続グループになると，立

ち止まってスイカを食べる人と走り抜けようとする人との混雑があり，

ボランティアや警備員の方たちが声を掛けていたものの，なかなか混雑

は解消されず，何かよい方法がないものかと感じた。３キロの走者が一

斉に福祉センター前を通過する際，給水が間に合わなかったため，ボラ

ンティアの人数を増やすか，給水の方法を考えてみてはどうか。 

  ゴール後も楽しい抽選が用意されており，参加者は心から楽しんでい

ただけたと思う。多くのボランティアの方，実行委員を含め，様々な準

備を進めてきた全員に感謝をする。 

委員 ５月２８日，千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会に参加し

た。 

  国立教育政策研究所教育課程調査官田村氏による２１世紀型学力を創

造するという特別講演があった。会場内の各市町村の委員全員が気持ち

を集中し，楽しく聞けるものであった。 

  講演の内容は，２１世紀型社会は自ら学び，共に学ぶことが大事であ

り，個別・受身から探求・協同に変える。言い換えれば，教師中心から

学習者中心に変えるということである。そのためには，総合的な学習を

取り入れ，児童生徒が自主的にテーマを決め，研究し，自由な意見交換

をすることにより学力の向上が期待できるというものであった。 

  平成２５年度全国学力学習状況調査では，総合的な学習に取り組む生

徒ほど，Ｂ問題の平均正答率が高いというデータが出ているとのこと。 

  全国第一位の秋田県は，全国平均に比べると総合的な学習を取り入れ

た割合が高いということであった。友達からの情報を受信し，友達に向

けて自分の情報を発信する。そして自分の中で情報を再構成することで

学力向上に繋げるというものであった。 

  講演においては，田村氏が一方的に話をするのではなく，テーマごと

に会場全体に質問を投げかけて，周囲の人と相談をして，わかる人は挙
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手をしてくれと求めたり，ステージから客席に降りてきて声（答え）を

聞いたりするなど，話を聴かせる，気持ちを一つにさせて行う講演であ

った。まさしくこれらの方法がこれからの授業スタイルなのだと思う。 

  田村氏は，佐倉市染井野小学校で去年１年間指導されていたという。

可能であれば田村氏を招いて，市内の教職員，保護者にも是非，聞いて

いただきたい講演である。大変勉強になった講演であった。 

 

５ 専決処分の報告 

國本教育長 報告第１号，「子供から大人まで楽しめるサマーコンサー

ト」の後援と「第１回親守詩千葉県大会」の後援については，平成２６

年６月１７日付けで承認したものです。以上，報告する。 

 

生涯学習課長 子供から大人まで楽しめるサマーコンサートは，Ｍusic 

Ｐerfume という主催者からチラシ，ポスターへの名義使用についての

後援申請があった。対象者は小学生から大人まで，童謡などを通して，

親子の絆を深めるという趣旨である。社会教育施策の推進上，賛同でき

るものとして後援を承認した。 

  次に第１回親守詩千葉県大会は，NPO 法人 TOSS 千葉子ども教育プロ

ジェクトが実行委員会方式で主催するものである。申請内容は，チラシ

の名義使用，教育長賞賞状の授与である。親守詩とは，子どもが作った

五七五の上の句を感謝の内容で表現する。保護者が七七の連句で親心と

して表現をするというもの。社会教育施策の推進上，賛同できるものと

して後援を承認した。 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

 

６ 議案 

武井委員長 議案第１号について，提案者である國本教育長から提案理由

の説明を求める。 

 

國本教育長 議案に対する提案理由について説明をする。 

  議案第１号富里市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について，

平成２６年３月３１日で任期満了となったため，富里市学校給食の設置

及び管理に関する条例第６条の規定により，教育委員会の議決を求める。 

  なお，任期は，平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までと

なる。よろしくご審議の上可決されるようお願いする。 
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武井委員長 議案第１号を審議する。 

 

（１）議案第１号 富里市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

学校教育課長 任期２年の委員について，任期満了による委嘱である。２

号委員，３号委員，５号委員は新任で１号委員，４号委員は再任で議決

を求めるものである。 

 

＜質疑等＞ 

   質疑等なし 

 

＜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。 

 

７ 協議事項 

（１）学校適正配置検討委員会答申について（教育総務課） 

 

武井委員長 それでは，前回の協議で承認した事項について，おさらいし

たいと思う。 

  学校適正配置検討委員会答申の２番目のうち「子どもたちに公平な学

習環境を提供するため、複式学級を解消するよう学校規模の適正化に取

り組むものとする。学校規模が過小（５学級以下）であり複式学級が設

置され、他校との教育格差が生じるおそれがあると推測されるとともに、

今後、児童が増加する見込みが極めて少ない学校については統合が必要

な学校とする。」 

  この部分については，教育委員会としても理解し，子どもたちに公平

な学習環境を提供するため，複式学級を解消するよう学校規模の適正化

に取り組むものとし，複式学級の解消が見込まれない場合には，統合は

止むを得ないものとして進めていこうということになった。 

  ただし，洗心小学校の統合先を富里南小学校とするのか，浩養小学校

とするのかについては，改めてここで協議を行うこととする。大事な協

議なのでよろしくお願いする。 

  それでは，学校適正配置検討委員会（答申）において，統合先を富里

南小学校としたことについて，どのような経緯や議論があったのか，教

育総務課長の説明を求める。 
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  教育総務課長 学校適正配置検討委員会において，洗心小学校の歴史的な

位置づけを紹介している。洗心小学校は，昭和２６年４月１日に創立し，

その前は富里南小学校の分校であった。浩養小学校は，同じように富里

南小学校の分校として存在し，昭和２３年４月１０日に創立した。 

    学校適正配置検討委員会の第１回会議で配付した学区概略図を見てい

ただきたい。洗心小学校区は一番南側の部分である。洗心小学校区の左

隣の富里南小学校区を挟んで，その左隣が浩養小学校区である。 

    この学区概略図を見ていただいて，学校適正配置検討委員会で考えて

いただいたところである。第３回の会議録の中では，「現実的に洗心小

学校が複式学級を解消できない場合はどうするのか。洗心小学校と浩養

小学校が一緒になる選択肢もあるが，地図を見たときに飛び地になるわ

けであり，学校経営から考えると現実的に難しい。隣接（南小学校）と

統合するのが良いと思う。」という委員長発言があり，「洗心小学校は

隣接する富里南小学校と早急に統合することが妥当である。」という答

申が出てきたものである。 

  武井委員長 洗心小学校在り方検討協議会では，洗心小学校が統廃合され

るとなったときの統合先について，何か意見が出たことがあるか。 

  学校教育課長 これまで洗心小学校在り方検討協議会が８回開かれている。

平成２４年６月２０日の第４回検討協議会において，どこと統合するの

か。既に青写真ができているのではないかという質問があり，当時の学

校教育課長が「教育委員会では浩養小学校が適当であろうとの意見は出

たが結論ではない。もし統合をするとすれば洗心小学校に通っている子

どもや保護者の気持ち，統合先の浩養小学校あるいは富里南小学校の考

え方等を充分に伺いながら，どこが最も適切であるのかを詰めていきた

い。」と答弁している。 

    前回行われた平成２６年５月１４日の第８回検討協議会では，富里南

小学校との統合は書かれているが，浩養小学校との統合は考えていない

のかという質問があり，教育総務課長が「洗心小学校と接しているのは

富里南小学校であり，浩養小学校は富里南小学校区の先にある。またい

で浩養小学校と統合することはないと思われます。」と答えている。 

 

  委員 統合先を富里南小学校とするか浩養小学校とするかについては，教

育委員会で決めることか。地元の意見を取り入れるということではない

のか。 

  教育総務課長 結論からいうと教育委員会が決定するものと考える。 
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 洗心小学校の創立の経緯からすると，親の学校は富里南小学校である

ので統合するとしたら富里南小学校にいくべきだという意見の方もいる。 

    前回の第８回在り方検討協議会では，スクールバスで通うとすれば，

浩養小学校に行くのも富里南小学校に行くのも同じであるので，浩養小

学校でもよいのではないか，という話があった。地元の意見は尊重すべ

きものであるが，最終的には教育委員会で判断すべきものと考える。 

  武井委員長 これまで洗心小学校在り方検討協議会が開かれ，地元の方と

の話し合いが行われ，教育委員会にも地元の考え方が伝わってきている。 

前回の会議では，地域の中核となっている洗心小学校を廃校にするこ

とは，とても大変な問題である，地元の方の気持ちはよくわかる。しか

し，現在，通っている子どもたちが１０年後，２０年後に健やかに成長

できるよう洗心小学校の統合を決断したものである。 

    それでは，洗心小学校の統合先を富里南小学校か，浩養小学校か，そ

れぞれのメリット，デメリットについての意見をいただきたい。 

  委員 洗心小学校が浩養小学校と統合した場合，複式学級が解消されるも

のの，状況（１学年１クラス）は変わらないのではないかと思う。 

    複式学級になるかもしれないという不安や再度の適正配置（統合）の

不安が保護者につきまとうのではないかと思う。 

    情緒障害や知的障害のある児童がいる場合において，特別支援学級が

浩養小学校にはないので，よりよい居場所の提供について手立てが限ら

れてしまうのではないかと思う。 

 洗心小学校が富里南小学校と統合した場合，洗心小学校が富里南小学

校に吸収されると感じる児童や保護者が多くいるのではないかというこ

とについては，ジョイントスクール構想もあるので，統合した後に学校

名を南学園に変えるとか，校舎を塗り替えるなど新しい学校というイメ

ージを作って，富里南小学校に統合することがよいと思う。 

委員 洗心小学校が浩養小学校と統合した場合，メリットは，洗心小学校

と浩養小学校が学校間で交流をしているので，今の子どもたちは，問題

なくスムーズに仲間に入っていけると思う。また，浩養小学校は，小規

模校の特色を生かした，学習スタイルが確立してきており，教育的な効

果をあげている。学力の向上にも繋がっていると思う。授業参観に参加

した際には，全員が発表ボードに自分の考えを掲示して，全員が発表す

るという学習スタイルをとっており，素晴らしいことであると感じた。

そのような実績がある学校なので，洗心小学校の子どもたちが浩養小学

校で学べると，子どもも保護者も統合した後の充実感があると思う。 

 洗心小学校は過小規模校，浩養小学校は小規模校であり，浩養小学校
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は，洗心小学校と似たような環境の中で充実した学習活動が実際にでき

ているので，無理なく（洗心小学校の）子どもたちが入っていけると思

う。浩養小学校であれば，ある程度の学習の集団的な話し合いが可能で

あると感じている。しかし，２校が一緒になっても，それほど大きな人

数の変更は期待できず，結局は１学年で単学級となってしまう。そこが

問題であると感じている。 

 単学級であると交友関係も特定され，何かトラブルがあったときも改

善するのは難しい。統合するのなら，クラス替えができる規模の学校に

していかなければならないのではないかとも思うが，浩養小学校と統合

すれば小規模校としての良さを実感できるだろうとも思うし，浩養小学

校と統合すると先々の統合問題の心配にも頭を悩ますことになるだろう

し，私自身として結論が出ていない状況である。 

委員 メリット，デメリットで考えてしまうと，背中合わせの部分があっ

て，優劣つけがたいという感じがする。メリットだけで考えたほうがよ

いのかと思う。浩養小学校との統合を考えた場合は，地域が似たような

状況の保護者世帯である。農村地帯で仕事柄，保護者もつながりのある

世帯が多い地域である。学校側として運営していきやすいのではないか

と考える。洗心小学校と浩養小学校が一緒になると，あまり効果がない，

期待ができないのではないかという意見もあるが，私は，富里南小学校

と統合することになると，クラス，人数が多すぎるのではないかと感じ

る。洗心小学校，富里南小学校に学校訪問した際，富里南小学校では，

授業中であっても落ち着きのない児童の様子がみられた。時間をかけれ

ば（児童の落ち着きが）改善されるものであろうが，現時点で富里南小

学校と統合するのは，どうなるのかなという疑問がある。 

  いずれにしてもバス通学となることを考えると，距離の問題は考えな

くてもよいと感じる。 

 南小学校の高学年は自転車通学が可能であるので，洗心小学校が富里

南小学校に統合した場合，高学年になれば自転車通学を許可せざるを得

ない。芝山側からの通学も許可をするので通学距離が長くなる。今の交

通状況上，危ないと感じる。いずれにしろ統合先をどちらとするか，何

ともいえないというのが現在の考えである。 

  武井委員長 洗心小学校が浩養小学校と統合する場合は，学校規模が近い

こと，交流も行っているため，在校している児童は，スムーズに入れる

のではないか。山武市，芝山町から来ている子どもたちは，少し離れた

浩養小学校に通学するのかを考えると疑問がある。おそらく地元に通う

ことも考えられる。人数としては，それほど増えないということになる。
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先を見越した場合，クラス替えができない。統合した後にも複式学級の

可能性がある。いま在校している子どもたちの中では統合は起こらない

としても，二区という地域が浩養学校区と統合し，次に南小学校区と２

回目の統合という問題も考えられる。難しい判断になる。教育長は大き

い学校，小さい学校を経験されている。意見を伺いたい。 

教育長 分校，本校であったという歴史的経緯があったことについて，心

理的な結びつきがあるということ，学校区が隣接していることは，児童

の交流，保護者の交流など，基本的にはメリットであると思う。 

  学校統廃合の経験はないが，答申の（３）本市における基本的な考え

方で「１学年複数学級を確保できる１２学級～１８学級を適正規模とし

ている。」とあるが，小学校も中学校もクラス替えができることが望ま

しいので適正規模であるということが原則論としてある。 

  統廃合をするときに当たっては，適正規模に近づけていくことは基本

的な考え方に沿った方向性である。ただ現状は，富里市内に１２学級を

下回っている学校が複数あり，一挙に望ましい規模にしていくというこ

とではなく，あくまでも原則論である。最終的な結論を出すのは難しい

が，どこかをよりどころにして結論を導く必要があり，色々な意見をだ

して慎重に決めていくものである。 

  武井委員長 先ほど委員から報告された講演内容は，今後の子どもたちの

授業活動では先生の一方的な授業ではなく，子どもたち同士が話し合っ

て進めていくことが大事であるとのことであった。私もどこかの学校参

観で子どもたち同士が進める授業を見て素晴らしいと感じたことがある。 

浩養小学校は，人数が少ないが立派に授業をされている。ある程度の

人数がいたほうが，授業内容が良くなっていくのではないかと思う。 

  委員 どちらがよいとはいえないが，小規模校には小規模校ならではの良

さがある。大きな学校，子どもたちが多ければ多いほど，色々な子ども

たちがいるのは当たり前のことである。自分とは違う色々な価値観の子

どもがおり，人数が多ければ多いほど，価値観の違いが出てくるのは明

らかである。だからこそ子供たちは，色々な人と接することによって，

切磋琢磨されていくのではないかと感じる。色々な問題も起こるし，人

数が少なければ目が届き，大きな問題にならないうちに手が打てること

もある。色々な考えの子どもたちと接することは，すごくいいことでは

ないかと思う。子供たちは，傷つくこともあるかもしれないが，学習し，

成長していく糧になると思う。一概に人数の多い，少ないではなく，

色々な人の考えを聞けるような環境の中に子どもたちを置いてあげるの

が大事ではないかと思う。 



 

10/13 

  武井委員長 ある程度の人数が必要であるということ。前回会議の意見で

は，洗心小学校と浩養小学校を参観したときに，人数の違いはそうでも

ないのだが，浩養小学校では子供同士の活動ができており，その活動が

できるのは，ぎりぎりの人数の違いではなかったかというものであった

と思う。地域の交流は大事であり，三区と二区は隣接しており，そうい

う面からみると（南小学校との統合は）スムーズにいくのではないかと

思う。 

  委員 クラス替えができることは理想であり，そういった意味では富里南

小学校との統合が理想であるが，富里南小学校と統合することにより，

浩養小学校が過小規模に陥ることも危惧される。 

    浩養小学校との統合は，いずれ統廃合の可能性もあり，２回統合を経

験しなければならないという意見が出たが，そうなるときは，富里南中

学校と関連して小中一貫校になるのではないかという気がする。 

    あまり先のことを考えるのではなく，今のことを考えたらいかがか。 

浩養小学校では，小規模校の学習の成果がよく現れているので，洗心

小学校は浩養小学校と統合するのがいいという考え方である。 

  武井委員長 富里市の場合は学園構想を進めているが，いずれは小中学校

の一貫ということで進んでいくのか。 

  教育長 小中一貫教育に取り組んで，うまくいっている例は，基本的に校

舎が併設されているところである。校舎が離れている一貫教育を行って

いる学校もあるが，児童生徒の交流，職員同士の交流が難しいと聞いて

いる。今のところ，校舎が隣同士にある整った環境でないと難しい。富

里市においては財政的な負担も大きいので，当面は校舎が一体となった

小中一貫教育は難しいと考える。現在は，離れた校舎であるが，一つの

学園を作り，小中一貫教育とまではいかなくても，できるだけ近づくよ

うな取組みを始めたところであり，これで成果を出していこうとしてい

るところである。 

武井委員長 ５年や１０年ではなく，将来を見据えた場合には，大きな学

校と統合するということが，子どもたちが安心・安定して教育の機会の

提供をできるという思いがあるのだが。 

  ここまで委員のみなさんの意見を聞いたところ，統合先を浩養小学校

とするか富里南小学校とするかについて，それぞれの学校のよい面があ

り，まだまだ意見が出尽くしていないと思う。今回の会議で決をとるこ

ともできるが，もう少しみなさんで考えるという選択もできる。 

  委員のみなさんどうか。採決をとるか。 
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教育長 例えば富里南小学校は規模が大きい，浩養小学校は規模が小さい

と違いがある。洗心小学校と富里南小学校は分校と本校の関係で学校区

が隣接している。浩養小学校も富里南小学校と分校と本校の関係であっ

た。浩養小学校と洗心小学校の学校区は隣接していない。隣接していな

くてもスクールバスを利用して解消できるという考え方もあるが，隣接

していることのメリット，隣接していないことのデメリットなどを次回

の会議で話していただきたいと思う。 

  武井委員長 一番よい結論を出していきたい。本日の協議については次回

までの継続協議としたい。よろしいか。～ 委員了承 ～ 

 

７ 報告事項  

（１）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・６月１９日，６月議会が終了した。 

・７月２３日，教育委員会定例会議を予定する。 

 

  学校教育課  

・６月１３日～２０日まで，市内小中学校の目標申告ヒアリングを教育長

とともに行った。 

・６月１６日～７月１４日，北総教育事務所の所長，次長等の訪問が行わ

れる。掲示物，授業の在り方など，よりよい改善のための訪問である。 

・７月下旬，市内小中学校の職場がどういう雰囲気であるのか教育委員会

として把握するため，セクハラ，パワハラ，体罰などを見聞きしたこと，

感じたことがあるかについてのアンケート調査を行う。 

・給食費の徴収状況について定例報告する。平成２５年度分の徴収状況が

確定した。 

武井委員長 例年，先生方に対する研修会は素晴らしいものであるが，夏

季研修会の内容はどのようなものが行われるのか。 

学校教育課長 ７月３１日，夏季研修会として，午前中に全教員を対象と

する不祥事防止研修会，教育講演会を行う。午後からは６つの分科会に

分かれて研修を行う。 

学校給食センター 

・６月１３日，千葉県学校給食センター研究会第一地区総会を行った。 

・７月１７日，一学期の給食が終了する。終了後から８月にかけて新学校

給食センターに引越しを行う。 

・現在の工事の進捗状況は，床，壁の塗り工事，厨房機器の搬入が始まっ
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ている。７月１日に建物の検査を行い，７月１５日に引渡しを受ける予

定である。 

・８月１８日，新学校給食センターを披露するイベントを考えている。 

・８月２１日，幼稚園，小中学校の給食を調理し，配送，回収の全ての作

業を行う予定である。 

 

生涯学習課  

・６月２７日，旧岩﨑家末廣別邸保存活用基本構想策定委員会を開催する。 

・７月１０日，創年セミナー開講式を予定する。６０名の定員に対し４５

名で決定している。年齢は５４歳～８４歳で男性１６名，女性２９名，

そのうち初めての方が１１名であった。 

・７月５日，午前中に中央公民館で富里市代表選手結団式を行い，午後か

ら郡市民大会総合開会式が佐倉市で行われる。約１箇月間，各会場で各

競技が行われる。本市では７月１３日に剣道，２０日にバドミントン競

技が行われる。 

・７月２２日に水泳教室，２７日に水泳大会を予定する。 

・第３１回富里市スイカロードレース大会の速報として報告する。  

申込人数が，１３，５３１名，受付人数が１２，２４９名，完走者数が

１１，５６７名である。当日の気象状況は，小雨に近いものがあり，９時

３０分現在で２１.５度であった。救急搬送は２件あり，成田日本赤十字

病院に運ばれた方は当日退院された。日本医科大学千葉北総病院に運ばれ

た方は，念のための検査入院であった。家族からは退院の連絡がなく情報

を待っている状況である。 

手荷物預所の運営において，預けるとき，特にお客様の帰りの引渡しの

際，大変な時間がかかり長蛇の列となった。職員を中心とした役員の人数

を急遽増やし，対応したところであるが，結果として相当な時間をお待た

せし，帰りのバスの時間延長を行った。この事実についてのお詫びをスイ

カロードレース大会のホームページに載せた。次回の開催には運営を改善

していく。 

受け取らずに帰られたプログラム及びＴシャツ入り大会オリジナル巾着

15 点，スポーツシューズ 1 足，シューズケース入り女性靴 1 点，サング

ラス 1 点，傘 58 本については，個人の特定ができないのでホームページ

を通して御連絡をいただき，大会事務局の負担で送付することとした。 

また，忘れ物等についてもホームページを通して御連絡をいただき個人

の負担で送付することとした。 

図書館  
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・５月９日，浩養小学校市民図書室オリエンテーションとして，浩養幼

稚園の園児２１名が絵本等を借りていく事業を行った。 

・４月２９日～５月６日の祝日開館は，４，０７７名の利用で，１日平

均約８００名である。休日，平日の平均と比べると少ない印象がある。

子どもの入館者より大人の入館者が多数を占めていた。 

・５月３０日～６月２９日，利用者アンケートを実施する予定である。 

 

８ その他 

７月の定例会議は，７月２３日（水）に開催する。 

 

９ 委員長閉会宣言 

  武井委員長 以上で，平成２６年度第３回富里市教育委員会定例会議を終

了する。 


