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平成２６年度 第９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１１月２７日（木） 

         開会 午後２時２分 

         閉会 午後３時４４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１２月２４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 

  委員長 平成２６年度第９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８回定例会議会議録承認 

（署名人：武井委員長，佐々木委員） 

 

３ 教育長報告 

・１１月３日，福祉まつりが福祉センターで行われ，児童の標語やポスター

等の表彰式が行われた。 

・１１月８日，第７回富里市英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表

会があり，多数の参加者により行われた。ホームステイ体験者の発表もよく

分かる内容であった。 

・１１月１１日，生涯学習・家庭教育合同講演会が行われ，講師にマナーデ

ザイナーの岩下宣子先生を迎えて，「子どもに身につけさせたいマナー教

育」という内容の講演をしていただいた。 

・１１月１３日，富里市定例表彰式が行われ，８名と１組の方が表彰された。 

・１１月１４日，印教連定例常任委員会・教育長会議が開かれ，今年度の印

教連教育功労のことなどが話し合われた。 

・１１月１８日，第４７回富里市文化祭児童生徒作品展優秀賞表彰式では，

図画の部で９名，書写の部で９名が受賞した。平成２６年度生活リズム向上

標語コンクール優秀作品表彰式では，小学生が６名，一般の方が３名，それ

ぞれ受賞した。 

・１１月１９日，教育長顕彰式が行われ，優秀選手賞が９名，県民体育大会

賞が２８名，特別体育賞が６名，それぞれ受賞した。 

・１１月２６日，富里高校で平成２６年度学校を核とした１０００か所ミニ

集会が開かれ，授業を参観した。 

今後の予定については， 

・１１月２８日に１２月定例議会が開会し，１２月１８日までの会期となっ

ている。 

 

４ 教育委員報告 

委員 １１月７日，富里中央公民館講堂で行われた富里市特別支援教育合

同学習発表会に出席した。どの学校の発表もほのぼのとしていて素敵で

あった。子どもたちは自分の役割に一生懸命に取り組んでいた。今まで

の練習もきっと一生懸命であったのだろうと想像した。先生方の動きに
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もとても感心した。じっとしていることが難しい子どもや何をしたらよ

いか緊張で忘れてしまった子どもがいる中で，先生方が子どもたちに真

剣な眼差しを向けていた。子どもたちが成功する喜びを得られるよう，

いつでもフォローしようとする気持ちが見られた。それぞれの発表が終

わったあとは，子どもと一緒に先生も喜ぶ姿があり，信頼関係が築けて

いると感じた。とても素晴らしい発表会であった。 

委員 １１月１７日，富里第一小学校の北総教育事務所指導室訪問に出席

した。全体的に落ち着いた雰囲気の中で子供たちは学習に取り組んでい

た。６年生をゲストティーチャーとして招いた音楽の学習，２択クイズ

から始まる保健体育の学習など，子どもたちを学習に引き込む工夫が見

られ，子どもたちのやる気が全面に現れて楽しそうな授業が展開された。 

  特別支援学級の算数の学習では，電卓を使って２０パーセント引きの

商品を買い求めるという授業が行われた。子どもたちが意欲的にいろい

ろな商品の値引きの代金を求めていることに驚かされた。生活の中で役

立つ，まさに生きる力につながる授業であると思った。 

  なかには子どもたちの実態が様々で，苦労しながら指導している場面

も見られたが，校長先生の話にあった学力の向上を目指す方向に学校全

体が向かっていると感じられる授業参観であった。 

  １１月２１日，七栄小学校の学力向上交流会に出席した。国語と算数

の授業が展開され，近隣の市町から多くの先生方が参加された。国語の

学習では，ただ教材文を読むというだけではなく，最終ゴールを決め，

そのために読んだり調べたりするという単元構成で授業が進められてい

た。６年生の意見文を書くための構成メモ作りでは，ほとんどの子ども

たちが自分の意見をしっかり持ち，構成メモにまとめていることは素晴

らしいと感じた。 

  算数の学習では，問題把握のときに素材の提示を視覚的に工夫し，前

時（授業）の学習との違いをはっきりさせ，解決への見通しをしっかり

と持たせることで自力解決につなげていた。２年生の七の段の九九づく

り，４年生の複合図形の面積を求める学習も子どもたちは課題を解決し

ようと一生懸命に取り組んでいた。授業後の分科会では，参観された先

生方から活発な意見が出され，充実した交流会であり，学力の向上につ

ながる収穫があったと感じた。全体会では，平成２６年度の全国学力学

習状況調査の結果や千葉県教育委員会の学力向上の取組みが説明された。 

  県においては，学力向上に関するいろいろな事業が展開されているの

で，是非，活用していただきたいと思った。 

委員 １１月８日，英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表会に出
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席した。表情豊かに発表する姿は，見て楽しく，聞いて素晴らしいもの

であり，年々英語の語学力が向上していると感じた。 

  第２部では，１２月１０日から１７日まで実施されたアメリカホーム

スティ体験ツアーに参加した市内の中学生１２名の報告発表があった。 

  発表では，日本とアメリカの文化，授業の進め方の違いに関心があっ

たようで，今後も英語を勉強して将来に役立てていただきたいと思った。 

委員長 １１月５日，印旛地区教育委員会連絡協議会視察に参加した。午

前中は聖徳大学の生涯学習施設を見学した。川並弘昭記念図書館という

素晴らしい施設の中には研究課題を実践する場として活用できる子ども

図書館や聖徳博物館があり，快適な空間が造られていた。 

  その後，福留強名誉教授による講話があった。テーマは，市民が主役

のまちづくりというものであった。生涯学習の目的としては，生きがい

作りのために，生活を豊か（儲ける）にするために，地域を高めるため

に学ぶものであるとのお話であった。また，社会教育が衰退している現

在を大変危惧されており，生涯学習を進めることは街づくりが進むとい

うお話もあった。全国の取組み事例においては，酒々井町で行われた，

輝く壮年コミュニティ研究大会を紹介された。壮年の意義とは，という

話しの中で，７掛けの年齢で生きることを話されていた。例えば７０歳

の人は，歳だからと言わず，７掛けで４９歳という気持ちで，自己を生

かし，よりよく作り変えて積極的な生き方をしてくださいという内容で

あった。午後は，松戸市上本郷小学校で取り組まれている５年６年生の

言語活用科日本語分野，５年生の英語分野を参観した。ALT による英語

の授業は全て英会話で行うとともに，書くことを取り入れていたことが，

本市との違いであり，本市の英語教育もまだまだ工夫する必要があるな

と感じた。 

 

５ 議案  

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。 

教育長 議案に対する提案理由について説明をする。 

    平成２７年度富里市教育委員会の歳入歳出予算に係る意見について，

平成２７年度の歳入歳出予算の編成に当たり，教育委員会に係る予算へ

の配慮を求める意見書を市長に提出することについて，富里市教育委員

会行政組織規則第８条第３号の規定により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する。 

委員長 議案第１号を審議する。 
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（１）議案第１号 平成２７年度富里市教育委員会の歳入歳出予算に係る意見

について 

教育次長 本案は，歳入歳出予算に係る意見を市長へ提出するものであり，

各項目を記載している。この項目は，平成２７年度当初予算として要求

している重要な事業項目である。 

  まず，小学校施設耐震化の推進については，七栄小学校屋内運動場の

耐震化安全対策に関わる設計監理委託，工事である。市内小学校の耐震

化工事については，全て完了するものである。 

  中学校施設耐震化の推進については，市内中学校３校の屋内運動場に

ついて，小学校と同様に平成２７年度をもって全て完了させたいという

ものである。 

  教育指導事業の充実（ふれあいセンターの相談員の配置）については，

人員増の要望である。 

  英語教育の充実については，従来の ALT を活用するなど，さらに充実，

向上させるというものである。 

  ジョイント・スクールの推進については，義務教育６・３制を基礎と

する９年間を見通して，スムーズな中学校進学による不登校対策を目的

とし，各中学校を核としたその地域の小中学校の連携の推進である。 

  従来に引き続き，取り組むとともに，合わせて施設等についても整備

をしていくというものである。 

  旧岩﨑家末廣別邸保存活用事業の充実については，現在ある施設，家

屋がどのような状況であるのか，耐震上どうであるのかを調査して，今

後の修復作業とスケジュールを確立させるためのものである。 

  図書館運営事業の充実については，試験的に取り組んできた祝日開館

の実施を本格的に取り組むというものである。開館時間が増えれば人件

費等の経費が嵩んでくるため，積算して市長にお願いをするという趣旨

である。教育委員会の総見積要求額として歳入としては５億４千２４万

７千円，歳出としては１７億９千２１０万１千円，この予算を満額で獲

得できることが事務方としての思いであり，取り組んでいく。 

 

 ＜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。 
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６ 報告事項 

（１）「富里市教育委員会点検及び評価」及び「平成２７年度とみさと教育プ

ラン」に係るスケジュールについて（教育総務課） 

教育総務課長 富里市教育委員会点検及び評価については，平成２６年度

の完了評価を平成２７年３月に実施する。その後に教育長ヒアリング，

各課修正を行い，７月に外部評価者から意見を聴取，８月の教育委員会

定例会議で議決をいただき，９月議会で報告するスケジュールである。 

平成２７年度とみさと教育プランの策定については，平成２７年１月

に各課原案の作成を行い，教育長ヒアリング，各課修正を行い，３月の

教育委員会定例会議で議決をいただき策定するものである。 

 

（２）平成２７年度富里市立幼稚園児募集に係る入園願書交付及び入園願書受

付結果について（学校教育課） 

学校教育課長 浩養幼稚園は１０名に願書を交付して受付者は１０名，富

里幼稚園は６８名に願書を交付して受付者は６５名，向台幼稚園は１３

名に願書を交付して受付者は１２名であった。浩養幼稚園の５歳児は応

募がなかった。 

  総計では９１名に願書を交付して８７名の願書を受け付けた。今後，

１２月１日から随時，各幼稚園で先着順に（定員人数まで）募集を受け

付ける。 

  募集結果の総計では，平成２５年度は１０６名，平成２６年度は９５

名，今年度が８７名と年々１０名ぐらいずつ減っている。今年度の対象

幼児総数３６０名中８７名，約２４パーセントが公立幼稚園を希望して

いる。平成２５年度は２６パーセント，平成２６年度は２５パーセント

であったため，１パーセントずつの減である。 

  今年度の受付者数が大きく減ったように感じられるが，対象幼児総数

の３６０名に対し，平成２６年度と同じ２５パーセントで維持していた

とすると９０名の受付となるので，８７名の受付結果は，大きく減った

とはいいきれないのかなと考える。受付の内訳をみると，富里幼稚園が

昨年度５４名から今年度６５名，向台幼稚園が２６名から１２名である。 

  向台幼稚園の認定子ども園化を進めるという話が，向台幼稚園はなく

なるという風評に繋がったのかもしれない。 

委員 公立幼稚園に８７人が入園を希望し，残りの約３００人はどこにい

くのか。 

学校教育課長 年齢に達している幼児のうち８７人は公立幼稚園を希望し

ているということである。残りの約３００人のうち，市内私立幼稚園に
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あっては３歳から入園している幼児も含まれる。両親が共働きであるこ

となどにより保育園を希望する方もいる。そのほか，市外にも幼稚園が

あり，送迎があるので他の市町の幼稚園に就園することも考えられる。 

委員 向台幼稚園の入園希望者が昨年と比べて半数以下になっていること

は気になる。子育て支援課に聞いたところ，４，５歳児が保育園の入園

を希望する子どもが増えており，４，５歳児の待機児童もいるというこ

とも聞いた。幼稚園の時間外保育の在り方を検討していく余地があるの

かなと感じた。 

学校教育課長 来年度から公立幼稚園をあと１時間程延長することを考え

ている。この預かり時間をさらに拡大するとなると，１日３５０円を支

払い，時間を延長して幼稚園に通わせた場合と高いお金を支払って保育

園に行くことを比べると，民間保育園の営業の妨げになるかもしれない

という問題もありえる。職員の確保の問題もあり一概に拡大というのは

難しいと考えている。 

教育長 公立幼稚園の入園希望状況を子育て支援課に伝えて，どのように

考えるかを聞いた。現在，保育園の入園希望者は定数を超えており，認

定作業を進めている状況の中で，最終的には公立幼稚園を希望する方も

出てくるのではないかとのこと。新年度の公立幼稚園入園者数の確定に

は，若干の時間がかかるのではないかという話であった。 

  若干ではあるが，今日の受付者数よりは，増えるのではないかと見込

んでいる。 

（３）洗心小学校臨時保護者会について（学校教育課） 

学校教育課長 １０月２８日に行われた洗心小学校臨時保護者会における

保護者の発言内容については，大きく３つの種類になると思った。 

  １つめは，これまでの取組みに対して不十分だということ。小規模特

認校制度についてもっと広報をすべきであった，そうすればもっと児童

が増えたのではないか。送り迎えはすべて保護者の負担ではなく，途中

まではバスを出すなど，何らかの手立てをすべきであって，やるべきこ

とをすべてやっても複式学級が解消できないときに，初めて統廃合の議

論になるのではないかという，これまでの取組みに対する批判，不十分

であるということ。 

  ２つめは，統廃合の決め方という部分である。現在，通っている保護

者の意見を聞くべきである。もっと保護者だけの会，個々の意見を聞く

べきである。洗心小在り方検討協議会も回数や年数が経っているが，中

身が不十分であるとのこと。はっきりした方針を出さずに急に決まりま

したとの報告ではなく，もっと案の段階で示して，保護者の意見を吸い
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上げる話し合いをすべきであったというものである。 

 ３つめは，統合する時期が平成２９年４月というのがいかがなものか，

今後の入学を止めても今の１年生が卒業するまで洗心小学校を残すべき

ではないか。富里南小と統合することに今の富里南小学校に課題が多い

のではないか，教育環境が悪くなるのではないか，いじめがあるのでは

ないか，授業が成立していないのではないかと，みんながそう言ってい

る，聞いていると。 

 一番我々が考えなくてはいけないことは，いま通学している学校がな

くなると聞いた子供の気持ち，子どもの心のケアをどうするのかという

こと。これに関して校長先生と相談した。校長先生も不安な気持ちがあ

ったらいつでも話に来ていいよと児童に言っているが，どの子どもも相

談に来ていない状況であると聞いている。教育相談員やスクールカウン

セラーを洗心小学校に入れて心のケアをしていくことを考えている。 

 富里南小学校がどうかという点は，統合とは別の問題で，どの学校に

も課題はあるし，良い面もあるので理解していただくしかないと思う。 

 大人数の中で切磋琢磨して，力が延びていく部分があるはずなので，

マイナス面を強調して，だから洗心小学校を残したほうがいいという，

心情としてはわかるが，一面的な見方であるかなと考える。 

 総意としては，是非，洗心小学校をなくさないでほしいという切なる

思いが様々な意見の背景，土台があるという印象を受けた。保護者のみ

なさまから，（統合は）誰が決めたのか，決めるような人たちに，是非，

自分たちの意見を伝えてほしいとのため，ここで説明をさせていただい

た。委員の皆さまには忌憚のない御意見をいただきたい。 

委員長 これまでの教育委員会の取組みに対する不満については，実際に

私たちが，この場で何度も何度も協議を重ねてきたこと，また学校教育

課が窓口として対応してきたと思っている。 

  統廃合の決め方で，保護者の方に伝わっていないということについて

は，洗心小学校在り方検討協議会に PTA の代表がでてきて，そこでいろ

いろな意見が交わされ，そのことを保護者に伝えることは，在り方検討

協議会に出た保護者代表としての務めでもある。出てきた方の責任もあ

る程度はあると考える。 

  子どものケアは本当に大切なことであり，いまの子どもたちに対応を

していくことが大事であると考える。 

  他の市町で統合している学校は，よい結果が出ていると聞いているが，

実際に自分達の目で確かめたいと思っている。 

 富里南小学校の問題については，洗心小学校の保護者に授業展開を見
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てもらうということも一つの方法ではないかと思う。噂で広まって，思

った以上に低い評価が伝わっているのではないかと思うがいかがか。 

学校教育課長 富里南小学校の授業そのものについては，公開研究など予

告してある授業を教育委員会が来て，見ても駄目で普段の授業を見なさ

いと保護者に言われた。保護者の受けている印象では，各教室はざわざ

わとして落ち着きがなく，授業が成立しておらず，子どもたちはだらし

ない格好をしているという。ちょっと騒いだ子どもがいると，特別支援

学級に行きなさいと先生から指導を受けるとのこと。そこまでひどいと

は思えないが，富里南小学校区の保護者が，そのような状況を目の当た

りにして，富里南小ではなく小規模特認校制度を利用して洗心小学校に

行くのを選んだ，富里南小には行かせたくないのだといわれてしまうと，

それはそれで説得力があり，我々も毎日飛び込みで授業を見に行くこと

はできないので辛いのだが，マイナス面が少し誇張されているのではな

いかと思う。子どもの数が増えれば増えるほど，いざこざやトラブルが

増えたり，落ち着きのなさが生じることは事実である。それを通してお

互いを認めあったり，最初は喧嘩であっても理解しあえたり，多人数だ

からできる教育が確実にある。見かけ上では少人数であると平和である

と思うが，６年間過ごした後に耐えうる力，生き抜いていく力が大切な

小学校の期間で身に付くのかという不安がある。マイナス要素を強調す

るのではなく，その裏にあるプラスの要素に眼を向けていただきたい，

私は６歳から１２歳までが大事だという話をしたのだが，（富里南小学

校が）駄目だという前提があるので，そういう（多人数の）経験は中学

校に行ってからでも遅くない。富里南中学校は，生徒数が多いのだから

中学校にあがってからでいいという考えで理解をいただくのは難しいと

感じた。富里南小学校に限らず，ある程度の規模があって，落ち着きの

なさだとかマイナス要素がある学校については，教育委員会が回って指

導をするし，教職員の指導研修も行っていく。ちょっと騒いだ子どもに

対し，特別支援学級に行きなさいという暴言が教員からでるような学校

であっては，どこでも駄目である。全市の学校のレベルアップ，学力向

上にも繋がっていくことであるので，責務として指導をしていきたい。 

  また，保護者会で話をしたことを紹介すると，遠山中学校区の東小学

校が遠山小学校に統合された。統合するまでは子どもたちは不安であっ

たり，寂しがったりということがあったが，統合後に子どもたちに聞く

と，いままでできなかったことがみんなと一緒にできる，友達がたくさ

んできて嬉しいという声がたくさん出ているとのことであった。今の遠

山小学校の校長先生は，東小学校の校長先生であって統合と同時に子ど
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もたちと一緒に遠山小学校に行ったので，子どもたちの気持ちをよく理

解できるし，変化も把握できる。統合して本当に良かったという話を保

護者にしても，それはそこだからだよ，洗心小学校と富里南小学校は，

そういうふうにうまくいかないというのが前提にあるので，御理解をい

ただくのは難しい。実際に統合した後に，学校を元に戻すべきだという

声はあまり聞いたことがない。 

教育長 保護者会のときに特別支援学級の入級等について一部話題になっ

たが，その場では説明を聞いていただけないだろうと思い話をしなかっ

た。改めて機会を得て話をしたいと思っている。洗心小学校には，現実

に特別支援学級はなく，作ることも施設的に困難な状況である。 

  既に富里南小学校のように特別支援学級が開設されている学校につい

ては，学校から一方的に入級を進めることは一切なく，学校の管理職，

担任を含め，細心の注意を払い，最大限の配慮をもって保護者に話をし

ているはずである。保護者の方がこのことに対し，学校に不満があるな

どの話が教育委員会にあったこともないので，今後，御理解をいただけ

るよう，説明していきたいと思っている。 

委員長 教育委員はどのような人で，統合がどのように決まったのかとい

う話があったが，求めがあれば教育委員としてその場（保護者会）に説

明にいく気持ちがある。 

教育次長 直近の経緯と経過を改めて報告する。従来は，洗心小学校の在

り方検討協議会ということで，在り方を検討するという集まりであった。 

  今度は，PTA から教育委員会の方針が決まったようなので聞きたい，

ということで，その集まりに呼ばれた。私としては，初めての会という

認識を持っていた。いままで（洗心小学校在り方検討協議会に）代表は

出ていたが，言えなかったこととか，不安に思っていたことを率直に話

していただいたと思っている。今後について，洗心小学校在り方検討協

議会は，教育委員会の方針が定まったことで，組織体を変えていこうと

いう機運があるということを聞いている。 

  PTA の皆さんとしては，PTA としてどうするのかという検討を始めて

いるようだと聞いている。なるべく早い時期，年内に両方の組織に説明

をしたいと洗心小学校校長先生をとおして提案をしているが，回答がな

いので，両方の組織ともまだ形が定まっていないのかなという状況であ

ると思っている。PTA のみなさんも今の保護者だけではなく，OB である

とか，いろいろな PTA の方を集めて，教育委員会の決定事項に対し，ど

のように地域の子どもたちを参加させていくのかという議論にも繋がっ

ていただけるのかなということも期待しているので，今しばらく，会の
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形が整うまでは事務方で話を伺うということでやっていきたい。 

委員 会議録を読み，洗心小学校の保護者の皆さんが統合に大変不安を抱

いている気持ちや統合に反対の気持ちでいることがよくわかる。 

  それだけ今の洗心小学校は，保護者や子どもたちにとって，安心して

通える素晴らしい学校であると感じた。学校に訪問した際も子どもたち

が先生たちと深い信頼で結ばれて，すくすくと育っている姿を見ている

ので素晴らしい学校であると理解している。しかし，複式学級がこれか

ら先に解消する見込みがなく，教育の質の保障や教育の機会均等を考え

ると，保護者の皆さんと何度でも話をして理解していただくしかないと

考える。わたしたち教育委員が保護者の皆さんと話し合うことが必要で

あれば，させていただきたいと考えている。なんといっても子どもたち

を一番に考えていくので，今の子どもたちの心のケア，統合後の子ども

たちの心のケアを両面から考えて取り組んでいく必要がある。ただ言葉

で言うだけでなく，何をしたらよいのかを具体的に示すことが大事であ

る。平成２９年４月から統合することを決定したので，子どもたちの不

安を取り除き，よりよい統合にすることができるよう，教育委員会，学

校，保護者として，今何をすべきかを話し合える状況になってほしい。 

  富里南小学校においては，どこの学校でもいろいろな課題があると思

うが，特に富里南小学校は，統合に向けた環境を整える必要がある。 

  充実した学習環境を作り，心の教育，学校行事，教育活動など，洗心

小学校との繋がりということも大事である。２年先ではあるが，あっと

いう間に過ぎるものであるので，前向きに話し合いを早く進められたら

よいと思った。 

委員長 委員は，運動会，入学式，卒業式に出席し，洗心小学校の素晴ら

しい姿を見ている。委員の皆さんもそういう思いを持っていて，平成２

９年４月に統合することを決断したのは，子どものことを考えて，一番

良い環境で学習をさせてあげたいという思いから決定した。２年間で保

護者，地域の人に思いをわかっていただき，よい形で統合できるように

したい。 

学校教育課長 富里南中学校区では，魅力ある学校づくりを今年度，来年

度と研究指定され進めている。ジョイントスクール構想とも繋がってい

る。小学校と中学校のジョイントだけではなく，小学校同士も一同に介

して交流する。南学園の中での小学校３校は，お互いにあらゆる交流の

機会があり，来年度はもっと増えてくるので，統合を見据えた活動とし

て活用しながら，洗心小学校の子どもが富里南小学校を理解する，富里

南小学校の子どもも洗心小学校を理解するという，良い機会であると認
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識している。子どものほうが大人よりも適応力があるので，子どもたち

の教育活動，現場サイドから進めていきたい。 

委員 学校教育課長の話は説得力があるなと自分は感じている。 

  いち早く洗心小学校区の保護者，地域の皆さんに賛成していただきた

いという気持ちがある。子どもたちのケアについて，学校の先生方でケ

アをしても保護者が理解していただけないと。あんなところ（富里南小

学校）に行ってもしょうがないなどと，子どもたちの前で保護者が言う

と，どんなケアをしても否定されてしまうことが懸念される。学校から

家に帰ってきて，お父さん，お母さん，おじいさん，おばあさんといる

間に，その保護者は，子どもに対し，転校したくないよね，学校を無く

したくないよねと言っている間は，子どもたちも理解できないと思うの

で，保護者には理解をしていただきたい。東小学校の話があったが，統

合するときに洗心小学校の先生を富里南小学校に異動する人事は可能な

のか。 

学校教育課長 人事異動は，千葉県が行うのだが，校長先生は別として，

過去の例をみると，統合，分離したりする場合は，元の学校の先生の一

部が子どもたちと一緒に異動する。子どもたちが知っている先生がいる

と安心であるので，これも心のケアの一つである。特に東小学校のとき

は，たまたま校長先生も異動したのでさらに手厚くて良かったと思う。 

  そのときの状況にもよるが，要望を出して配慮をすることは可能であ

ると思われる。そのほか国の方針として統合先の小学校に対し，心のケ

アを考慮してプラス１人の先生を配置する人事的配慮がなされる。 

委員 保護者の統合に対する不安な気持ちがとてもよくわかった。この話

し合いも何のためにやっているかというと，子どものためを思ってやっ

ていることで，教育委員会も保護者も同じ方向を向いている。 

  子どものためにより良い結果となるように進めていきたい。保護者と

して子どもが喜んでいるときは，一緒に喜び，悩んでいるときは支えて

いきたいと思うので，保護者の支えは何よりも大切であるので，早く理

解をしていただけると，子どもにとっても良いことであると思う。 

委員長 これから保護者との話し合いがあり，２回目，３回目にも意見が

出されてくることと思う。保護者の方が統合に向けて前向きに進めて行

く気持ちになっていただけるよう丁寧な対応をしていただきたい。 

（４）平成２６年度図書館祝日開館利用状況について（図書館） 

図書館長 祝日の入館者数は１０，７９８名，貸出者数は２，４３６名，

貸出冊数は９，０９６冊であった。年度の初めは利用者にとって月曜日

は図書館が休みという意識があり，祝日開館を実施していることが浸透
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していなかったため，入館者数が伸びなかった。７月２１日海の日は，

子どもたちがたくさん来館した。１１月３日は，福祉祭りが実施されて

いたため利用者の伸びがあった。平成２７年度から本格的な祝日開館を

実施するため，規則改正の準備を行っている。 

（５）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・１１月２８日から１２月議会が始まり，１２月９日に文教厚生常任委員

会が開かれ，１８日が最終日となる。 

・１２月２４日１４時に教育委員会定例会議を開催する予定である。 

  学校教育課  

・１１月１７日，千葉県教育庁が主催する指導室訪問が富里第一小学校で

実施された。１２月８日に同じ訪問が浩養小学校で実施される。県の指

導主事がすべての先生の授業をマンツーマンで見ていただき，授業の終

了後，１対１で研修をする。非常に指導力のつく研修である。 

・１１月２１日，七栄小学校学力向上交流会も県の主催事業であったが，

七栄小学校の先生方や見に来た市内の先生にもこういう授業展開をする

と子どもたちが伸びるのだとわかる，よい研修であったと思う。 

・１２月２日，小中学校駅伝競走大会の準備がほぼできたところである。

初めての開催であるのでいろいろと工夫をしながら準備をしている。 

  当日，子どもの応援のほか，運営等を見ていただき御意見をいただき

たい。 

学校給食センター １１月１０日に第一調理場の解体工事及び施設統合改

築工事検査を実施し，南側の駐車場部分の手直しを進めている。 

太陽光発電設備の工事を引き続き行っている。１２月１８日で２学期

の学校給食を終了する。 

生涯学習課  

・１０月３１日から１１月３日まで文化祭を実施した。 

・１１月８日，英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表会を実施し

た。 

・１１月１８日，文化祭児童生徒作品展・生活リズム向上標語コンテス

ト・生活安全交通安全啓発標語の３部門の合同表彰式を行った。 

・１１月１９日，教育長顕彰を実施した。 

・１１月２４日，ふるさと学習（収穫体験）を浩養小学校区の農家の方に

協力をいただき実施した。大変好評であった。 

・１２月２日～１６日，芸術鑑賞事業を実施する。今年度は陶芸作品の展

示である。 
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・１２月７日，第８４回印旛郡市駅伝競走大会が開催される予定である。 

・１２月１２日，スイカロードレース大会実行委員会会議を実施する。今

年の決算と来年度の大会に向けた予算を審議する。 

委員 英語スピーチコンテストを参観する保護者が極端に少なかったよう

な気がしたが。 

生涯学習課長 出場者数，組数については，例年と変わらず，少なくなっ

た原因に思い当たるところはない。実施後のアンケートは好評であった。 

図書館 

・七栄小学校，富里中学校，富里小学校，洗心小学校でボランティアの

協力を得て，朝のお話し会を実施した。 

・１１月２３日，１日図書館員として２人の参加を得た。 

・１１月２９日から１２月５日まで，３年間の保存を経過した雑誌を希

望者に譲る。 

・千葉県公立学校教職員互助会から平成２７年度に向けて６０万円程の

図書購入をしていただける予定である。なお，県内対象市町村に行なっ

てきたこの事業は，平成２７年度をもって終了するとのことである。 

 

７ その他 

  （１）旧岩﨑家末廣別邸の特別公開について（生涯学習課） 

   市内在住の方を対象に５０組１００名を募集したところ，２１組４０名

の応募があった。１１月２９日午前中に２班体制で各１時間程度，特別公

開を実施する。実施内容は，敷地と建物を外から拝観する。 

  （２）委員 青少年相談員とともに鳥取県と島根県に行ったときの話をす

る。中学生が横断歩道を渡りきった後，ドライバーに対しお礼のおじぎを

した。何度かこういった場面に出会い，地域又は学校の指導方針であるの

か，運転ドライバーも譲らなくてはといけないなという気持ちになった。

大人も子どももお互いに良いことではないかと思った。 

 

８ 委員長閉会宣言 

 

  委員長 以上で，平成２６年度第９回富里市教育委員会定例会議を終了す

る。 


