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平成２７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２７年１０月２７日（火） 

         開会 午後２時 

         閉会 午後３時２３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  榊 原   孝 

   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  荒 居 富 男 

         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２７年１１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２７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２７年度第７回定例会議会議録承認（署名人：委員長，委員） 

平成２７年度第８回臨時会議会議録承認（署名人：委員，教育長） 

 

 

３ 教育長報告 

・９月２５日，富里市教育支援委員会会議が開催された。この会議は年３回

開かれるものである。 

・９月２６日に開催予定であった洗心小学校運動会は，順延となり２７日に

行われた。 

・９月２９日，スイカロードレース大会事務局会議が開かれ，第３２回大会

の報告と反省について話しあった。 

・１０月１日，教育委員会臨時会議が開かれた。教育委員にとっては新しい

1 年のスタートとなった。 

・１０月３日，富里幼稚園と向台幼稚園の運動会に出席した。 

・１０月７日，印旛郡市中学校駅伝競走大会が行われ，富里中学校男子Ａチ

ームが優勝し，県大会に出場することとなった。 

・１０月８日，当初予算編成会議が開かれた。平成２８年度以降も厳しい予

算編成となる。 

・１０月９日，アメリカホームステイ体験ツアーの出発式が行われ，中学生

１３名は１６日に無事帰国した。 

・１０月１０日，日吉台小学校の運動会に出席した。 

・１０月１３日，臨時教育長会議が開かれ，中学校から高等学校に送る調査

書の誤記載防止について話し合いが行われた。 

・１０月１６日，魅力ある学校づくり調査研究事業公開研究会が富里南学園

で行われ，参加者は約２００名であった。この研究に対する国立教育政策研

究所の評価は高いと聞いている。 

・１０月１８日，岩﨑久彌生誕１５０周年記念フォーラムには，市内外から

約３６０名の参加があった。 

・１０月２０日，小・中学校音楽祭が行われ，各小・中学校で練習に取り組

んだ成果が発表された。 

・１０月２１日，印旛郡市特別支援教育振興大会が印西市で開かれた。来年
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度は富里市が会場となる。 

・１０月２５日，日吉台小学校区総合防災訓練と平和学習リーダー長崎訪問

報告会に出席した。参加した中学生６名の発表は,とても良かった。来年度

も継続して実施されると聞いており，教育委員会としても協力していきたい。 

今後の予定は，１１月に入ると１日から文化祭などの秋の恒例行事が多数

開催される。また，１２月定例議会は１１月２６日に開会予定である。 

 

４ 教育委員報告 

委員 １０月３日，向台幼稚園の運動会に委員長と出席した。若いお父さ

んお母さんだけでなく，お年寄りの方の出席も多く，地域に根付いてい

る雰囲気を感じた。 

来賓の種目である玉入れに参加したところ，年長の園児が一緒になっ

て参加してくれた。玉入れの終了後には手作りの首飾りをいただいた。 

一つ一つの心配りに園長先生や職員のみなさんの人柄が出ていると思

った。競技の準備では，職員に混じって保護者の方がてきぱきとお手伝

いをしていた。そのときの園長先生の保護者への態度は，とても柔らか

く穏やかで，こんな幼稚園に息子を入れたいと思った。教頭先生のアナ

ウンスもユーモラスでとても楽しい運動会であった。 

１０月１０日，日吉台小学校の運動会に委員長と出席した。 

入場門，看板等が綺麗で全体的にとても明るい雰囲気で運動会が行わ

れ，児童が自ら運動会を作り上げていると思った。こうした取組は，自

分たちの運動会という意識を高めるし，低学年児童のあこがれを作ると

思った。中学生は徒競走や保護者競技に参加し，競技の中で小・中交流

が図られていると感じた。全体的に競技が充実し，児童，保護者，先生

とのコミュニケーションが取れていると感じた。 

１０月１２日，社会体育館で行われた，とみさとスポーツ健康フェス

タに委員，委員とともに出席した。青少年相談員が中心となって行われ

た子供たちの綱引きは大変な盛り上がりであった。小規模の小学校が練

習を重ねて参加し，勝ち進んでいる様子を見て思わず応援をしたくなっ

た。楽しみながらチームの団結力を養うために綱引きは良い種目である

と思った。この大会の進行も大変スムーズであり，青少年相談員のチー

ムワークの良さがうかがえたが，地区ごとの青少年相談員の取組や学校

の関わりに差が生まれないようにすることも必要であると感じた。 

野球教室では元プロ野球の選手が講師となり，子供たちにとても好評

であったと聞いた。 
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委員 １０月１６日，富里南中学校を拠点校として富里南小学校，浩養小

学校，洗心小学校の４つの学校の連携で取り組まれた魅力ある学校づく

り調査研究事業公開研究会に委員４人で出席した。この研究は，全ての

児童・生徒が楽しく意欲的に学校生活を送れるように小・中が連携し，

９年間を通して子供たちを育て，魅力ある学校づくりを作っていこうと

するものである。午前中は，４校がそれぞれの学校で授業を展開された。 

私は富里南小学校を訪問した。校長先生の話によると，学びあいとい

う学習スタイルを４月から取り組み，その確立を目指しているとのこと

である。授業を拝見すると，学びあいの元となる自分の考えをノートに

書く子，先生にヒントを求める子，グループの中で自分の考えを発表し，

意見交換をする子，考えを付け足している子，自信がなさそうに発表し

たが，友達に認められてほっとした様子の子など，学びあう姿をたくさ

ん見ることができた。午後は，富里南中学校で歌声交流会全体会が行わ

れた。中学生による「大地讃頌（さんしょう）」の歌声には圧倒された。 

６年生の「夢の世界を」の歌声も３校の子供たちの心が一つになって

素晴らしい合唱であった。 

小・中合同による「故郷」の合唱は，小学生を包み込むような中学生

の温かさ力強さが感じられ，素晴らしい交流会となった。その後に行わ

れたレクリエーションでは，中学生がリーダーシップを発揮し，和やか

なひと時を過ごすことができた。生徒会長から「成功の要因は繋がりの

強さにある。」という言葉があったが，まさに児童と生徒の繋がりの強

さを実感した交流会であったと思う。全体会では魅力ある学校を目指し

た小・中連携の取組の発表があった。心の居場所作り，絆作りを常に意

識し，バランスよく取り組むことに留意してきたとのことであり，午前

中の学習の様子や午後の交流活動にその成果が現れていたと思う。 

また，小・中学校の先生の交流，小学校から中学校への接続期を考慮

した中学校の先生による出張授業や生活のきまりの指導など，いろいろ

なところで小・中の連携がなされてきたことが分かった。その結果，学

校が楽しい，授業が良く分かるという子が増えているほか，小学校で不

登校であった子供が中学校１年生で回復することができたと聞き，本当

に素晴らしい成果であると思った。国立教育政策研究所の中野先生から

もたくさんのお褒めの言葉をいただいた。今後とも連携を深めていただ

くとともに南学園の取組を参考に中央学園や北学園でもそれぞれにあっ

た方法で連携を進めてほしいと思った。 

１０月２０日，富里市小・中学校音楽祭に出席した。どの小学校の子
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供たちも心を一つにして一生懸命に歌っており，響きのある美しいハー

モニーを奏でていた。その表情からも歌うことを心から楽しんでいる様

子が見てとれ，聞いている私たちも楽しくなった。午後に行われたマン

ドリンのミニコンサートでは，マンドリンの柔らかく，優しい音色が会

場一杯に響き，素敵であった。中学生による吹奏楽の演奏は，迫力があ

り感動した。日々御指導いただいている先生方と頑張っている子供たち

に大きな拍手を送りたいと思った。 

 

委員 ９月２７日，洗心小学校の運動会に委員４人で出席した。 

運動会の予定日も予備日も雨のため，体育館の中での運動会になった。

どのようになるのか少々心配したが，スムーズに競技が進行し，素晴ら

しかったと思う。グランドで行う運動会と一味違い，小規模校の特徴で

もある児童と地域の人たちが一体となる素晴らしいものであり，地域性

をより一層実感した。南中学校１，２年生も応援に駆けつけ，洗心小学

校のスローガンである「全員が力を出し切る。悔いのない運動会，協力，

信頼，笑顔」を達成した見事な運動会であった。最後の競技の全校表現

では組体操から始まり，４～６年生による三段タワーを見事に成功させ，

場内からは拍手喝采で大変感動した。児童ももちろんであるが大人もと

ても心に残る印象深い運動会であったと思う。ここまで指導されてきた

校長先生を初めとする職員に感謝する。引き続き御指導をお願いする。 

１０月１８日，岩﨑久彌生誕１５０年記念フォーラムに出席した。 

第１部は，１９８２年に来日され，定住している国際フォトジャーナ

リストによる講演であった。日本語は，とても流暢であった。日本の面

影シリーズを撮影したときに，庭園と岩﨑久彌の素晴らしさに感動した

とのこと。第２部は，河東先生，藤井先生に加わり，都立旧岩﨑邸庭園

サービスセンター長，雫石からおいでになった小岩井農場資料館館長の

発表であった。岩﨑邸庭園サービスセンター長は，岩﨑久彌の孫と交流

があり，岩﨑久彌の人柄が素晴らしいと感動しているとのことであった。 

曽祖父時代から４代目になる小岩井農場資料館館長は，代々，岩﨑久

彌の人柄が語り継がれているとのことであった。 

建物や庭園の整備存続をどうするかという話しが進められているが，

富里に末廣農場が来たことによって現在の富里の農業があるといっても

過言ではないと思う。建物や庭園を存続させるのは大事であるが，児童

生徒に限らず，地域の住民の方も含めた教育の材料として活用していけ

れば良いと考えた。 
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委員長 １０月９日，印教連教育委員会委員長会議に出席した。学校現場

における多忙化解消についての演題で北総教育事務所管理主事による講

演があった。日本の教育を考える１０人委員会が昨年の１２月に実施し

た，管理職を除く全国の公立小・中学校教員を対象としたアンケート調

査では，時間外勤務は月３０～７０時間が４５．６％と最も多く，労災

認定の対象になる月１００時間以上の方も１０．２％いたという結果が

出ている。 

多くの教員は時間外勤務が多いと思う一方で，残業が長い教諭ほどや

りがいを強く感じているとのこと。先生方はどのようなことに負担を感

じているかというと，国や教育委員会からの調査やアンケートへの対応，

研修会や教育研究の事前レポート・報告書の作成，保護者，地域からの

要望・苦情等への対応が上位を占めている。この会議の前に本市の小・

中学校の多忙化解消に対応する資料を見たところ，全ての業務に対策が

施されていて，委員会としてこれだけ努力をしているにも関わらず，教

員の負担が解消されないことは，多忙化解消の問題が大変難しいことで

あると改めて認識した。講演を聞き終えて，ほとんどの委員長は，先生

は，子供，保護者，管理職，地域の人に評価されることで頑張って仕事

をすることができるという意見であるが，私は全く違った意見であった。 

このような精神論だけで問題を解決することはできないと考えた。 

先生と子供たちが向き合う時間を少しでも多くとれるためにも多忙化

を解消することを考えていかなければならないと思った。 

１０月２１日，印西市文化ホールで行われた第４９回印旛郡市特別支

援教育振興大会に出席した。この大会は，昭和４２年４５名の出席者か

ら始まり，先生方の研究努力はもちろんのこと，障害のある子を支援す

る各種団体の協力があって，このような盛大に催されたのは素晴らしい

ことである。印西市内特別支援学級の発表があり，子供たちの司会進行

で，劇，ダンスが行われ，見ている側を引き込む素晴らしい魅力があっ

た。その後，意見・体験発表があった。その発表の中で，我孫子市特別

支援学校を卒業後，スーパーなどに勤めたが適応できずに辞めたこと。

現在のスーパーでは，周りの支援や会社の理解があり，会社にいなけれ

ば困るという存在になったことを元担任の先生とのやり取りの中で話し

てくれた。彼の努力はもちろんのことであるが，恵まれた例であると思

った。 

学校教育では，卒業後まで指導することは中々できないことだと思う

が，子供たちが社会に出て，自立していける力をつけられるよう先生方
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が研究されていることは，本当にありがたいことであると思った。先生

方が子供たちに身に付けさせた知識や技術を子供たちが社会に出て役立

てていけるよう，一般市民の方にも知っていただくことも必要であると

感じた。 

施設で生活することも必要であるが，一般の事業所や家庭で自分の意

思で生活していく。仮に両親が亡くなった後でも見守り支援する制度が

あるので，特別支援教育を世間にアピールして，理解されていけば障害

を持つ子供たちの活躍の場をもっと広げることができると考える。 

 

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。 

まず，議案第１号平成２７年度富里市教育委員会表彰は，被表彰者の

決定について，富里市教育委員会表彰規則第２条第１項第２号の規定に

より，教育委員会の議決を求めるものである。 

よろしく御審議の上，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。 

（１）議案第１号 平成２７年度富里市教育委員会表彰について 

教育総務課長 表彰の対象者５名は，附属機関の職員で１２年以上在職し

た者として表彰の該当となる。功績内容は資料のとおりである。 

  委員長 この内容について何か委員から質疑はあるか。 

＜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。 

教育総務課長 表彰授与式については，規則で１１月に行う旨の規定があ

るため，次回の１１月定例会の日に行いたいのでよろしくお願いする。 

 

６ 協議事項 

（１）教育委員会行政組織の変更及び教育に関する事務の管理執行について 

  教育次長 幼保担当部署の一元化については，平成２９年４月に向台幼稚

園が認定子ども園化されるという新たな組織の発足となることを受けて

の状況である。就学前の子供に対する窓口が一つになり市民にとって分

かりやすい利便性が図れることが前提となる。また，幼児期における子
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供や子育てに関する施策を重点的・総合的に推進し，質の高い教育・保

育を提供するため，新制度を統括する体制として健康福祉部に一元化す

ることについて協議するものである。 

一元化される事務の例としては，教育・保育の必要性の認定に係る事

務，募集案内，願書受付や入園検定などの公立幼稚園，保育園入園に係

る事務，旧制度の私立幼稚園入園者に対する奨励費や公立幼稚園保育料

の減免など就園奨励費等に関する事務，幼稚園・保育園の保育料に関す

る事務，預かり保育に関する事務，幼稚園の維持管理に関する事務であ

る。 

これらの事務を一元化することで，子供に関する窓口を一つにして市

民にとって分かりやすい窓口体制を構築するものである。 

教育委員会の権限について，公立幼稚園は，学校である法的根拠が変

わらないため，教育委員会に権限を属したまま，事務の一部を市長部局

健康福祉部の職員に行わせる，これを補助執行といい，教育委員会が他

の部署にその事務を執行させるということである。 

引き続き教育委員会が行う事務の例としては，教諭の免許更新，指導

研修，学校共済の手続，給食費の収納管理（督促）である。 

資料にある成田市の例を御覧いただきたい。成田市教育委員会におい

ては，事務の補助執行に関する規則を設けている。組織図を見ていただ

くと，大栄幼稚園は，教育委員会の教育総務部の組織下にあるが，この

事務を司るのは，市長部局である健康子ども部保育課学童幼稚園係で事

務の一元化を図っている。本市も成田市の体制を想定していると御理解

いただきたい。 

  委員長 詳しい説明があったが，何か委員から質疑はあるか。 

では私から聞くが，幼稚園は学校教育課で指導し，保育園は子育て支

援課で指導をすると思うが，認定子ども園ができたときは，学校教育課

として今までの幼稚園と同じように指導していくのか。 

  学校教育課長 認定子ども園は健康福祉部に属するので，直接的には指示，

監督することはないが，保育ではなく教育の部分，保育教諭に対しての

指導法など，指導主事が指導することは可能であると思っている。軌道

にのるまでは，両方の課で組織を超えて十分にサポートしてまいりたい。 

  教育長 補足であるが，特別支援に関わる子供については，卒園後，小学

校へのスムーズな就学を考えて，小さいときからの様子を把握し，理解

するなど保護者と良好な関係を築くことは大事であると考えている。 

  委員 うまく考えがまとまらないが，認定子ども園については，教育委員
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会として直接関わることは，今後少なくなるという話しであった。 

富里幼稚園，浩養幼稚園については，幼稚園として残るので今までど

おりの対応であり，市内の幼稚園，保育園の人事異動については，今も

交流しており，今後も交流していくと思う。うまく言えないが，認定子

ども園であるので要請があれば関わるが，要請がなければ直接関われな

いということに納得できない部分がある。 

また，認定子ども園を開園するため，健康福祉部が主体となって進め

ていると思うが，事務を一元化することで健康福祉部の負担が大きくな

るのではないかという気がする。確かに手続きの窓口が一つになること

で保護者にとって便利でありがたいことであるが，人の配置がどのよう

になっているのかを伺いたい。 

  学校教育課長 最初の質問について，すんなりと腑に落ちない部分がある

と思う。現状を考えていただくと幼稚園については，学校教育課の所管

であるので積極的に関わっている。これは当然のことである。では保育

園に対してはどうかというと，学校教育課の関与は薄い。福祉施設であ

るので，健康福祉部の所管で行っている。しかし，人事交流は行われて

おり，双方でこの配置でよいかを協議し，相談しながら行っている。 

新たに加わる認定子ども園は，幼稚園と保育園の間に位置する。見か

け上は幼稚園という学校施設に保育機能を加えるように思える。主体は

幼稚園のようであるが，本来，認定子ども園は保育に教育を入れていく

という要素が強く，名称も幼稚園教諭ではなく保育教諭となる。法規上

の所管は健康福祉部になるが，今までの保育園よりは，教育的要素が入

っている。積極的に関わらないという言い方はおかしいことであるが，

学校教育課が主体として決定していく立場にはないことを御理解いただ

きたい。 

しかしながら，当然のように教育に関わる部分は多くあるので，健康

福祉部に協力して，軌道に乗れるまでサポートをしていく。健康福祉部

で教育について，例えば免許のことや研修のあり方などに精通していく

職員が増えていけば，サポートが少なくなっても事務をうまく行ってい

けることになる。特に文部科学省経由で流れてくるシステムについては，

教育委員会の方がノウハウを持っているので，その部分は一緒になって

進めていこうと考えている。 

両方の課の間で，（所管の違いにより保育・教育への関与が）ここま

でと，はっきり境界線を引くことはできないと考えている。 

御質問にはなかったが，例えば幼稚園の事務を補助執行で全て健康福
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祉部に移行するわけではない。特色ある学校づくり推進事業では，小・

中学校，幼稚園にそれぞれ補助して一つの事業として行っている。幼稚

園部分だけを健康福祉部に移行するわけにはいかないので，学校教育課

で引き続き行う。また，特別支援教育の巡回指導を行っているが，各

小・中学校，幼稚園を年に２回ほど回って子供に対する支援を行ってい

る。これも幼稚園だけ分けて健康福祉部で行うのではなく，学校教育課

が引き続き行う。保護者が直接関わる入園手続きなどは，健康福祉部に

事務が移行するが，全て丸投げというわけではなく，一元化によって明

確に所掌が分かれるということではないことを御理解いただきたい。 

  教育総務課長 組織の改編に伴い，人事への不安があろうかと思う。新し

い組織を作り，廃止するなどの手を加えるときは，教育次長が構成員と

して出席する市全体の行政組織検討委員会に諮り，議論の結果，決定さ

れていく。一元化する事務の例を資料に掲げたが，実際に幼稚園の運営

を行っていくには，例えば消耗品を買い，買った後の伝票を処理するな

ど細かい事務がある。幼稚園運営に係る事務として，教育総務課，学校

教育課の職員が担当をしている。その担当と健康福祉部の保育担当とで

事務の洗い出し作業をしていかなければ，４月１日にスタートできない

ので，その作業を継続して行っている。新しい組織ができた後も当分の

間，連携していかなければならないと考えており，教育総務課の例でい

うと，ガラスが割れ，直して，伝票を作成するなど施設の維持管理など

日常的な業務については，来年の４月から全てできるかというと非常に

厳しいと思う。３月に人事異動の内示がでるが，シークレット部分であ

るので（新しい組織に配置される人員の）担保はできていない。 

４月１日からの混乱を避けるため，新しい組織で軌道がのり，タイミ

ングを見計らって移管できるまでは，従前の課で業務を行っていこうと

考えている。 

  委員長 市民の利用を考えると窓口の一元化を進めていくことは良いと考

える。この協議についての結論はいかがとするか。 

大切な事項なので，各委員でいったん持ち帰り，質問したいことなど

を考えていただきたいと思う。次の会議への継続協議としてよろしいか。 

（各委員で同意する旨の表示あり。）では次回会議の継続協議とする。 

 

７ 報告事項 

（１）教育委員会行政組織の変更について 

ア 生涯学習課スポーツ振興室を課として独立について 
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イ 指定管理，外部委託等の研究状況について 

教育次長 順番が異なりますが，まずイについて報告する。富里中央公民

館，富里社会体育館，富里市立図書館についての指定管理者制度，民間

委託について研究を進めている。 

各館の共通事項としては，施設の修繕，改修，委託費などの予算執行

管理を行う職員が必要となること。貸館業務へ特化することで指定管理

者制度，民間による運営委託が可能と思われること。市の主催（直営）

事業のうち，運営委託の契約期間中に創設する施策は，委託が困難と思

われることである。 

個別事項として富里中央公民館は，現在の事業は貸館のみとなってお

り，公民館機能を目指していくのか，現状のまま，貸館のみとするのか，

市民文化ホールなどへの用途変更を考慮するか，社会教育委員会議，市

民の意見，教育委員会議での検討内容を踏まえながら指定管理者制度に

ついて数年をかけて検討していきたい。具体的には，まず大きくは，公

民館として存続させるのかどうか，この辺りが検討課題の最初になると

視野に置いている。流山市，野田市の状況を記載しているので参考にし

ていただきたい。 

次に，富里社会体育館については，受付業務を民間に委託している。 

社会体育館には生涯学習課のスポーツ振興室の職員が在籍をしている

状況である。館を利用する市の主催事業が少なく，指定管理者制度の導

入について引き続き検討していく。生涯学習課としての一体的な組織の

整理を図るうえで，社会体育館からの移転ということも視野に入れて研

究しているところである。 

次に，図書館については，読み聞かせ等のボランティア活動支援，乳

幼児と親へ絵本との出会い・子育てを支援するブックスタート事業，義

務教育期の学校図書館への支援など読書活動推進に関わる取組を直営事

業として行っている。いわゆる民間委託をしている図書館においては，

様々の問題点が顕在化してきており，それらの情報を踏まえて改めて検
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討しているところである。図書館については，その敷地の中に商工会を

包含した施設形態であるので，施設全体の利用方法については図書館以

外の部分についても研究対象として周辺整備に努めていきたいことを観

点としていくものである。 

このような研究状況を踏まえて，アの部分，生涯学習課スポーツ振興

室を課として独立することについては，教育委員会として提案をしてい

たところであるが，市の内部組織全体を検証する組織検討委員会として

は，イの部分を重要視して，生涯学習課スポーツ振興室を課として独立

することについては取り下げとしている。イの部分を重点的に検証した

後にアの部分について改めて見直しを図りたい。 

 

（２）平成２７年度富里市立幼稚園児募集状況について 

  学校教育課長 １０月１６日から入園願書の交付をしており，１０月２６

日現在で，浩養幼稚園の４歳児２５人定員のところ７人，５歳児１１人

定員のところ０人，富里幼稚園の４歳児７０人定員のところ６２人，向

台幼稚園の４歳児３０人定員のところ２７人，５歳児１９人定員のとこ

ろ１人に対して願書を交付している。１１月１６日，１７日に願書の受

付を行う。 

向台幼稚園の願書交付状況が昨年と一変し，現在あと３人で募集人員

に達する。向台幼稚園と富里幼稚園の両方から願書を交付している状況

もあると聞いている。場合によっては，定員を超え，抽選ということに

なるかもしれない。 

 

（３）２０１５とみさとスポーツ健康フェスタの実施結果について 

生涯学習課長 １０月１２日に社会体育館，中央公園野球場，中央公園を

活用して各種種目を行った。参加者数は延べ３３７名，綱引きドッジボ

ール大会は２７３名であった。参考までに，昨年度は台風の影響で午後

から中止となった。平成２５年度の参加者数は延べ２６０名であった。 

  来年度に向けて，より多く参加いただけるよう検討していく。 

佐々木委員 今まで何年間か似たような競技種目を行ってきていると思う

が，参加者からアンケートを実施したことがあるか。可能であれば参加

者に今後どういうことをしてほしいかなどのアンケートを取り，翌年度

に企画することも必要ではないかと思った。 
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生涯学習課長 参加者に話を伺った経緯がある。野球教室については，男

の子が中心となるので，女性，女の子が参加できる種目を考えていただ

きたいとの話があった。アンケートの実施については，次回の実施につ

いて検討していきたい。 

 

（４）図書館講演会 走れ！移動図書館～本でよりそう復興支援について 

図書館長 １１月１日から申し込みを開始し，１１月２９日に講演会を開

催する。東日本大震災により図書館の被害を受け，情報を得られない状

況下，移動車に本を載せて各地を回り運営する体験談を基に図書館運営，

地域のみなさまに本の大切さなどを知っていただく機会として企画した。 

より多くの参加者を望む。 

 

（５）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・１１月１８日，１４時から総合教育会議を予定する。 

・１１月２４日に１１月定例会議を予定する。また，議決をいただいた教

育委員会表彰の授与式を同日に予定する。時間が決まり次第御連絡する。 

 

  学校教育課  

・１０月は，運動会，魅力ある学校づくり調査研究事業公開研究会，音楽

祭，特別支援教育振興大会など，委員のみなさまにはたくさんの機会を通

して，子供たちの様子を見ていただき感謝する。学校では２学期の一番の

山場を迎え，様々な行事で頑張っているところであるので御支援をお願い

する。 

・今年度の給食費の徴収率については，下がったり上がったりと横ばいで

ある。９月末現在は，前年同期と比べて０．１２ポイント上回っている状

況である。 

・１０月１日に開いた校長会議資料を御覧いただきたい。特色ある学校づ

くり推進事業の計画が始まっている。委員から御指摘のあった物品購入に

ついては，事業目的にあった計画内容を出すよう校長にお願いしている。 

・全国学力・学習状況調査の結果については，２～３か月をかけて各学校

で分析，対策を検討し，１２月１日の学校便りで一斉に各学校から保護者

のみなさま，あるいは回覧によって地域のみなさまに公表しようとしてい

るところである。 

学校給食センター なし 
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生涯学習課 

・１０月３１日～１１月３日，富里市文化祭を開催する。 

・１１月７日，第８回富里市英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発

表会を予定する。 

・１１月１８日，教育長顕彰授与式を予定する。 

・１１月２９日，旧岩﨑家末廣別邸の特別公開を予定する。 

図書館 

・１０月１４日，図書館協議会委員による八千代市，白井市の図書館視察

を行った。 

・１１月２８日～１２月４日，雑誌のリサイクルを行う。 

 

８ その他 

教育次長 本会議の一般質問の中で子供議会の件について，議員と市長の

間でやり取りが行われた。その後，議長から議会事務局長あてに子供議

会について調査を進めるようにと指示があった。 

子供議会では，小学生あるいは中学生が主体的となって議員となり，

本議会を模した形で開催されると思う。議会が主催し，行う形となり，

平成２８年度の開催を想定しているとのため，その際は，教育委員会に

依頼があろうと思う。 

 

９ 委員長閉会宣言 

  委員長 以上で，平成２７年度第９回富里市教育委員会定例会議を終了す

る。 


