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平成２９度 第１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２９年４月２４日（月） 

         開会 午後２時 

         閉会 午後３時２３分 

２ 場   所  本庁舎３階第３議室 

 

３ 出 席 委 員  教 育 長  國 本 與 一 

         教育長職務代理者  佐々木 浩 二 

         委 員  武 井 勝 彦 

         委 員  森 田 惠 子 

         委      員  會 田 直 子 

          

 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  鳴 田 啓 一 

   学 校 教 育 課 長    竹 尾 裕 之 

   学校給食ｾﾝﾀｰ所長  宇野木 慶 之 

生 涯 学 習 課 長  荒 居 富 男 

         図 書 館 長  根 本   優 

 

５ 事務局職員  教育総務課主幹   平 野 正 伸 

 

 

平成２９年５月２４日  

 

  署  名  人 

 

 

  署  名  人 

 

 

  会議録作成人 
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１ 教育長開会宣言 

  教育長 平成２９年度第１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２８年度第１５回定例会議会議録承認 

（署名人：武井委員，會田委員） 

 

３ 教育長報告 

  本日は委員のみなさまには御出席をいただき，感謝する。 

新年度を迎えて桜の花が見事に咲き誇る中での入学式・入園式となった。 

小学校新入生は３６５名，中学校新入生は３７２名，幼稚園４歳児新入生は

７７名である。 

各学校・幼稚園は新体制でスタートしたので温かいご支援をお願いする。

さて，新年度を向かえ新体制となっての最初の会議であり，本日も議案があ

るのでよろしくお願いする。 

それでは，出席行事等について報告する。３月２５日洗心小学校閉校記念

式典に御出席いただき，感謝する。閉校に向けて多数の皆様にご理解とご協

力をいただき深く感謝する。３１日退職者の辞令交付式があった。正職員の

退職者は１４名である。４月になり，３日市の辞令交付が行われた。正職員

の新規採用は１６名である。なお，早朝に富里南小学校洗心地区のスクール

バス試行運転が行われたので同行した。支障なく行われている。５日校長会

議を行った。学校が新体制になったので転入者の新鮮な感覚を学校経営に活

かすこと，管理職がチームワークよく学校運営を行うこと，登下校の安全・

安心に向けて取り組むことなどを指導した。７日富里中学校の入学式に出席

した。入学生は２０９名である。１０日富里小学校の入学式に出席した。入

学生は１０３名である。１１日千葉県市町村教育委員会教育長会議に出席し

た。県教育長からは，小学校で平成３０年度から移行実施される新学習指導

要領への対応，平成３０年度から小学校で実施される特別の教科，道徳への

対応，今年度の管理職人事評価が平成３０年度給与に反映されることへの対

応，教職員の不祥事防止等について指導があった。１３日富里市学校教育研

究会総会に御出席いただき，感謝する。今回ジョイント・スクール推進事業

について説明の機会をいただいた。今後も職員の入れ替りが常にあるので，

３年に１度程度は説明の機会が必要であると考えている。 

１４日印旛地区の教育長会議に出席した。印教連関係では平成２９年度から
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事務局が成田市から佐倉市に変わる。また，教科書採択では今年度富里市が

事務局を担当し，小学校道徳の採択が行われる。その他では，印旛管内の教

職員の新規採用者１８８名，新校長が４２名，新副校長が１名，新教頭が４

０名という状況などの説明もあった。１７日富里市と台湾頭份市との友好都

市締結が行われた。内容は，別紙のとおり後で報告が行われる。 

１８日から２０日にかけて新年度の学校経営方針について，校長や園長と面

接を行った。５月には学校や幼稚園の訪問を予定している。今後の予定は，

６月議会が５月２９日から開会の予定になっている。以上である。 

 

４ 教育委員報告 

【會田委員】  

４月７日に富里南中学校，１０日に富里第一小学校の入学式に出席した。

どちらの学校もとても落ち着いて最後までしっかりとした態度であった。 

富里第一小学校の今年度の新一年生は２０名で各学年１クラスずつと人数が

少ないこともあって温かい雰囲気が感じられた。高学年の児童による学校生

活や体育の授業で出来るようになったブリッジや馬飛び，前転後転などをス

テージ上で紹介していた。新一年生は目を輝かせて観ていた。富里南中学校

の新入生は８０名，２・３年生は両手を膝の上に置いて驚くほど落ち着いた

態度でとても立派であった。 

 

【森田委員】  

４月１０日根木名小学校の入学式に出席した。満開の桜に迎えられた２７

名の新入生が元気に入学した。担任の先生による呼名には，一人ひとりがし

っかりと返事をすることができ，校長先生や来賓の話も落ち着いて聞くこと

が出来きた。２年生による歓迎の言葉はとても可愛らしく，緊張していた新

入生の表情も途端に和らいだように感じた。自分たちに一番近い２年生の言

葉で入学への不安が薄らえだのではないかというように感じた。また，全校

児童による校歌の歌声は明るく元気がありどの子もとてもたくましく思えた。

地域の方々もやさしく見守っていた。一日も早く学校生活に慣れてみんな仲

良く過ごしてほしいと感じた。 

４月１１日は富里幼稚園の入園式に出席した。あいにくの天気でしたが式

場は色とりどりの花で飾られ，明るく温かい雰囲気の中で入園式が行われた。

新入園児５９名で担任の先生は一人ひとりと目を会わせやさしく確認しなが

ら呼名していた。元気に返事をする子もいれば恥ずかしそうな子などさまざ
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までしたが，園長先生の話の中で先生が幾つか質問するとみんな「はーい」

という様に元気に答えておりこれなら大丈夫だなと感じた。式が終わった後

のサプライズで先生方のプレゼントの発表やたのしい先生紹介があり，子供

たちはすっかり和んだ様子が感じられた。保護者の方も安心したのではない

かと思った。集団生活に慣れるのも近いのではないかなと，毎日元気に登園

して欲しいと思った。 

 

【武井委員】  

４月１０日に行われた富里南小学校の入学式に出席した。入学児童は７３

名，学級数３クラスで編成されていて，人数面でとても良い環境でのスター

トとなったと思う。子供たちは，入場時大変緊張していたが，先生の呼びか

けにとても大きな声で元気に返事が出来て無事に式を終了することが出来た。

幼稚園・保育園で良く指導されていることが特に理解できた。洗心小学校と

統合後始めての訪問だったが，洗心小学校出身の子供たちがとても心配であ

った。校歌斉唱のときに，全ての児童が一生懸命歌っている姿を見て，洗心

小学校の子供たちも馴染んでいるのだなと安心した。校長先生や洗心小学校

から赴任した先生に伺ったところ，子供たちは私たちが思っている以上に適

応している様であった。４月１１日に浩養幼稚園の入園式に出席した。例年

より多い１８名の子供たちでのスタートであった。式場ではお母さんたちと

一緒に並んで座り先生の話に落ち着いて受け答えをしていた。おそらく家庭

で一生懸命練習して来たのだのだという様子が見て取れた。小規模園ならで

はの光景でとても微笑ましかった。これからの子供たちの未来に向けての大

切な時期を預かる先生たちには，大変ご苦労なことと思うと感じた。 

 

【佐々木委員】 

４月７日富里北中学校の入学式に出席した。小雨の降る少し寒い入学式で

したが，３クラス８３名の新入生が富里北中学校で行われている吹奏楽部の

演奏のなか緊張しているおもむきの子もいたが，大半の子が明るい笑顔で入

場して来たのが印象的だった。その緊張が和らぐところが，一小一中の特徴

でよいところではないかと感じた。新入生の誓いの言葉も，先月まで小学生

だったとは思えないほど堂々として立派なもので，これからの中学校生活の

活躍と成長が期待できると感じた。４月１０日浩養小学校の入学式に出席し

た。今年も少人数で９名の新入生だが，呼名ではみんな元気な返事をしてい

た。今年の入学式はとてもユーモラスで校長先生の式辞の途中「あれっ皆さ
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ん何か聞こえるよ」ということばの後，ドラえもんのアナウンスが流れてき

てドラえもんがみんなに挨拶をして新入生に３つのお願いをした。一つはお

友達をたくさん作ってね，二つ目が大きな声で挨拶してね，三つ目が安全に

学校に来てねとドラえもんから願い事をした。新入生からは元気な声で「は

い」と返事をした。また，式辞の途中に校長先生から各学年に２年生と呼ぶ

と全員立って返事をした。それを６年生まで行いお手本を見せて，１年生と

呼ぶと同じようにまねをして大きな声で「はい」という返事が帰って来てと

ても場内が温かい雰囲気で式が終わることが出来た。そういう中で小学校生

活が送れることがたいへん良いことであると感じた。 

 

５ 専決処分の報告 

 【教育長】 専決処分の報告を行う。事務局から説明を求める。 

 【生涯学習課長】 報告第１号専決処分の報告について説明する。２つの専

決処分を行ったので報告する。１つ目は「国際交流＆イングリッシュキ

ャンプ」主催者は宮城復興支援センターである。期日は平成２９年４月

４日から１１月２６日までで，この内の１泊２日のキャンプを全５回，

千葉県の君津亀山少年自然の家で行うことになっている。後援内容とし

ては名義使用である。専決年月日は平成２９年３月２７日である。２つ

目は「第３９回東日本軟式野球大会」である。主催者は公益財団法人全

国軟式野球協会，期日は平成２９年６月９日から６月１２日までで富里

市中央公園及び成田市のナスパ・スタジアム，中台運動公園野球場，長

嶋茂雄記念岩名球場で県内の４箇所を使って行う。後援内容は，名義使

用，会場の確保，会場使用料金の減額で専決年月日は平成２９年４月１

８日である。富里市からは，１チームの参加である。県内では県の枠で

１チーム，成田市で１チーム，佐倉市で１チーム，それから富里市から

１チームということで合計４チームの参加となっている。 

【教育長】 委員の質疑をお願する。よろしいか。 

     次に進む。 

 

６ 議案 

【教育長】 それでは，議案第１号富里市立各小学校における休業日変更の

承認について事務局から提案理由の説明を求める。 

【学校教育課長】 休業日については小中学校管理規則により規定されてお

り，夏季休業日は７月２１日から８月３１日までとされている。議案に上
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程した内容の主たるものはキャリア教育を実施するものである。富里小学

校においては７月２６日，富里第一小学校は７月２５日，浩養小学校が７

月２４日，七栄小学校が７月２１日，根木名小学校のみが２泊３日で自然

体験学習を行う。このことで休業日を変更するものである。よろしくご審

議のうえ可決されるようお願する。 

【教育長】 議案第１号を審議する。他に事務局から補足説明はあるか。 

【学校教育課長】 根木名小学校の自然体験学習は山形県の舟形町へ２泊３

日で行く予定である。内容としては，鮎掴み，ライフジャケットを着用した

川遊び，星空観察会，飯ごう炊飯，山形市立石寺の参拝などを行うと聞いて

いる。宿泊先は，あゆの里と聞いている。 

【教育長】 これは以前夏休みを利用して，根木名小学校区の子ども会が舟

形町と交流があったがその後途絶えてしまった。昨年度から学校が舟形町と

交流を図ることとなり関係が復活したものである。 

委員の皆さんから質疑はあるか。（なしの声あり） 

それでは可決としてよろしいか。（賛成全員） 

第１号議案は賛成全員により原案のとおり可決した。 

【教育長】 続いて，議案第２号富里市社会教育委員の委嘱について事務局

から提案理由の説明を求める。 

 【生涯学習課長】 議案第２号富里市社会教育委員の委嘱であるが，任期に

ついては平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までで新たに任期を

２年間ということで，１２名の委員の方に社会教育委員の委嘱をしたいので

教育委員会の議決を求めるものである。よろしくご審議のうえ可決されるよ

うお願いする。 

【教育長】 提案理由について説明があったが，補足説明はあるか。 

【生涯学習課長】 特になし 

【教育長】 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしの声あり） 

【教育長】 新任の委員さんが多いので，運営が大変だと思うがいかがか。 

【生涯学習課長】 １２名の委員のうち７名が新任の方である。校長先生や

ＰＴＡの会長などという立場の方なので，研修等で対応していきたい。 

【教育長】 担当課長からは運営等については，支障のないようにして行く

とのことである。 

それでは議案第２号は可決としてよろしいか。（賛成全員） 

第２号議案は賛成全員により原案のとおり可決した。 

【教育長】 続いて，議案第３号富里中央公民館の臨時休館日について事務
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局から提案理由の説明を求める。 

【生涯学習課長】 議案第３号富里中央公民館の臨時休館日について説明す

る。平成２９年６月２４日（土）及び２５日（日）をスイカロードレース大

会開催のため臨時休館するものである。また，平成２９年１１月１日（水）

から２日（木）及び１１月４日（土）から５日（日）は富里市文化祭の開催

のための臨時休館日にするものである。よろしくご審議のうえ可決されるよ

うお願いする。 

【教育長】 提案理由について説明があったが，補足説明はあるか。 

【生涯学習課長】 特になし 

【教育長】 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしの声あり） 

議案第３号は可決としてよろしいか。（賛成全員） 

第３号議案は賛成全員により原案のとおり可決した。 

【教育長】 続いて，議案第４号富里社会体育館の臨時休館日について事務

局から提案理由の説明を求める。 

【生涯学習課長】 議案第４号富里社会体育館の臨時休館日について説明す

る。期日は平成２９年６月２２日（木）から２５日（日）をスイカロードレ

ース大会準備及び大会当日手荷物預かり所となることから臨時休館するもの

である。次に，２９年８月５日（土）１７時以降及び８月６日（日）１７時

以降をふるさと祭りのため臨時休館するものである。また，２９年１０月９

日（月）は富里スポーツ健康フェスタ開催に伴い臨時休館するものである。 

よろしくご審議のうえ可決されるようお願いする。 

【教育長】 提案理由について説明があったが，補足説明はあるか。 

【生涯学習課長】 特になし 

【教育長】 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしの声あり） 

議案第４号は可決としてよろしいか。（賛成全員） 

第４号議案は賛成全員により原案のとおり可決した。 

【教育長】 続いて，議案第５号富里市立図書館の臨時休館日について事務

局から提案理由の説明を求める。 

【図書館長】 富里市立図書館の臨時休館日について提案させていただく。

６月２５日（日）はスイカロードレース大会当日である。そのため，臨時休

館するものである。よろしくご審議のうえ可決されるようお願いする。 

【教育長】 事務局から補足説明はあるか。 

【図書館長】 特になし 

【教育長】 図書館はこの日どのように使用されるのか。 
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 【図書館長】 ロードレース大会関係者の駐車場で使用する。また，大会参

加者用として駐車場にトイレが設置される。 

 【教育長】 図書館内は使用されるのか。 

 【図書館長】 館内は使用しない。 

【教育長】 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしの声あり） 

議案第５号は可決としてよろしいか。（賛成全員） 

第５号議案は賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

７ 協議事項 

【教育長】 協議事項１教職員の多忙化解消のための休暇取得の推進につい

て事務局から説明を求める。 

【学校教育課長】 教職員の多忙化解消のための休暇取得の推進について協

議願う。６月１５日の県民の日は県民の日の制定の趣旨を踏まえ児童生徒が

県民の日に実施される各種行事等に自主的に参加することが出来るよう管理

規則によって休業日と定めている。このことから千葉県民の日を学校閉庁と

し学校教職員の休暇取得の推進を図ることについて協議するものである。よ

ろしくお願いする。 

【教育長】 詳細な説明を求める。 

【学校教育課長】 教職員の多忙化はいろいろと話題となっている。管理職

及び教職員の事務量の軽減を図り，多忙化解消のためや超過勤務の縮減のた

め日々努力している。また，昨年度８月のお盆の時期（８月１２日から８月

１５日）を閉庁とすることをこの教育委員会会議で協議いただいている。こ

のことに準じて６月１５日を閉庁としたい。 

なお，週休日の土曜日・日曜日と同様に管理職による校舎内外の巡回は必要

であると考えている。 

【教育長】 委員の皆さんから質疑はるか。 

【武井委員】 教職員の多忙化というのも以前から話題になっている。通常

の授業よりも県や市等に提出する報告書や資料・アンケート等が膨大である

ため事務量が増えてしまっている。その辺を改善して行くべきではないか。 

 【学校教育課長】 事務局として，教育長等の伺いを得ながら少しでも事務

量が縮減するよう工夫改善に努めてまいる。 

【教育長】 他に質疑はあるか。 

職員の服務の扱いはどのようなものがあるのか。 

【学校教育課長】 服務については，優先としては夏季休暇，次に年次休暇 
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となる。 

【教育長】 夏季休暇は６月１日から取得可能であることから優先的に取得

する。 

 

８ 報告事項 

  学校教育課  

（１）平成２８年度学校評議員意見聴取報告書について  

○ 学力や授業に関することが意見・要望としてあがっている。教師の指導

力に差がある。学力が更に上がるよう学校で取り組んで欲しい。授業の目

あてが明確化されていない学級がある。学習態度の低下・私語・鉛筆の持

ち方，姿勢等が気になる。活気のある授業を行って欲しい。（小学校） 

 ○ 授業参観日を増やしてはどうか。学力の格差を無くす手立てを講じて欲

しい。授業の工夫，補習や個別指導の実施（中学校）  

 ○ 生徒指導・家庭教育及び地域連携に関すること。規範意識の醸成に力を

入れて欲しい。これには，家庭教育の重要性が大切である。（小学校） 

○ 保護者と一層の連携を取って欲しい。ホームページや学校便りを通して

開かれた学校づくりを目指して欲しい。（小学校）  

 ○ 長欠が多いのが気になるが問題となる行動は減っており，安定した学校 

生活を送れている生徒が多い。（中学校）  

 ○ ＰＴＡ活動等積極的に関わり保護者や地域理解に繋げて行って欲しい。 

   （中学校） 

  共通の課題としては学力向上について，教職員の資質の向上及び授業力の

向上を目指し研修充実と授業改善が行われるよう支援して行く。  

＜質疑＞ 

 【佐々木委員】 地域により格差はあると思う。また，評議委員の視点によ

っても見方が変わってくると思う。富里第一小学校と富里南小学校では間

逆の感じがした。この評議の内容は参考として学校運営に努めていって欲

しい。 

 

（２）平成２８年度特色ある学校づくり推進事業の実施報告について  

○  ２８年度の実績としては，幼稚園３園，小中学校１１校に対して２８

４万円の予算額に対して約２７９万円の執行状況である。執行率は９８．

２％であった。達成状況の評価はかなり高く，各校とも本事業を有効に

運用していることが分かる。 
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執行状況の内容をみると報償費が４８．３％，消耗品費が２９．９％であ

り全体支出の約８０％を占めている。報償費については，講師謝金等が主

なものである。消耗品費は，文具等学習用品が大半である。今後とも教育

委員会としては，本事業の趣旨と適切な予算計画及び執行を心がけて行く

よう指導して行く。 

 ＜質疑＞ 

  質疑なし 

 

（３）平成２９年度富里市立幼・小・中学校の運動会・体育祭の日程について 

 ○ １学期の実施校が４校，５月２７日開催予定で富里第一小学校，富里南

小学校，日吉台小学校，七栄小学校となる。２学期の実施校９月開催予定

が９月９日で中学校３校，９月１６日の予定で富里小学校，浩養小学校，

浩養幼稚園それから９月３０日根木名小学校，１０月７日が富里幼稚園と

なる。 

委員の皆様には，日程を調整いただいて出席くださるようよろしくお願す

る。 

 

（４）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・４月１２日学校予算配当説明会を開催し，全小・中学校の教頭先生並び

に担当者に出席いただいた。また，２４日本日が第１回定例教育委員会

議で明日２５日は市政協力員会議が開催される。５月の予定の主なもの

は５月２４日午後２時から第２回教育委員定例会議を開催する。 

 

学校教育課長 

・４月７日の中学校入学式，１０日の小学校入学式，４月１１日の幼稚園

の入園式に委員の皆様に出席いただき，感謝する。 

 また，５月に入ると県主催の行事も本格的にスタートして行く。それか

ら，５月の連休が明けると学校の教育活動も本格実施となる。連休後の不

登校者の出現に注意して行くと共に安全管理に注視しながら学校教育活動

が充実して行くよう支援していく。 

 次に，平成２８年度学校給食費徴収状況一覧をご覧いただきたい。平成

２８年度学校給食費徴収状況は徴収率９８．０１％である。前年比０．１

３％の増となった。支払い督促の経過としは，９件の支払い督促に対して
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１件は完納による取り下げ，５件の異議申立てがあり，うち２件は分納に

よる和解に応じた。うち１件は完納による取り下げで，残る２件は佐倉簡

易裁判所で口頭弁論を行う予定である。しかし，この２件は分納による和

解の申し出があった。それ以外の３件は，仮執行宣言付督促正本が送達さ

れてから２週間以上経過したが，今のところ相手からの反応は無い状況で

ある。平成２１年度から７年間で約１，０１８万円の請求に対して約４８

８万円の納付があった。本年度も引き続き納付を働きかけていく。 

平成２９年度第１回校長会議を４月５日にすこやかセンターで実施した。

学校運営について，教職員の服務管理について話をした。 

＜質疑＞ 

【佐々木委員】 児童の自転車走行のマナーを学校や保護者に対して注意

喚起して欲しい。年度初めでもあり交通事故に遭わないように指導して

欲しい。 

【学校教育課長】 生徒指導担当者等に注意喚起を依頼するとともに学校

メールで保護者に通知する。また，５月に開催される校長会議や教頭会議

において指導伝達する。 

 

給食センター 報告事項なし 

 

生涯学習課 

・４月２５日平成２９年度家庭教育学級主事，学級長合同会議を開催する。

また，家庭教育学級連絡協議会の定期総会を予定している。 

４月２９日富里市体育協会の総会が予定されている。 

５月１３日平成２９年度富里市ＰＴＡ連絡協議会総会を予定している。 

５月１８日平成２９年度富里市文化団体連絡協議会総会を開催予定である。 

日程は未定であるが，学校体育施設開放運営委員会を開催する予定である。 

＜質疑＞ 

【佐々木委員】 スイカロードレース大会の募集も締切りが過ぎたと思う

が，昨年，乳母車を押して大会に参加した選手がいた。これは危険行為と

みるべきであり，参加の取り消しなど参加資格の要綱を整備されているの

か確認したい。 

【生涯学習課長】 乳母車を押しての参加については，危険行為として大

会要綱では規定していない。 

【佐々木委員】 あいまいな規定では，万が一脱水症状や重篤な状態にな
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り訴訟を起こされた場合敗訴すると思うので，明確な規定を定めるべきで

はないか。 

【國本教育長】 この件は，スイカロードレース大会実行委員会の案件で

すので一時休憩する。 

 再開・スイカロードレース大会では，事故防止に万全をきしていただき

たい。 

【會田委員】 学校給食の残菜率について，今年度の対策は何か考えがあ 

るのか教えて欲しい。 

【学校教育課長】 昨年度の市内の残菜率約２０％であった。少ないとこ

ろでは数パーセント多いところでは２０％であった。過日，学校との教育

長面談で今年度の残菜目標数値を１５％と掲げた。学校に対しては，校長

会議等で周知を図っていきたい。また，学校給食センターと連携を図りな

がら栄養士による食育に対して学校訪問する。 

残菜の少ない学校はやはり小規模校でありランチルームで一緒に食するこ

とにより残さず食べることが出来る。では，中学校や児童の多い学校に対

してどのような対策を取れば良いのか。やはり教職員や管理職の意識の改

善が必要である。今後とも対策を講じて行きたい。 

 

図書館 

・４月２２日子ども読書の日記念おはなし会の参加は５名であった。 

平成２８年度の図書館の入館者数は増えているが，貸出冊数は減ってい

る。２９年度はより多くの本を貸し出すことを職員一同努めてまいる。 

 

（５）富里市・頭份市友好都市協定書について  

【教育次長】 

 ・４月１７日（月）富里市と台湾の頭份市と友好都市協定を締結した。  

この協定締結式には，教育委員会から教育長，教育次長が出席した。 

＜協定書の読み上げ＞ 

 

『富里市と頭份市は，これまで培ってきた友好関係を礎に，さらに相互の

理解と友好を深めるため，友好都市協定を締結する。  

 富里市と頭份市は末永い友情を結び，文化，教育，スポーツ，観光など

幅広い分野の交流を推進し，互いに対する信頼と尊重に基づき，双方の繁

栄と発展のため一層の友好交流に努める。  
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 本協定書は，日本語及び中国語で各２通を作成し，双方が各１通を保管

する。２０１７年４月１７日富里市に於いて  

 富里市長 相川堅治  頭份市長 徐 定禎 』 

 

この締結式の出席者であるが，台湾側・頭份市側は来賓として台北中日経

済文化代表省政務部長コウ メイトク様以下６名であった。そして，富里

市側は富里市議会議長，富里市議会副議長の２名が来賓として出席してい

る。 

頭份市の出席者は，市長を含めて１１名の参加であった。富里市の出席者

は，市長を含めて１０名の参加であった。この締結については，過去から

の経緯があり，行政側が友好都市協定を結ぶ以前に双方のロータリークラ

ブの交流があった。頭份市ロータリークラブ７名，富里市ロータリークラ

ブ５名で合計４０名の参加での締結式であった。場所は市内のホテルで開

催した。締結式終了後祝賀会が行われ，名誉市民である實川幸夫様，五十

嵐県議会議員をはじめ７３名の参加があった。 

ロータリークラブ双方では，ホームステイなどを行っていたが，今後行政

双方の交流となることから，慎重に取扱ってまいる。 

 

９ その他  

教育長 そのほか，委員又は事務局から何かあるか。 

 【学校教育課長】  

・運動会・体育祭について先ほど説明したが，補足説明として今年度の組

体操の実施予定校について申し上げる。小学校が４校，富里小学校，富里

南小学校，浩養小学校，根木名小学校で中学校が１校，富里南中学校で合

計５校が実施する。 

昨年度の実施校としては洗心小を除いて同一校となっている。この組体操

についても安全面を十分配慮するよう学校体育担当指導主事及び学校安全

担当指導主事等と連携を深めて児童・生徒たちが思い出に残る運動会・体

育祭にしたい。 

 【教育次長】 

  ・ふるさとまつりについて報告する。４月２１日ふるさと祭り実行委員会

が開催され予定日が決定した。本年は８月５日（土）午後５時から午後９

時までの間が予定されている。８月４日（金）事前準備となる。 

また，雨天の場合は翌日６日（日）となる。６日が雨天の場合は中止とな



14/14 

 

 

る。会場は富里中学校である。 

 【教育総務課長】 

  ・５月の定例会議の予定であるが，５月２４日（水）１４時から開催する

予定ですのでよろしくお願いする。 

 

（なしとの声あり） 

 

10 教育長閉会宣言 

  教育長 以上で平成２９年度第１回富里市教育委員会定例会議を閉会する。 


