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令和元年１０月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年１０月２５日（金） 

午後２時から 

場所：市役所第二庁舎第２会議室 

 

開 会 

 

１ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）１０月の行事報告及び１１月の行事予定について 

 

２ その他 

  （１）その他 

 

閉 会 
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令和元年四街道市教育委員会会議 １０月定例会会議録 

 

日  時      令和元年１０月２５日（金） 午後２時～午後２時４５分 

 

場  所      四街道市役所第二庁舎第２会議室 

 

出席委員      教 育 長  髙橋 信彦 

          教 育 長 職 務 代 理 者  府川 雅司 

          委          員  田中友季子 

          委          員  小舘  修 

          委          員  豊田 恵子 

 

出席職員      教 育 部 長  荻野 武夫 

          教 育 部 参 事  濱田 宗孝 

          教 育 総 務 課 長  伊藤 克紀 

          学 務 課 長  安川 裕樹 

          指 導 課 長  秋庭 行雄 

          社 会 教 育 課 長  真田 裕之 

          ス ポ ー ツ 振 興 課 長  末永 忠幸 

          図 書 館 長  小野日実子 

          青少年育成センター所長  峯島 正樹 

 

傍聴人       なし 

 

 

 

 開会宣言                                  教 育 長  

〇教育長 本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 ただいまの出席者は５名です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第３項の規定に

より会議は成立しましたので、令和元年10月四街道市教育委員会会議定例会を開会いたします。 

 今回の会議録署名は、四街道市教育委員会会議規則第26条により、会議録署名人を小舘委員にお

願いいたします。 

 それでは、議事日程により会議を進めさせていただきます。 

 

１．報告事項 

（１）委員報告事項 

 

〇教育長 議事日程１、報告事項（１）委員報告事項に入ります。 

 委員の皆様からの報告、何かございますか。 
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 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、私からは９月の定例会後の委員としての活動について、２点報告をさせて

いただきたいと思います。 

 まず１点目ですが、10月７日月曜日、８日火曜日に行われました令和元年度市町村教育委員会研

究協議会に参加してまいりました。この研究協議会は、各市町村教育委員会において行われており

ます地域の実情や特性に応じた特色ある優れた施策についての情報及び意見の交流や教育委員会

のあり方についての研究協議を行うことによって、地方教育行政の一層の展開に資するということ

を目的として行われるものです。今回の主催者は、富山県教育委員会、そして文科省でありました。

三重県以北の各都道府県から約260名の参加を得て行われたものであります。 

 まず、初日ですが、３本の柱で行われました。１つは行政説明、１つは基調講演、１つはパネル

ディスカッションです。最初の行政説明ですが、これは文科省の初等中等教育課長から「初等中等

教育をめぐる最近の動向について」と題しまして、４つの柱で詳細な資料をもとに説明がありまし

た。１つは、新時代の初等中等教育のあり方についてＩＣＴ教育環境の整備は喫緊の課題であると

いう内容の話でした。１つは学校における働き方改革の取り組みの状況について、そして、３点目

はいじめ対策、不登校支援、児童虐待対応について、４点目は公立学校の施設設備の状況について

です。 

 続いての基調講演は、東北大学大学院、堀田龍也教授より、「超スマート社会で必要となる資質・

能力の育成」と題しまして、市町村教育委員会の役割を中心にしてお話をいただきました。これか

らの情報化社会に生きる子どもたちの指導の根拠となる学習指導要領の展開は、ＩＣＴ環境整備が

前提となっている。この機器の充実や使用環境の整備、教育用コンテンツの充実など、当たり前の

ことをしっかりと進めてもらわなければならないということで、参加者たちがそれぞれ、このまま

では自分たちの市の子どもたちが世界の流れに取り残されてしまうのではないか、そういう危機感

を持って聞き入っていました。 

 最後のパネルディスカッションですが、ここでは社会の変化に対応した学校教育ということで、

つくば市教育局長、森田充氏、富山県氷見市教育長、鎌仲徹也氏、そして文科省の課長がパネリス

トとなって行われました。氷見市、つくば市ともに２日目の分科会で提案されるＩＣＴ教育を柱に

次代を担う人づくりの取り組みの現状について簡単に報告があり、これをもとにパネルディスカッ

ションが行われたというものであります。これが初日の取り組みでありました。 

 ２日目は、事例発表、研究協議会が行われました。３つの分科会に分かれて行われまして、１つ

は、第１分科会が「学校におけるＩＣＴ教育について」、第２分科会が「地域と連携したキャリア

教育について」、第３分科会は「学校における働き方改革の取り組みについて」ということであり

ます。私は、第１分科会の「学校におけるＩＣＴ教育」、この部会に参加しましたので、これにつ

いて簡単にご報告いたします。 

 まず、この分科会ではつくば市教育委員会から「21世紀型スキルを育てるつくば７Ｃ学習」と題

しまして、取り組み報告がありました。つくば市はご存じのとおり、人口が約24万人の学術研究都

市と言われているところであります。７Ｃとは、ＩＣＴのＣ、コミュニケーションのＣだけでなく、

７つのＣをあらわしています。２１世紀に生きるために７つのスキルとしてコーポレーション、協

働力のＣ、それから、コミュニケーション、言語活用力としてのＣ、それからクリティカル・シン
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キング、思考、判断力としてのＣ、それから、コンピュテーショナル・シンキング、プログラミン

グ的思考のＣ、それから、コンプリヘンション、知識、理解力のＣ、さらにクリエイティビティ、

創造力のＣ、最後にシチズンシップ、市民性のＣ、この７つのＣでありまして、つくば市では40年

前からＩＣＴ教育に取り組んできたということであります。このためにタブレットですとか、情報

機器を学校内外の学習に活用したり、デジタル教科書の導入やプログラミング学習、家庭でも学習

ができるチャレンジングスタディ、ネットで他の県と子どもたちが交流学習をしたり、遠隔学習を

したり、プレゼンテーションコンテストを行ったり、情報モラル教育等々、多様に取り組んできて

いました。併せて学校ＩＣＴ推進委員会を設置して研修の充実にも努力をされていたということで、

余りにも先端を行っているために多くの市町村教育委員会の方々がため息交じりに聞き入るとい

うような状況で、参考というよりも、むしろ遠い世界に行ってしまっているなというぐらいの先端

ぶりでありました。また、氷見市教育委員会からはＩＣＴを投じた時代を担う人づくりというテー

マで実践発表がありました。氷見市は、人口が４万5,000人ほどで、本市の半分ほどの小さな市で

あります。財政規模が小さい中ですが、パソコンやタブレットを３人に１台の割合で整理して、Ｉ

ＣＴ企業の教育ももらいながら学習を進めています。また、電子黒板の使用状況は、全ての学級で

１日３時間以上、タブレットは全ての学校で１日２時間以上使用するようになったということだそ

うです。また、市のＩＣＴ推進委員会で活用事例を収集して共有フォルダに蓄積して全教職員が利

用できるようにしているということで、本市においても、すぐにでも参考にしながら取り組んでい

ける取り組みだなと思いながら聞いておりました。いずれにしましても、これからの教育はＩＣＴ

環境の充実と効果的な活用と、これが前提となっておりますので、本市の場合はやや劣りぎみの状

況もあるかと思います。整備状況については、今後、危機感を持って取り組んでいかなければいけ

ないことだと、このように新たにしたところであります。ちょうど８月に、本市では総合教育会議

のテーマとして、このテーマが取り上げておりましたので、大変関心を持って私も参加させていた

だきましたが、各地で取り組まれている質の高さ、これに圧倒されながら帰ってまいりました。全

国的な取り組みの状況というのは、資料をお届けしましたので、もしお時間があるようでしたら、

事務局の皆さんにも一度目を通していただけるとありがたいなと思います。また、教育委員として、

こういう会議に参加させていただいたこと、大変勉強になる機会なのですが、ある市では事務局の

皆さんも参加されておりました。そういう意味で教育行政をリードして教育計画を立案していく事

務局の皆さんがそこに参加していくということも、今後検討していい材料の一つではないかと思い

ながら参加をさせていただいた次第であります。大変中身の濃い２日間でありました。ありがとう

ございました。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 ＩＣＴの話とかも、私から発言させていただきますと、本市の場合は、指導者がやはり50代後半

ということで、自分たちがＩＣＴを使った経験がない。チョークと黒板で授業をやってきた年代な

のです。ですから、ＩＣＴに対する必要感とか危機感とか、そういうものがちょっと欠けていたの

かなという反省はございます。今後考えていかなければいけないと今のご報告を聞いて思いました。 

 小舘委員、どうぞ。 

 

〇小舘委員 済みません、２つ目の報告ですが、いずれにしても今のことで言えば、主体的で対話
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的で深い学びというのが大きなテーマの一つになっていますが、それとＩＣＴ教育は相関している

という認識を持たなければならないということです。 

 ２点目になりますが、10月９日水曜日、四街道総合運動公園体育館で行われました青い麦の子振

興ふれあい運動会に参加してまいりました。これは、印旛特別支援教育研究連盟と印旛特別支援学

級設置校校長会、そして四街道市教育委員会が主催で行われる特別支援学級で学ぶ児童生徒の交流

と特別支援教育の振興と発展を目的にして行われる体育祭であります。毎年ほぼ同じような種目で

行われる競技ですので、各学校の子どもたちは事前に準備をしっかりと重ねてきて、子どもたちは

自信を持って意欲的にこの活動に貢献できたというふうに思います。特に中学生は応援団や係活動

というものを、各学校においての運動会においてなかなか体験できない役割をこの日はしっかりと

果たして大変誇らしげに取り組み、小学生の面倒もよく見ていたのではないかと思います。また、

小学生もそういう中学生を見て、よき手本となって、いずれ自分もそういう人になるんだ、存在に

なっていくんだと上級生を見ていたように思います。参加した子どもたち全てに学びの場があった

のではないかと思いました。また、校長先生方ですが、駐車場の誘導や受付係など、この行事を裏

方でしっかりと支えてくださっておりまして、参加した担任の先生、あるいは子どもたち、保護者

の皆さんがこの教育が多くの皆さんの力で支えていただいている、そういう安心感、そういう思い

で見ていてくださったのではないかと思います。ただ、親交を図っていくという意味合いにおいて

は、ご来席の姿を見ますと、まだ大人の方の姿はちらりほらりという、やっぱり寂しい感じはあり

ました。しかしながら、受付の先生方のご説明をいただきますと、今年は昨年以上に、いわゆる自

分の子どもではない一般の保護者の方々が数十名おいでくださっているということで、名簿にチェ

ックがなされておりました。そういう意味で親交を図るという面の努力の足跡が見えたことについ

ては、大変うれしく思っています。私としては、今年度のような取り組みを通してさらに振興につ

ながっていくような工夫、改善を一層図っていただけると、なおありがたいなと思っています。 

 以上、２点ご報告いたします。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 ほかに。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 今月は２点ご報告させていただきます。まず、１点目は、10月７日月曜日に栗山小で

行われました北総教育事務所指導室訪問です。北総教育事務所からは、髙橋紀子指導室長を初め14

名の指導主事の先生方にお越しいただき、細かい指導をいただきました。２コマ分の授業を参観し、

その後、各部会、分科会が行われ、授業を行った先生方は教育事務所の先生方にマンツーマンで指

導していただいておりました。授業に対しての評価だけではなく、話し方や児童との会話の仕方、

黒板の使い方など、さまざまなアドバイスをいただけたようです。若い先生方にとっては、緊張の

時間だったようですが、指導力向上のためにもよい機会になったのではないだろうかと思います。

最後の全体会で総評として髙橋指導室長から、先生方の平均年齢が若い栗山小ですが、安心して教

育活動ができている様子が伺えました。特に６年生がよく引っ張っていっていることが感じられま

した。そして、不祥事は他人ごととは考えず、いつでも子どもたちに胸を張れる先生でいてくださ

いと締めくくられていました。 
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 続いて、２点目ですが、10月９日水曜日に総合体育館で行われました青い麦の子振興ふれあい運

動会に参加させていただきました。毎年たくさんの児童生徒が楽しそうに参加する運動会ですが、

今年も参加した児童生徒だけでなく、引率の先生方や応援に来ていた保護者の方々が皆笑顔だった

ことが印象的でした。応援合戦も中学生が小学生を引っ張って気合いのこもったものでした。小学

生低学年の児童が楽しみにしているヒーロー大集合という競技なのですけれども、それぞれがスー

パーマンになったり、白雪姫になったり、ドラえもんになったり、それぞれがなりたい自分になる。

自己表現がしっかりできていました。多くの児童は、自己表現が苦手だと思うのですが、この競技

は苦手な自己表現を楽しみながらできるよい機会になっているのだと思いながら応援をさせてい

ただきました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 府川教育長職務代理者、お願いします。 

 

〇府川教育長職務代理者 では、私から２点報告をします。まず、１点目ですが、先ほど小舘委員

からも報告がございましたが、私も10月７日月曜日、８日火曜日の２日間、令和元年度市町村教育

委員会研究協議会第１ブロックが富山県富山市で開催され、参加しましたので報告をします。 

 １日目の内容等については、先ほど小舘委員から報告がございましたので、省略させていただき

ます。２日目ですが、私は、第２分科会に参加をしました。第２分科会のテーマは、「地域と連携

したキャリア教育について」でした。事例発表ですが、秋田県大館市教育委員会、富山県高岡市教

育委員会の２市の取り組みでございました。大館市ですが、自立の気概と共感的協働力を備えた未

来大館市民の育成が不可欠であると考え、大館ふるさとキャリア教育を行っているということです。

具体的には、主にふるさと教育として子どもハローワークの実践の発表、そして大館型授業の説明

がございました。高岡市では文部科学省より教育課程特例校として、ものづくり・デザイン科を設

定しキャリア教育を行っているということでした。ものづくり・デザイン科は、ものづくりのすば

らしさを感じ取り、よりよく生きようとする心情を培うことで豊かな感性と郷土を愛する心を育て

ることが目的とのことでした。具体的には戸出中学校の実践が発表をされました。また、富山県で

は５日間の職業体験を全ての中学校で行っているということです。研究協議ですが、地域の現状や

課題について意見発表があり、ある市では教員が苦労して職場体験の場所を探しているという意見

もございました。大館市、高岡市とも、児童生徒がよりよく生きようとする心を育てることを目的

としたキャリア教育が実践されていると思いました。 

 最後に、文部科学省の助言者から、子どもたちは体験活動を通して、成功や失敗体験をする。キ

ャリア教育は、主体的な学びの場であるなどの話がございました。 

 以上です。 

 ２点目です。10月９日水曜日に四街道総合体育館で行われた青い麦の子振興ふれあい運動会を見

学しました。感想を申し上げます。まず、当日資料をいただきました。資料のタイトルは「四街道

市の特別支援学級」という資料でございました。小学校12校、中学校５校の学級の活動が紹介され、

読ませていただき、17校がそれぞれ児童生徒を主人公にした活動が行われており、大変勉強になり

ました。また、運動会の開会式や各種目に参加している児童生徒の頑張りや触れ合いの様子を見学
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し、特別支援教育についてさらに理解を深めることができました。関係の皆様には、この２年間の

四街道総合公園体育館での実施の課題を整理し、次年度につなげてほしいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 それでは、私から市民文化祭について報告させていただきます。10月19日土曜日より令和元年度

市民文化祭が開催されております。大ホールでの発表を皮切りとして10月20日日曜日、フラダンス

フェアが開催されました。フラダンスフェアに参加させていただきましたが、幼児からお年寄りま

で多くの市民の皆さんが参加して生き生きと発表を行っておりました。また、それを見に来た市民

の方もたくさんいらっしゃって、本市の文化芸術活動の発表の場として非常に充実していると感じ

ました。今年度は文化センターの工事等の関係により規模を縮小して開催しておりますが、市民の

活動の発表の場がこのようにあるということは大変すばらしいことだと思います。 

 また、旭公民館においては、これから児童生徒作品展が行われます。11月６日水曜日には児童生

徒作品展の特別賞の表彰式を開催いたします。子どもたちも市民文化祭に参加して、市民の方々と

一緒に芸術文化活動を行うよい機会だと思っておりますし、またこのような活動が児童生徒の健全

な育成に大きく寄与していると感じました。これからも、市民文化芸術活動への支援を行っていき

たいと強く思いました。 

 私からは以上です。 

 それでは、議事日程１、報告事項（１）委員報告事項は終了いたします。 

 

（２）１０月の行事報告及び１１月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（２）10月の行事報告及び11月の行事予定に入ります。 

 初めに、教育総務課からお願いします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 それでは、資料１の１ページをご覧ください。10月の行事につきましては、10日

木曜日、16時から教育委員会会議臨時会が開催され、本日14時からは教育委員会会議定例会を開催

しています。 

 続きまして、11月の予定ですが、22日金曜日、14時からは教育委員会会議定例会が開催予定とな

っています。ホームページの掲載予定等につきましては、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、学務課からお願いします。安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 資料１の２ページをご覧ください。学務課所管の行事報告と予定表になります。定例

の校長会、教頭会議については記載のとおりとなっております。10月の中学校における生活習慣病
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予防検診、こちら３日木曜日に北中学校で、８日火曜日に千代田中、それから四街道中、17日木曜

日に旭中、四街道西中で実施をいたしました。 

 10月から11月にかけまして、来年度小学校に入学する子どもたちを対象にした就学時健康診断、

こちらは各小学校で実施しております。10月は７校、11月には５校行われる予定です。本日も和良

比小学校で実施を行っております。 

 薬物乱用防止教室ですが、11月は12日火曜日に和良比小で、19日土曜日には非行防止教室を四街

道北中で開催予定となっております。ホームページの掲載についてですが、就学援助制度、新入学

学用品費の入学前支給について、こちらを掲載予定としております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまです。 

 続いて、指導課からお願いします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 資料１の３ページをお開きください。10月の行事ですが、７日月曜日に栗山小学校で

県教育庁北総教育事務所指導室訪問がありました。９日水曜日に総合公園体育館において青い麦の

子振興ふれあい運動会が開催されました。ふれあい運動会には教育委員の皆様にも開会式からご出

席をいただきました。ありがとうございました。11日金曜日に第２回サポートネットワーク会議、

15日火曜日に教育支援委員会を実施しました。 

 次に、11月の行事予定ですが、１日金曜日に文化センターを会場として市教育研究会主催による

小中学校音楽発表会が予定されています。11日月曜日から12月10日火曜日までの期間、いじめ撲滅

キャンペーンを実施予定です。11日月曜日に南小学校で県教育庁北総教育事務所指導室訪問、13日

水曜日に四街道北中学校で印旛地区教育委員会連絡協議会指定の生徒指導・教育相談公開研究会が

予定されております。19日火曜日に第３回外国語教育推進検討委員会を実施予定です。 

 その他、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、社会教育課から公民館も併せてお願いします。 

 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 それでは、資料１の４ページをご覧ください。10月の行事報告・予定ですが、１

日火曜日から13日日曜日まで市民ギャラリーにおきまして、第29回郷土作家展が行われ、参加人数

は1,108人でした。そのほか、子育て学習講座を11日金曜日の栗山小を皮切りに、16日水曜日に南

小、18日金曜日にみそら小、23日水曜日に山梨小、本日25日金曜日は和良比小、それから29日火曜

日に四和小、30日水曜日に八木原小で予定をしております。ほかに、19日火曜日から市民文化祭が

始まり、11月10日日曜日までを予定しております。 

 11月の行事予定ですが、６日水曜日に児童生徒作品展特別賞表彰式と文化講演会が文化センター

で行われます。そのほか、子育て学習講座を８日金曜日に大日小、11日月曜日に中央小、13日水曜
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日に吉岡小、19日火曜日に四街道小、29日金曜日に旭小で行う予定です。 

 その他、行事等につきましては記載のとおりです。 

 続きまして、資料１の５ページ、公民館の行事報告・予定表をご覧ください。10月の行事報告に

つきましては、２日水曜日に千代田公民館で第６回の２歳児子育て教室が行われ、23日水曜日に同

じ講座の７回目を予定しております。そのほか26日土曜日に千代田公民館主催のチャレンジスクー

ルの館外学習が行われます。行き先は、茨城県のやきいもファクトリーミュージアム、大洗水族館

です。ほかに、真ん中の主要行事欄に記載しておりますが、４日金曜日から６日日曜日まで四街道

公民館まつりが行われ、本日25日金曜日から27日日曜日まで旭公民館まつりが行われる予定です。 

 11月の行事予定ですが、15日金曜日に四街道公民館主催の長寿大学の館外授業が行われ、茨城県

那珂湊おさかな市場、大洗水族館、大洗磯前神社を見学する予定です。ほかに17日日曜日は、千代

田公民館の短期講座でクラシックコンサートが行われます。 

 その他、行事等につきましては記載のとおりです。 

 社会教育課と公民館の行事報告と予定は、以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、スポーツ振興課からお願いします。 

 末永スポーツ振興課長、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長 それでは、資料１の６ページをご覧ください。10月の行事報告ですが、10日

木曜日に第22回ガス灯ロードレース大会第２回専門委員会、17日木曜日には第２回実行委員会を開

催いたしました。27日日曜日には、子どもフェスティバルを総合公園において開催いたします。ま

た、24日木曜日、28日月曜日に市職員を対象にしました説明会を実施いたします。 

 続きまして、11月の予定ですが、１日金曜日と２日土曜日に中央小学校体育館において、ガス灯

ロードレース大会ボランティアスタッフ説明会を開催いたします。17日日曜日には中央公園をメイ

ン会場として第22回ガス灯ロードレース大会を実施いたします。30日土曜日には総合公園体育館に

おいて、第13回青少年ユニカール大会を開催いたします。 

 その他、記載のとおりです。 

 スポーツ振興課からは以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、図書館からお願いします。 

 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 資料１の７ページをご覧ください。図書館の行事報告と予定です。10月は、おはなし

会、「はじめまして、絵本」事業などの定例行事、移動図書館による小学校３校への訪問のほか、

令和元年度の第１回図書館協議会を開催いたしました。新たな委員が加わりさまざまな角度から活

発なご意見をいただくことができました。12日土曜日、13日日曜日は台風19号が関東を直撃すると

の予報から、安全確保のため臨時休館といたしました。28日月曜日から外壁改修工事が始まります。

工事期間中は、騒音や振動が発生し、ご不便をおかけいたしますが、利用する方の安全を第一に考
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え、工事の進捗状況をお知らせすることによりご理解を賜りたいと思っております。 

 11月は定例のおはなし会、「はじめまして、絵本」事業などのほか、中学生の職場体験、年に１

度の蔵書点検を行う予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 次に、青少年育成センターからお願いします。 

 峯島青少年育成センター所長、お願いします。 

 

〇青少年育成センター所長 資料１の８ページをご覧ください。10月の行事報告についてですが、

３日木曜日に青少年補導委員連絡協議会第２回研修会を千葉県生実学校、中央児童相談所において

実施しました。29日火曜日には「こども１１０番の家」対応訓練を八木原小学校で実施する予定で

す。 

 次に、11月の行事予定についてですが、６日水曜日に県下一斉広域列車パトロール、７日木曜日

には学校安全対策会議、27日水曜日には第２回市学校警察連絡委員会を実施する予定です。その他、

記載のとおりです。 

 次に、主要行事の実施状況等についてですが、９月の相談活動は43件でした。補導活動の補導対

象者はおりませんでした。以下、記載のとおりです。 

 青少年育成センターからは以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの行事報告及び行事予定について質問はございますか。 

 府川教育長職務代理者、お願いします。 

 

〇府川教育長職務代理者 では、スポーツ振興課に伺います。11月17日日曜日に第22回ガス灯ロー

ドレース大会が開催予定ということで行事予定に載っておりますが、この大会で市内の小中学生の

申し込みの状況、そして前年度と比べてどうか。教えてもらいたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

〇教育長 末永スポーツ振興課長、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長 お答え申し上げます。 

 市内小中学生の大会参加申込数ですが、近年小学生は増加傾向、中学生は横ばい傾向にあり、今

年度の小学生は、親子部門を含めまして1,023人、中学生は50人の申し込みをいただきました。ま

た、前年度比では小学生が28人の増、中学生は６人の減となりましたが、一般、高校生や市外ラン

ナーを含めた全体数で見ると216人増の4,034人の申し込みをいただいております。なお、今年は中

学生のボランティアとして10名の協力をいただく予定となっております。 



 11 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 

〇府川教育長職務代理者 はい。ありがとうございました。 

 

〇教育長 ほかに。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 今ご説明の中に中学生のボランティアが10名ということでしたが、この生徒たちには

どのようなお仕事をしていただくのでしょうか、教えてください。 

 

〇教育長 末永スポーツ振興課長、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長 今現在、準備を進めている中でお願いしようと思っていることは、ゴールし

た後のリグの回収をお願いしようということで準備を進めさせていただいております。 

 以上です。 

 

〇田中委員 わかりました。ありがとうございます。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

  ないようですので、（２）10月の行事報告及び11月の行事予定については、終了いたします。 

 以上をもちまして、議事日程１、報告事項を終了いたします。 

 

２ その他 

（１）その他 

 

〇教育長 次に、議事日程２、その他に入ります。 

 （１）その他に入ります。委員の皆様より何かございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 台風15号においては甚大な被害を受けた学校もありましたが、追い打ちをかけての台

風19号の被害があれば教えてください。 

  

〇教育長 では、伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 台風19号における各小中学校の被害状況についてご報告をさせていただきます。

被害状況別に見ますと、建物の小規模な損壊が小学校で３校、中学校で１校の計４校、倒木は小学

校で１校であり、フェンスの破損はなく、ガラスの破損もありませんでした。その他では、校舎に
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取りつけてありました外灯の落下や、プール棟防水シートのめくれ、門扉のゆがみ、樹木傾き、枝

折れ、雨漏りなどとなっております。主なものとしましては、建物の小規模な損壊４カ所のうち３

カ所が、いずれも台風15号で損壊した箇所がさらに拡大したものとなっています。四街道小学校の

体育倉庫では新たに開閉シャッターが折れてゆがんでしまいまして、支柱１本が腐食と強風により

破断しております。大日小学校の体育倉庫では新たに屋根の一部が飛びまして、学校敷地内に屋根

材が飛び散ったものです。山梨小学校の体育館の屋根は、新たな１カ所が少しめくり上がり、雨漏

りが発生し、床の損傷が進行しています。 

 台風19号での新たな被害については、千代田中学校のプレハブ棟屋根の破風板１枚がめくり上が

っている状況となっています。倒木につきましては、四和小学校の中庭にありました比較的細い木

の１本が中間あたりから折れたものです。 

 台風19号の被害につきましては、以上になります。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 

〇豊田委員 さらに対策を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長 今後の予定。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 今後の予定ですが、先ほど申し上げました四街道小学校と大日小学校の体育倉庫

につきましては、新年度予算の要望を行いまして建て替えたいと考えています。また、山梨小学校

の屋根につきましては、今年度中に本復旧を終了しまして、新年度から室内の復旧を進めてまいり

たいと考えています。その他につきましては、随時修繕費の樹木伐採等行って今年度中に終了した

いと考えております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまです。 

 よろしいですか。 

 

〇豊田委員 はい。ありがとうございます。 

 もう一点、他市において教員いじめという教育行政に対する信頼を著しく低下させる事態があり

ましたが、このようなことが起こらないように本市においての取り組みや対策等は行っているので

しょうか。教えてください。 

 

〇教育長 では、安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 他市においての事案を受けてということですが、本市各校では教職員に対して相談窓

口を設置しております。また、年間５回のアンケートの実施及び年間３回程度の個人面談を実施し

て、職場における教職員の悩み事等の早期発見と即時対応に努めております。市教育委員会では、
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育成センター及び指導課教育サポート室に教職員の相談窓口を設置して周知を行っております。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 では、豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 今、窓口等を設置していただいているということですが、それ以外にも何かございま

したら、お願いいたします。 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 日ごろより学校では不祥事根絶のためにモラルアップ委員会を開催したり、研修会を

行ったりしまして、一人一人が互いに理解を持つことができるようにしながら、いずれの学校でも

風通しのよい職場づくりに全力で取り組んでいるところです。また、市教育委員会では、定例の校

長会や教頭会で必ず危機管理をテーマに不祥事根絶及び働き方改革、風通しのよい職場環境づくり

等について情報提供も行っているところです。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 では、お願いします。 

 

〇豊田委員 いろいろ取り組みをしていただいていると思いますが、今回のこの事件はいじめをな

くすように指導する側の先生によるいじめということで保護者等も信じがたい気持ちでいっぱい

だったと思います。これは普通の企業でもそうだと思いますが、悪い職場環境では決していい仕事

ができないと思いますし、先生の場合、生徒児童は特にその影響を受けると思いますので、今後よ

り一層組織風土改革に力を入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 

〇豊田委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 それでは、私から。他市で起きることは本市でも起きるということを念頭に置かないといけない

と思います。私の経験からして非常に特殊なケースだと思います。私は、四十数年教育に携わって

おりますが、あのようなことは見たことも、聞いたことも、うわさでもそういうことはありません

でした。それほど特殊なケースですが、だからといって、本市では起きないということにはなりま

せんので、対応をしっかりと行っていきたいと考えております。 

 ほかにございますか。 

 それでは、事務局から何かありますか。 
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 荻野教育部長、お願いします。 

 

〇教育部長 事務局より１点ご報告いたします。10月16日水曜日に令和元年第１回四街道市議会臨

時会が行われました。10月10日木曜日の教育委員会会議臨時会で可決されました令和元年度四街道

市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）が提案されまして、原案どおり可決されまし

たことをご報告いたします。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

  事務局は、ほかにありますか。 

 

〇教育部長 特にございません。 

 

〇教育長 それでは、（１）その他は終了いたします。 

 以上をもちまして、議事日程２、その他を終了いたします。 

 

閉会宣告                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして、令和元年10月四街道市教育委員会会議定例会を終了いたします。 

 次回の会議は、11月22日金曜日午後２時から第２会議室で行います。 

 皆様、お疲れさまでした。 
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