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令和元年１１月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年１１月２２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 議決事項 

  議案第１号 四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

  議案第２号 四街道市の組織機構改革の実施に伴う関係教育委員会訓令の整備に関する訓令 

        の制定について 

  議案第３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員 

        会訓令の整備に関する訓令の制定について 

  議案第４号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５号） 

        （教育委員会所管分）について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）１１月の行事報告及び１２月の行事予定について 

 

３ 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 １１月定例会会議録 

 

日  時      令和元年１１月２２日（金） 午後２時～午後３時 

 

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       １名（男性 ０名、女性 １名） 

 

 

 

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11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、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しま

す。 

 傍聴人の皆様にお願い申し上げます。本日教育委員会会議を傍聴される皆様にお配りしてありま

す会議資料のうち、議事日程、行事報告・予定表はお持ち帰りが可能です。ただし、その他の資料

につきましては回収させていただきますので、ご了承願います。 

 それでは、四街道市教育委員会会議規則第23条の２の規定により、ここからの進行を府川教育長

職務代理者にお願いします。 
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１．議決事項 

  議案第１号 四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

教育総務課 

〇教育長職務代理者 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。 

 議事日程１、議決事項に入ります。 

 議案第１号 四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定についてを議題と

します。 

 議案第１号について事務局より説明をお願いいたします。 

 伊藤教育総務課長。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 それでは、議案第１号 四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則

の制定について、このことについて四街道市教育委員会行政組織規則第８条第２号の規定により教

育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、本案は令和２年度組織機構改革の実施に伴い、教育委員会事務局に置く課の名

称を変更するため及び地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、一般職の非常勤職員につい

て会計年度任用職員制度への移行を図るため、所要の規定を整備する必要が生じたことから提案す

るものです。 

 資料１の２ページをごらんください。改正内容ですが、組織についてはスポーツ振興課の名称を

新たにスポーツ青少年課へ改めるものであり、地方公務員法及び地方自治法の一部改正については、

改正法施行後の会計計年度任用職員制度に対応するため、会計年度任用職員に該当する臨時職員を

一般の非常勤職員へ改めるものです。 

 なお、新旧対照表は３ページから４ページのとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第１号について、質問はございますか。 

 では、質問がないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 討論がないようですので、表決をとります。 

 議案第１号 四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について、原案のと

おり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

                   （全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第１号 四街道市教育委員会行政組織規則の一部を改

正する規則の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第２号 四街道市の組織機構改革の実施に伴う関係教育委員会訓令の整備に関する訓 

        令の制定について 

教育総務課 



 4 

〇教育長職務代理者 次に、議案第２号 四街道市の組織機構改革の実施に伴う関係教育委員会訓

令の整備に関する訓令の制定についてを議題とします。 

 議案第２号について事務局より説明をお願いいたします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 議案第２号 四街道市の組織機構改革の実施に伴う関係教育委員会訓令の整備

に関する訓令の制定について、このことについて四街道市教育委員会行政組織規則第８条第２号の

規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、本案は令和２年度組織機構改革の実施に伴い、教育委員会事務局に置く課の名

称を変更するため、所要の規定を整備する必要が生じたことから提案するものです。資料１の６ペ

ージをごらんください。関係する訓令は、四街道市教育委員会行政文書管理規程、四街道市教育委

員会事務決裁規程、四街道市教育委員会表彰規程の３件となり、改正内容はいずれもスポーツ振興

課の名称を新たにスポーツ青少年課へ改めるものです。 

 なお、新旧対照表は７ページから８ページのとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第２号について、質問ございますか。 

 質問がないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 討論がないようですので、表決をとります。 

 議案第２号 四街道市の組織機構改革の実施に伴う関係教育委員会訓令の整備に関する訓令の

制定について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

                   （全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第２号 四街道市の組織機構改革の実施に伴う関係教

育委員会訓令の整備に関する訓令の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委 

        員会訓令の整備に関する訓令の制定について 

教育総務課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係教育委員会訓令の整備に関する訓令の制定についてを議題とします。 

 議案第３号について事務局より説明をお願いいたします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 議案第３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係教育委員会訓令の整備に関する訓令の制定について、このことについて四街道市教育委員会行
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政組織規則第８条第２号の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、本案は地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、一般職の非常勤職員に

ついて会計年度任用職員制度への移行を図るため、所要の規定を整備する必要が生じたことから、

提案するものです。 

 資料１の10ページをごらんください。関係する訓令は、四街道市学校職員服務規程、四街道市教

育委員会事務決裁規程、四街道市社会教育指導員の設置等に関する規程、四街道市スポーツ指導員

の設置等に関する規程、四街道市家庭教育指導員規程、四街道市長期欠席児童生徒指導員規程、四

街道市少人数学級推進教員設置規程、四街道市外国語指導助手設置規程の８件です。 

 改正内容は、いずれも改正法施行後の会計年度任用職員制度に対応するためのものであり、学校

服務における兼業制限の対象からパートタイムの会計年度任用職員を除外し、臨時職員の雇用を会

計年度任用職員の任用に改めるほか、新たに会計年度任用職員制度へ移行する特別職に関して現行

の規定を提出するものです。 

 なお、新旧対照表は11ページのとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第３号について、質問はございますか。 

 質問がないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 討論がないようですので、表決をとります。 

 議案第３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会

訓令の整備に関する訓令の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いい

たします。 

                   （全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係教育委員会訓令の整備に関する訓令の制定については、原案のとおり可決

されました。 

 

  議案第４号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５号） 

        （教育委員会所管分）について 

教育部 

〇教育長職務代理者 次に、議案第４号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５号）（教育

委員会所管分）についてを議題とします。 

 議案第４号について事務局より説明をお願いいたします。 

 濱田教育部参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部参事 議案第４号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５号）（教育委員会所管分）

について。このことについて四街道市教育委員会行政組織規則第８条第３号の規定により教育委員

会の議決を求めるものです。 
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 提案理由ですが、本案は令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５号）（教育委員会所管分）

について、市長が令和元年第４回四街道市議会定例会に議案を提出するに当たり、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の意見を求めるため提案するものです。 

 それでは、補正予算書の７ページをお開きください。第３表、繰越明許費の３段目に９款教育費、

４項社会教育費、図書館管理運営事業1,533万4,000円は、契約等に予定より時間を要したことによ

る繰越明許費を設定したものです。 

 ８ページをお開きください。第４表、債務負担行為補正において追加が15件ございます。９段目

からになります。自家用電気工作物保安管理委託、続きまして消防設備保守点検委託、次の９ペー

ジをお開きください。続きまして、９段目のスクールカウンセラー業務委託、外国語指導助手派遣

委託、社会科見学等バス運行委託、小荷物専用昇降機保守点検委託、自家用電気工作物保安管理委

託、エレベーター保守点検委託、複写機等用紙購入、空調設備用ＬＰガス購入、次に10ページをお

開きください。掘削業務委託、続きましてスクールソーシャルワーカー業務委託、最後になります

が、学校給食業務用プロパンガス購入です。以上につきましては、教育委員会所管の施設設備の保

守点検委託やスクールカウンセラー等の業務委託及び年間用紙購入であり、いずれも令和２年度当

初から業務が発生するため、本年度中に契約を締結する必要があることから、債務負担行為として

設定したものです。 

 なお、実際の予算額等は令和２年度当初予算に計上される予定です。 

 続きまして、11ページをお開きください。第５表、地方債補正になります。先ほど繰越明許費で

ご説明をいたしました図書館管理運営事業の図書館外壁改修工事に係るもので、公共事業等適正管

理推進事業債の対象になることから、地方債補正をするものです。起債充当率は90％になります。 

 続きまして、歳出補正予算の主なものをご説明いたします。35ページをお開きください。９款教

育費、２項小学校費、１目学校管理費の小学校施設設備維持管理事業100万円の増額ですが、台風1

5号により被害を受けた学校施設の修繕を最優先に実施したため、不足した修繕料を補正するもの

です。 

 同じページの同款同項同目の小学校事務管理事業58万5,000円の増額ですが、市有施設事業所ご

み収集運搬業務委託に不足が見込まれるため、補正するものです。 

 同じページの同款同項２目教育振興費の小学校学習教材整備事業22万4,000円の増額ですが、来

年度購入予定の小学校５年生、６年生用デジタル教科書12校分ほかを購入するため、備品購入費を

補正するものです。 

 同じページの同款３項中学校費、１目学校管理費の中学校施設設備維持管理事業100万円の増額

ですが、こちらは小学校と同様の理由から補正するものです。 

 続きまして、35ページから36ページにかけてになります。35ページの下のほうになりますが、９

款教育費、３項中学校費、１目学校管理費の中学校事務管理事業35万円の増額ですが、こちらも市

有施設事業所ごみの関係で小学校と同様の理由から補正するものです。 

 続きまして、36ページをお開きください。９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費の中学校

施設管理事業140万3,000円の増額ですが、来年度生徒増が予定されている千代田中学校の机、椅子

51セットを購入するため、備品購入費を補正するものです。 

 続きまして、37ページをお開きください。９款教育費、５項保健体育費、２目体育施設費の体育

施設管理運営事業77万4,000円の増額ですが、台風15号により一部破損しました総合公園多目的運
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動場外周フェンスを改修するため、工事請負費を補正するものです。 

 38ページをお開きください。９款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費の学校給食管理運営

事業41万円の増額ですが、来年度１クラス増が予定されております和良比小学校の食器及び配膳用

消耗品の購入と給食配膳台、クラス用運搬車を購入するため、備品購入費等を補正するものです。 

 以上が主な事業になります。なお、各項目に記載の職員人件費の補正につきましては、給与改定

等の要因による増減がそれぞれ計上されているものです。 

 教育費の総額ですが、戻っていただきまして13ページをお開きください。13ページの９款教育費、

こちらの補正額は1,040万4,000円の増額で、総額といたしましては32億5,739万5,000円となり、予

算額全体に占める構成比は11.2％となりました。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第４号について質問はございますか。 

 質問がないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 教育長、お願いいたします。 

 

〇教育長 今回の補正の中で、特に台風の被害からのいち早い復興を目指すものと、それから来年

度の児童生徒が増加することから補正を組むものと、それだけではありませんが、正常な施設の管

理、学校等の運営にこの補正予算を使って努力してまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかに討論はございますか。よろしいですか。 

 では、表決をとります。 

 議案第４号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５号）（教育委員会所管分）について、

原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

                   （全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第４号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５

号）（教育委員会所管分）については、原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして、議事日程１、議決事項を終了いたします。 

 

２．報告事項 

（１）委員報告事項 

 

〇教育長職務代理者 議事日程２、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等、何かございますか。 

では、豊田委員、お願いします。 
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〇豊田委員 11月の委員活動につきまして３点ご報告させていただきます。 

 まず１点目は、11月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に参加してまいりま

した。児童生徒作品展は、旭公民館で作品を拝見してまいりましたが、どの作品もすばらしい力作

でありました。受賞された方々の作品も拝見いたしましたが、色彩豊かな絵画や力強く書かれた書

写は印象的でした。文化講演会は、淑徳大学松浦俊弥教授による「いろいろな子どもの多様な背景

を知る 笑顔あふれるまちづくり」という演題でご講演いただきました。子どもたちの行動には理

由があり、病気や障害、心の病、虐待やＬＧＢＴ、貧困状態と、いろいろな子どもたちがいること

を理解し、知ることが大切だと感じました。生まれつき悪い子も、だめな子もいない。大人目線で

理解しようとしないで、正確に理解し、適切な対応をすることが重要であると学びました。また、

成長の過程で反抗期を迎えますが、これは自立の準備で、自立できれば親子の関係性は回復するそ

うです。親の心得は感情的にならず、忍耐力、共感、アドバイス、見守り、寄り添いが必要とのこ

とです。そして、全ての子どもが笑顔で過ごせる四街道にと締めくくられていましたが、私たち大

人がさらに努めていきたいと思いました。 

 ２点目は、11月11日月曜日に南小学校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、15名の指導主事の先生がお越しくださりました。私は、授業のみ参観させていただ

きましたが、南小学校の訪問は初めてでしたが、とても開放的な校舎のつくりで、児童たちも伸び

やかに授業を受けていました。１年生の図画工作授業では、筆を使用せず、手にいっぱいの絵の具

をつけ、思い思いの絵画を、目をきらきらと輝かせながら取り組んでいました。 

 ３点目は、11月17日日曜日に行われた第22回ガス灯ロードレース大会の開会式に行ってまいりま

した。大会の運営にご尽力いただいたスタッフの皆さん、大変ご苦労さまでした。当日は、お天気

にも恵まれ、マラソン日和でした。大勢のランナーが活気に満ちあふれ、沿道からの温かい声援を

受けて頑張っていらっしゃいました。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかに。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 では、私から前回の定例会報告後の取り組みについて、３点報告したいと思います。 

 １点目ですが、11月６日水曜日、四街道市民文化祭の児童生徒作品展特別賞表彰式及び文化講演

会に出席いたしました。内容については、豊田委員と重複いたしますので、感想だけ簡単に申し上

げます。記念講演を担っていただいた松浦先生のお話の中で、大人、教師が子どもたちと向き合っ

ていく中で、日々発生するさまざまな問題や対応に悩みを持ちますが、ともすると表面的な課題や

問題に目が奪われてしまって、その対応だけに追われてしまいがちになってしまうと。しかしなが

ら、問題の根源がどこにあるのか、その子の障害や困難が今どんな状況で、必要な支援の質や量は

どの程度のものなのか。それに対する教師や親の理解や能力がきちんと準備できているのかどう

か、そういうことについて基本的なご指導をいただいたのではないかと思います。 

 ２点目は、11月13日水曜日ですが、平成30年度、令和元年度、この２カ年にわたって印旛地区教

育委員会連絡協議会が四街道北中学校に指定いたしました生徒指導・教育相談公開研究会、これに

参加してまいりました。前半は、生徒の自己肯定感を高め、達成感のある豊かな学校生活を築くた
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めの指導の工夫、このテーマで取り組んできた研究についての成果の一端を黙動清掃の様子あるい

は授業参観、これを通して拝見いたしました。その後、全体会では教育長からの主催者挨拶、北総

教育事務所次長からの来賓挨拶、そして研究主任からの研究概要説明等々行われたわけでありま

す。成果として報告されたのが３点、授業だけでなく小中一貫教育の取り組みもあって、学習意欲

や学習活動の向上が図られました。自尊感情が向上して、自信を持って主体的に行動ができた、行

動できるようになった。３点目が、自己の役割を意識して、主体的に、自主的な活動にも取り組む

ようになった。こういう成果が発表されておりました。また、今後の課題としても報告がなされて

おりまして、１つは意欲がなかなか高まらない生徒に対しての指導支援は、これからの課題である

と。さらにまた、自尊感情を高めていくための情報共有や特別に配慮を要する生徒への支援体制、

これの充実にも努めていきたいと、こういうような報告でございました。 

 その次に、東京情報大学の原田恵理子准教授から、演題が「自己肯定感を育む生徒指導・教育相

談」というテーマで講演をいただきました。原田先生は、学校臨床心理学や発達臨床心理学がご専

門の方でございまして、そのお立場から子どもたちがこれからの社会に主体的に、そして意欲的に

関わって生き抜いていく、このためには１つは自己肯定感というものが、どういう意義づけに当た

るか、１つは子どもたちの自己肯定感を育むためには何が必要で、発達段階としてどのような視点

を持って対応していかなくてはいけないのかと、これらの３つの柱でわかりやすく説明をしてくだ

さったと思います。お話を伺いながら、根拠のない高い自己肯定感や自尊感情、これは大変大きな

問題になりますが、一方でポジティブ思考をもって、よりよい人間関係を築いて、そして自己肯定

感を高めながら自尊感情を獲得できるようにしていく。そしてそのことが最終的には教育の目指す

ところの生きる力につながっていくそうで、このためには学校が安心、安全で、さらに公正、公平

な規範意識の高い仲間と一緒に、わくわくする学校生活が展開されることが何よりも大切だと、こ

ういうお話でありました。そして、この間の北中の取り組みには、それらの実践が確かにあったと、

そういうお褒めの言葉があったと思います。校長先生以下先生方が一生懸命、そして子どもたちも

一緒になってすばらしい学校づくりの一端を見させていただいたと思います。 

 ３点目になりますが、11月17日日曜日、第22回ガス灯ロードレース大会に参加してまいりました。

関係者のご努力もあって、昨年以上に市内の子どもたちの参加の数も一般の方々の参加の数も増

え、4,000名を超えたと伺いました。晴天にも恵まれて、特にすばらしい取り組みだった、子ども

たちが生き生き走っていたのではないかと思います。恐らくこの取り組みに当たっては、事務局の

皆さんはじめ関係のボランティアの皆さん等々のご尽力がなければ、これだけのことはできなかっ

たのではないかなと思います。改めてこの場をおかりして御礼を申し上げたいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 では、ほかに。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 私からは３点ご報告いたします。 

 まず１点目は、11月11日月曜日に南小で行われました北総教育事務所指導室訪問の授業公開を参

観させていただきました。外国語活動では、担任の先生とＡＬＴがうまく子どもたちの興味を引き

出し、どの子も楽しそうに、自信を持って発表している姿がとても印象的でした。外国語が上達す
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るには、楽しいと思えることが最初の一歩だと思います。子どもたちが外国語を楽しい、もっと話

したい、知りたい、わかるようになりたいと興味を持てる授業ができるようになることを願ってお

ります。特別支援教育では、一人一人の顔を見て話を進め、それぞれのペースで授業が進んでいま

した。理解度が早い子、遅い子、さまざまですが、確実に取りこぼしがないように先生が注意して

いることがとても感じられた授業だったと思っております。 

 ２点目は、13日水曜日に中央小と四街道高校で行われました風とえのきのコンサートを鑑賞させ

ていただきました。中央小と四街道高校との交流演奏会は15年以上前から続くコンサートです。こ

の長い年月でコンサートの形はいろいろ変わってきました。小学生のとき、高校生の演奏をあこが

れのまなざしで見ていた子が、今となっては自分が小学生を楽しませる立場になり、恥ずかしいけ

れども、それ以上にわくわくしていると話していました。新たに小学生と高校生の交流をと考えて

も、時間的にも条件的にもとても難しいことだと思います。ですので、この交流会がさらに長く続

いてくれることを願っております。 

 ３点目は、同日13日水曜日の午後に北中で行われました印旛地区教育委員会連絡協議会指定、生

徒指導・教育相談公開研究会に参加させていただきました。まず、掃除を見学いたしましたが、北

中の３つの宝である黙動清掃は、日常の生活における生徒指導の柱の一つとして位置づけられてい

ます。無言で集中して活動に取り組むことにより、次の活動に意欲を持つことができるようになる

と考えています。そして、黙動清掃は小中一貫教育の北中学区での統一活動の一つともなっており

ます。公開授業では、それぞれの科目の中に自己肯定感を上げるためのヒントや他人を尊重するた

めの内容が盛り込まれていたと思っております。昨年、今年の２年間での研究結果では、自尊感情

を高めるためには挨拶、黙動清掃、教室内の整理整頓など、日常での地道な生徒への指導や意識の

啓発により、生徒個人の活動に対しての意識の向上が見られ、日常生活のさまざまな活動が充実し、

成果が上がっていると報告されました。今後も継続し、自尊感情を高め、さらに他人を尊重できる

生徒の育成を目指していっていただきたいと思っております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 では、私から報告をします。 

 今、小舘委員、田中委員からもご報告がありましたが、11月13日水曜日に、昨年度、本年度の２

年間、印旛地区教育委員会連絡協議会の研究指定を受けている四街道北中学校の生徒指導・教育相

談公開研究会を参観しました。その感想を報告します。 

 四街道北中学校では、生徒の自己肯定感を高め、達成感のある豊かな学校生活を築くための指導

の工夫を研究主題として研究に取り組んでいるところです。当日ですが、はじめに生徒の黙動清掃

を参観しました。自分たちの生活する場所を自分たちで整える、そのために話をしないで主体的に

清掃する姿は、まさに研究の成果の一つであると思いました。 

 次に、１年１組の社会科学習を参観しました。学習の課題に対して、教師が用意したパワーポイ

ントの資料がよくわかり、生徒も教師の説明をきちんと聞き、今日の学習内容を確認していました。 

 次に、学習の中でグループに分かれて生徒が自分の考えを伝え、話し合う活動が行われました。

生徒が積極的に自分の意見を発表し、話し合いも活発にされていました。また、教師も学習課題に

ついて説明を加え、生徒への支援もよくされていたと思いました。新しい学習指導要領のキーワー

ドである生徒の主体的、対話的で深い学びの姿を見ることができました。学習を支援する教師と学
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習の主体である生徒の距離感や学習の資料、教室環境はよかったと思いました。その後、全体会で

四街道北中学校研究概要の説明や自己肯定感を育む生徒指導・教育相談という題でお話をされた東

京情報大学総合情報学部准教授の原田恵理子氏の講話を拝聴しました。生徒一人一人の豊かな学校

生活の実現のために、生徒のための実践、研究に取り組んでいる四街道北中学校に感銘を受けまし

た。 

 以上です。 

 では、教育長、お願いします。 

 

〇教育長 私からは３点報告いたします。 

 まず、10月26日土曜日に行われましたみそら小学校40周年記念式典です。この式典の中で、校長

先生から子どもたちにお話がありました。このみそら小学校の40年間は、保護者、地域の方、そし

て先生方が努力しただけではなくて、君たちの先輩が日々の生活の中で、よい方向をつくってきた。

その40年間が、みそら小学校の40年だという話をしました。これからみそら小学校をさらによい学

校にするために、みんなで力を合わせていきましょうという、未来へ向けたお話がありました。式

典では、みそら小学校40年間をパワーポイントで振り返るとともに、全校合唱が行われました。ど

の子どもも、自分の学校に誇りを持ち、前に進んでいこうという雰囲気を感じることができました。 

 次に、11月１日金曜日に行われました市内の小中学校の音楽発表会です。文化センターで開催さ

れました。四街道市内の小学校、中学校は、例えばＮＨＫの東日本のコンクールに出場したり、あ

るいは関東大会で金賞を受賞したりということで、非常に音楽活動が盛んです。小学校もさること

ながら中学校の合唱の発表、これはそれぞれの中学校で行われている合唱コンクール、その優勝し

た学級が参加していました。人数は三十数名ですが、どの学校もすばらしい歌声を聞かせてくれま

した。中学生になると、ややもすると歌を歌わない子どもたちが出てきますが、そういう集団の中

で自分の個性をしっかり出して、みんなとともに歌を歌えるというのは、やはり健全な学校の証拠

ではないかと思いました。歌声と、それから金管と器楽の発表に感銘いたしました。 

 続いて、最後になりますが、11月14日木曜日、千代田中学校で開催されました音楽鑑賞会につい

て報告します。これは教育委員会の社会教育課で企画をしたものですが、千葉県で唯一のプロのオ

ーケストラ、千葉交響楽団を招いて、その演奏を鑑賞するというものです。千代田中学校の体育館

が、まるで音楽ホールのようにすばらしい音で溢れました。子どもたちも全く飽きることなく、ク

ラシック音楽を身を乗り出すようにして聞いておりました。大変いい経験ができたということで、

来年度以降も続けていきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 それでは、議事日程２、報告事項（１）委員報告事項は終了いたします。 

 

 

（２）１１月の行事報告及び１２月の行事予定について 

 

〇教育長職務代理者 次に、（２）11月の行事報告及び12月の行事予定に入ります。 
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 はじめに、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２の１ページをごらんください。 

 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、12月の予定ですが、12月20日金曜日16時から教育委員会会議定例会が開催予定です。 

 その他は記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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 それでは、資料２の２ページをごらんください。学務課所管の行事報告と予定につい

てご説明を差し上げます。 

 定例の校長会、教頭会議については、資料記載のとおりです。先月10月から11月にかけまして、

来年度小学校に入学を予定する子どもたちを対象といたしました就学時健康診断を実施しており

ますが、11月29日金曜日に旭小学校で開催し、全て終了の予定となっております。 

 薬物乱用防止教室が11月12日火曜日に和良比小で、19日火曜日には非行防止教室が四街道北中で

開催されております。引き続き12月も、薬物乱用防止教室が４日水曜日に吉岡小、それから６日金

曜日に四和小、17日火曜日に旭小で開催予定となっております。 

 12月24日火曜日から市内小中学校は冬季の休業に入る予定となっております。 

 その他、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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２の３ページをお開きください。11月の行事ですが、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開催されました。 

 11日月曜日から12月10日火曜日までの期間、各小中学校でいじめ撲滅キャンペーンを実施してい

るところです。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ありました。19

日火曜日に第３回外国語教育推進検討委員会を実施しました。 

 次に、12月の行事予定ですが、３日火曜日に第２回教育支援委員会を実施予定です。 

 その他は記載のとおりです。 

 以上です。 

〇教育長職務代理者 続いて、社会教育課より、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。 
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〇社会教育課長 それでは、資料２の４ページをごらんください。 

 11月の行事報告・予定ですが、６日水曜日に文化センターにおきまして児童生徒作品展特別賞表

彰式、文化講演会が行われました。表彰式は、11の部門におきまして市長賞、議長賞、教育長賞の

33名の児童生徒に授与が行われました。ほかに８日金曜日に大日小、11日月曜日に中央小、13日水

曜日に吉岡小、19日火曜日に四街道小で子育て学習講座が行われ、29日金曜日は旭小で予定をして

おります。 

 12月の行事予定ですが、６日金曜日に大日小、16日月曜日に中央小で、民具出前授業が行われま

す。ほかに14日土曜日に市民大学講座（一般課程）の第７講が保健センターで、21日土曜日は市民

大学講座（専門課程）の第４講が愛国学園大学で行われます。 

 その他行事等につきましては記載のとおりです。 

 続きまして、５ページ、公民館の行事報告・予定表をごらんください。 

 11月の行事報告・予定につきましては、15日金曜日に四街道公民館の長寿大学で館外学習が行わ

れました。行き先は、大洗磯前神社、那珂湊おさかな市場、大洗水族館です。17日日曜日は千代田

公民館で短期講座のクラシックコンサートが行われました。 

 12月の行事予定ですが、12日木曜日に千代田公民館で福寿大学、20日金曜日に四街道公民館で長

寿大学、25日水曜日に旭公民館であさひ寿大学の第６講が、それぞれ予定されております。 

 その他行事等につきましては記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者  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。 

 

〇スポーツ振興課長 それでは、資料２の６ページをごらんください。11月の行事報告ですが、１

日金曜日と２日土曜日に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中央小学校体育

館で実施いたしました。17日日曜日には中央公園をメーン会場として第22回四街道ガス灯ロードレ

ース大会を実施いたしました。天候にも恵まれ、多くのランナーが参加され、大きなトラブルもな

く無事終了いたしました。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

が実施されます。 

 続きまして、12月の予定ですが、１日日曜日には佐倉市岩名運動公園周辺において、第89回印旛

郡市駅伝競走大会が実施されます。 

 その他記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 続いて、図書館からお願いします。 

 小野図書館長。 

 

 

〇図書館長 資料２の７ページをごらんください。図書館の行事報告と予定です。 

 11月は、おはなし会、「はじめまして、絵本」事業などの定例行事のほか、25日月曜日から年に
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１度の蔵書点検を実施いたします。例年２月に行っておりますが、本年は電算機器入れ替えを行う

都合上、日程を早めて実施いたします。外壁改修工事に伴い、建物周囲の足場設置工事が始まり、

騒音等の影響が出ているところですが、現時点でご利用の方から苦情等は寄せられておりません。 

 12月は、定例の「はじめまして、絵本」事業などのほか、冬休みに合わせてのおはなし会や読書

感想画優秀作品の展示などを行う予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 続いて、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２の８ページをごらんください。11月の行事報告ですが、７日木

曜日に学校安全対策会議を開催しました。学校の防犯対策や交通安全等の対策について、警察や自

治会、幼小中、高等学校、教育委員会、関係各課からの報告と情報交換を行いました。その他記載

のとおりです。 

 12月の行事予定ですが、18日水曜日、青少年補導委員の活動として、千葉市、四街道市隣接地域

交流会を実施します。これは千葉市と本市の青少年補導委員が補導活動と情報交換を行うもので

す。今回は本市で行います。 

 次に、主要行事の実施状況等についてですが、10月の相談活動は34件、補導活動では927人の青

少年に声かけをしましたが、補導対象はいませんでした。 

 その他記載のとおりです。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 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。 

 では、私から意見を申し上げさせていただきます。先ほど豊田委員、小舘委員、そして今末永ス

ポーツ振興課長から報告をいただきましたが、ガス灯ロードレース大会、私は大会の副会長として

出席をさせていただきました。その折に、皆様ご来場ありがとうございました。来年も皆様のお越

しを心からお待ちしておりますと会場で閉会の言葉を述べました。本市のスポーツ振興の面からも、

児童から大人まで参加できるガス灯ロードレース大会は、大変意義深いと思っております。この大

会、長く続けていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 以上をもちまして議事日程２、報告事項を終了いたします。 

 

３．その他 

 （１）その他 

   

〇教育長職務代理者 次に、議事日程３、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。 

 田中委員、お願いします。 
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〇田中委員 教育総務課に質問させていただきます。２つの台風とその後の記録的な大雨で、各学

校に被害があったと思いますが、最終的な被害の詳細を教えていただきたいと思います。 

 

〇教育長職務代理者 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、２つの台風と、その後の記録的な大雨の最終的な被害についてご報告

いたします。建物に大きな被害をもたらした学校としましては、四街道小学校、旭小学校、中央小

学校、大日小学校、山梨小学校、栗山小学校の６校となっており、倒木や折れ枝の被害につきまし

ては、旭小学校、八木原小学校、四街道北中学校を除いた10の小学校と４つの中学校があり、また

フェンスの破損については旭小学校、南小学校、中央小学校、大日小学校、山梨小学校、栗山小学

校の６小学校となっております。 

 特に大きな被害としましては、台風15号により山梨小学校屋内運動場の窓ガラスの一部が破損し、

屋根の一部も飛んでしまったことから、雨水により床が反り返った状態となっています。また、台

風19号により中央小学校の屋内運動場の床の一部と、10月25日金曜日の大雨により栗山小学校屋内

運動場の床の一部が、ともにサッシから吹き込んだ雨漏りによりまして反り返っている状況です。

倒木において特に被害が大きい箇所としましては、大日小学校、栗山小学校の２校で、ともにグラ

ウンド内にありました木が根元から折れてしまったことから、復旧経費が多くかかっております。 

 以上が最終的な主な被害状況でありますが、大きな被害箇所につきましては公立学校施設災害復

旧国庫負担制度を活用して復旧を進めてまいります。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 続いて、学務課に質問させていただきたいと思います。児童生徒が在校中、気象状況

においては警報や避難勧告が起きた場合、どのような対応をするのか教えていただけたらと思いま

す。 

 

〇教育長職務代理者 安川学務課、お願いします。 

 

〇学務課長 在校中に気象状況による対処が発せられた場合ですが、これは各校で作成しておりま

す危機管理マニュアル、こちらにのっとって学校長が判断を行うこととしております。なお、土砂

災害警戒情報や記録的短時間大雨情報、こういったものにより避難勧告等が発せられた場合には、

基本学校待機という形にしておりますので、保護者の方に迎えに来ていただくといったことも含め

て対応をしております。また、学区に土砂災害警戒区域やアンダーパスがあるなど、要注意箇所が

ある場合、下校にあたっては十分に安全確認を行い、必要に応じて職員が引率するなどの対応に当
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たりました。なお、各校の危機管理マニュアルにつきましては、常に見直しを図るものとし、内容

については市教育委員会も確認と指導助言を行っております。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。子どもたちのけががないように、これからも見守っていた

だきたいと思います。どうぞお願いします。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 では、委員の皆様からはないようですので、事務局より何かございますか。 

 

〇教育部長 特にございません。 

 

〇教育長職務代理者 ないようですので、（１）その他は終了します。 

 以上をもちまして議事日程３、その他を終了いたします。 

 それでは、私の議事進行役を終え、髙橋教育長に進行役をお返しいたします。 

 

閉会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして、令和元年11月四街道市教育委員会会議定例会を終了します。 

 次回の会議は、12月20日金曜日、午後４時から第２会議室で行います。会議規則によりますと、

第４金曜日、12月27日に開催するところですが、当日は令和元年度開庁最終日となるため変更いた

しました。 

 皆様、お疲れさまでした。 
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