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平成３１年４月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：平成３１年４月２６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 協議事項 

  （１）平成３１年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）４月の行事報告及び５月の行事予定について 

 

３ その他 

  （１）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （平成３１年度四街道市学校評議員） 

  （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市児童体力づくり指導者） 

  （３）その他 

 

閉 会 
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  平成３１年四街道市教育委員会会議 ４月定例会会議録 

 

日  時      平成３１年４月２６日（金） 公開部分 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  須郷 恭子 

          委          員  小舘  修 

 

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       ３名（男性 ０名、女性 ３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、平成31年４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、会議録署名人を田中委員にお願いしま

す。 

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

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。 

 

１．協議事項 

  （１）平成３１年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出について 
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〇教育長 それでは、議事日程１、協議事項に入ります。 

 ここで本協議に入る前に、平成31年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出については、教

科書採択にかかわる事項で、委員と業者等の間に利害関係が発生するおそれがあることから、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定では、人事に関する事件その他の事件に

ついて、教育長または委員の発議により出席委員の３分の２以上の議決で公開しないことができる

と規定されているので、私は非公開を発議します。また、同条第８項により、この発議は討論を行

わないで、その可否を決しなければならないと規定されています。委員の皆様から何かご質問等あ

りますか。 

 質問がないようですので、直ちに採決に入ります。 

 会議の非公開に賛成の方は挙手をお願いします。 

                   （全員賛成） 

〇教育長 全員の賛成がありましたので、本件は非公開とすることに決定し、議事日程３、その他

が終了した後、教育部長、教育部参事、学務課長が出席の上、教育長室で会議を行うこととします。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 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。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、私から前回の定例会で報告した後の活動について、３点報告をいたします。 

 １点目ですが、４月９日火曜日、旭中学校の入学式に出席しました。32名のご来賓の出席をいた

だきまして、119名の新入生が吹奏楽部の子どもたちの演奏によって入退場を行った式でした。中

学生らしい緊張感のあふれる、非常に意欲に満ちた表情での入学式だったと思います。鶴田校長先

生からは一言、目標を持ってしっかりと歩んでほしいと挨拶がございました。 

 ２点目、４月10日水曜日、四和小学校の入学式に出席しました。98名の新入生でしたが、体育館

の広さの関係で高学年のみが参加する式となり、子どもたちが大変笑顔あふれる中での式でした。

校長先生からは、君たちを待っていたよ、優しい言葉で仲よくやっていきましょうという温かい声

かけの中でスタートができたのではないかと思います。 

 ３点目、昨日４月25日木曜日、ホテルウエルコ成田での印旛地区教育委員会連絡協議会定期総会

に出席しました。印旛地区９市町の教育長、教育委員が一堂に会しまして、今年度の事業や予算、

役員等について協議を行いました。また、今年度の委員は４名が入れ替わりとなり、印教連会長に

は本市の府川委員が再任されまして、府川会長からは、各市町の教育長の強いリーダーシップのも

とで教育委員として連携、協力をしてやっていきましょうと、さらにそのことを通して地区の教育

進展を目指していきましょうとご挨拶がございました。その中でも４月17日に文科大臣が中教審に

対して小学校における教科担任制に係る諮問をしたところですが、この行く末を地方教育委員会と

してもしっかりと見守っていかなければいけない、教育の質の向上だとか子どもたちの学力だとか、

さまざまな意味合いにおいて大いに関係する内容であるということでした。私も同感です。総会の
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後は、各委員たちと情報交換の場が設けられまして、大変中身の濃い貴重な時間を過ごすことがで

きました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 私からは、２点ご報告させていただきます。 

 まず、４月９日火曜日に行われた四街道北中学校の入学式に出席しました。今年度の北中学校は、

15クラスの担任の先生が女性10名、男性５名とのことでした。新入生は、男子が90名、女子が81名

との説明がありました。大きめの制服が初々しく、緊張している様子の新入生に青柳校長先生から

は、中学校３年間は人生の中で大事なときです。３つの力を身につけてください。１つ目は勉強は

山登り、山は高いほどよい、粘り強く継続する力、２つ目は強くたくましい心と体をつくるために

積極的に動く力、３つ目は物事を的確に判断してほしい、人の話を素直に聞く力ですとのお話があ

りました。新入生も在校生も胸に刻んだと思います。 

 ２点目は、10日水曜日に行われた山梨小学校の入学式です。あいにくの雨天で、とても寒い日で

したが、18名のかわいい元気な姿を見ることができました。入学式には16名の来賓のほかに、黄色

いジャンパーを身につけた３名の安全ボランティアも参列してくださり、多数の保護者に見守られ

ながらの式となりました。小規模校ですが、歌はどれも人数以上の声量で、体でリズムをとりなが

ら歌を楽しんで歌ってくださいました。玉川校長先生のお話では、地域の皆さんのアイデアがとて

も豊富で、児童にたくさんの体験をさせてくださっているとのことです。例えば田んぼの散策、夜

の蛍の観察、街にもよく連れ出してくれて、多くの方々と出会い、お話をしてくださるとのことで

す。縦割りグループでの活動も多く、さまざまな年代と触れ合うことはとても良いことだと思いま

した。入学式の後に地域の方々とお話ししましたが、皆さん一様に子どもたちのためというより自

分たちが楽しい、子どもたちから元気をもらっていますと話してくださいました。放課後に児童が

遊びにお邪魔することもあるそうで、子どもたちが帰宅してからも遊びに来てくれるので、毎日が

本当に楽しいですとお話しくださる方もいて、山梨小学校と地域の連携はすばらしいと思いました。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 私からは、１点ご報告させていただきます。 

 四街道小学校の入学式に出席しました。戸田市議会議長をはじめとした50名の来賓の方々に見守

られ、新入生118名が６年生と手をつないで入場しました。入学児童呼名では、元気のよい返事が

返ってきたと思います。笹岡校長先生の式辞では、「大きくなるということは」という紙芝居をし

ました。「大きくなるということは、服が小さくなること、大人の歯が生えること、おもしろいこ

とがたくさん見つけられること、自分より小さな人が多くなること、小さい人に優しくなれるとい

うこと、大きくなるということはできることがどんどん増えること、皆さん小学校でたくさんので

きることを見つけてください」とお話ししていらっしゃいました。新入生は、じっと座っているの
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が難しいのか、またはパイプ椅子というのが難しいのか、多くの新入生が足をぶらぶらとさせてい

て、校長先生の目にとまったようで、足をぶらぶら振らないで最後までお話を聞きましょうと注意

しておりました。これからの学校生活で椅子の座り方やお話を聞く態度、姿勢などを学んでいくと

思います。この児童たちが成長するのが楽しみだと思いながら参列させていただきました。 

 以上です。 

 

〇教育長 府川職務代理者、お願いします。 

 

〇府川教育長職務代理者 ２点報告します。 

 １点目ですが、４月９日火曜日です。四街道中学校の入学式に出席しましたので、報告をします。

新入生は209名でした。校長式辞ですが、横山校長先生から中学校３年間はとても大切である、そ

して頑張ってほしいことが２点、１点目は何事もほかの人のせいにしないこと、みずから考え、判

断し、決定、行動していくことが大切であるとお話がございました。２点目は、周りを尊重し、感

謝の心を持って生活してほしいとお話がありました。在校生代表生徒の歓迎の言葉ですが、小学校

と違うところは行事などを生徒が自分たちでつくり上げていく、年４回の定期テストがあり、日々

の授業を大切にしていれば、その分結果が出ますというお話でした。新入生代表の誓いの言葉では、

生涯つき合っていける友達をつくり、予習復習をきちんとやり、自覚を持って勉強や部活動に取り

組みますと話されました。感想ですが、生徒の態度はすばらしく、また在校生が歌った「大地讃頌」

の歌声にも感動しました。大変落ちついた入学式でした。 

 ２点目ですが、10日水曜日、和良比小学校の入学式に出席しました。１年生は123名でした。式

は、参加の児童と保護者と１年生が対面する形で行われました。校長先生のお話ですが、遠藤校長

先生が１年生の皆さん、入学おめでとうございます、皆さんが和良比小学校に入学することを待っ

ていた人たちがたくさんいます。まず、２年生から６年生のお兄さん、お姉さんたちですと話され、

参加の児童が起立して「おめでとう」と声をかけました。次に、先生方、来賓、保護者の皆様が遠

藤校長の合図でそれぞれ起立して「おめでとう」と声をかけました。その後、遠藤校長先生は１年

生に向かって、和良比小学校でたくさん勉強し、たくさん遊び、そして友達や先生方と楽しく過ご

しましょうと話し、最後に保護者や来賓に子どもたちの成長の支援をお願いしますと話されまし

た。感想ですが、大変心温まる入学式でした。 

 以上です。 

 

〇教育長 それでは、私から４月９日火曜日の四街道西中学校の入学式、そして10日水曜日の中央

小学校の入学式について、報告します。 

 西中学校は、来賓およそ50名、大変規律ある感動的な入学式でした。何が感動的かというと、や

はり四街道中学校と同様に合唱が大変すばらしい、新入生を迎えるにふさわしい合唱だったと思い

ます。校長先生からは、自分なりの目標を持って友達を大切にして学校生活を送ろうという趣旨の

お話がありました。 

 中央小学校は、対面形式での入学式でした。ここでは、来賓の方が30名ほどいらっしゃいました。

１年生は、なかなか落ちついた様子で、足はぶらぶらしていましたが、お話をよく聞いていました。

在校生も新入生に対する歓迎の言葉を全員で呼びかけていました。大変心温まる入学式でした。 
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 次に、15日月曜日に千葉大学と四街道市との外国にルーツを持つ児童生徒等の支援体制の構築に

向けた取り組みに係る連携・協力に関する基本協定締結式に参加しました。四街道市からは、佐渡

市長、私、教育部長、教育部参事など８名が参加しました。千葉大学からは、国際未来教育基幹長

である学長の徳久氏、それから副基幹長で理事の渡邉氏、新倉名誉教授等６名が参加して調印式を

行いました。四街道市教育委員会では新たに多文化教育スーパーバイザーを配置し、育成するとい

う事業に取り組みます。近年、四街道市においても外国籍の児童生徒が急増しております。また、

４月から政府が外国人労働者の受け入れを解禁いたしましたので、今後とも外国籍の子どもが増え

る可能性が大変大きいと思います。これらの外国にルーツを持つ児童生徒の支援等の構築について

は、外国籍の子どもたちが日本の学校で日本の文化に触れ、日本の友達ができ、日本の環境を感じ

ることで日本を第二のふるさととして思ってもらいたい、それが大変重要ではないのかと思いまし

た。 

 次に、19日金曜日、ＪＡ千葉みらいより「農業とわたしたちの暮らし」という副読本の贈呈式を

行いました。ＪＡ千葉みらいの方からは、農業を学ぶことで食育にもつなげていただきたい、子ど

もたちの健全な成長を願っていますというお話を伺いました。 

 私からは以上です。 

 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）４月の行事報告及び５月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（２）４月の行事報告及び５月の行事予定についてに入ります。 

 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１の１ページをごらんください。 

 教育総務課の４月の行事につきましては、本日14時から教育委員会会議定例会を開催していま

す。 

 続きまして、５月の予定ですが、５月27日月曜日14時から教育委員会会議定例会が開催予定とな

っています。 

 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ページをごらんください。４月２日火曜日から19日金曜日までの行事報告

は記載のとおりとなっています。 

５月７日火曜日13時30分より市内小中学校校長会議、10日金曜日13時30分より市内小中学校教頭

会議、それぞれ旭小、栗山小で実施となっています。 

以上です。 
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〇教育長 ご苦労さまでした。 

 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。４月の行事ですが、５日金曜日に第１回学校司

書研修会並びに特別支援教育支援員・学校司書合同研修会を実施しました。10日水曜日に第１回特

別支援教育研修会を実施しました。17日水曜日に市外からの異動者等を対象とした校務支援システ

ム研修会を旭中学校を会場として実施しました。24日水曜日には第１回教育ネットワーク連絡会議

を実施しました。 

 次に、行事予定ですが、５月10日金曜日にサポートネットワーク会議、14日火曜日に地域コーデ

ィネーター会議、21日火曜日に外国語教育推進検討会並びに特別支援教育専門家チーム会議のそれ

ぞれ第１回目を実施予定です。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 資料１の４ページをごらんください。４月の行事報告ですが、13日土曜日に文化

センターにおいて四街道市美術協会総会、20日土曜日に同じく文化センターにおいて四街道市芸術

文化団体連絡協議会総会がそれぞれ行われました。 

 ５月の行事予定につきましては、17日金曜日に四街道市ＰＴＡ連絡協議会総会、20日月曜日に第

１回市民文化祭実行委員会を予定しています。 

 後援行事等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・予定表をごらんください。４月につきまし

ては、新年度の講座募集につきまして準備を進めておりましたので、行事等の報告事項はございま

せん。 

 ５月の行事予定につきましては、17日金曜日に四街道公民館で長寿大学、29日水曜日に旭公民館

であさひ寿大学を開校する予定です。 

 後援行事等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、６ページをごらんください。４月の行事ですが、５日金曜日に市

スポーツ推進委員連絡協議会総会を、11日木曜日に市体育協会総会、14日日曜日に市青少年相談員

連絡協議会総会、21日日曜日に市子ども会育成連合会総会が開催されました。 
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 続きまして、５月の予定ですが、23日木曜日14時から第22回ガス灯ロードレース大会第１回実行

委員会を、24日金曜日10時半から第１回市青少年問題協議会の開催を予定しています。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、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ページをごらんください。４月は、おはなし会、「はじめまして、絵本」

事業など、定例行事のほか、春の読書週間にあわせ子ども向けのほんのおたのしみぶくろ50セット

の貸し出しを行っているところです。これは、中身の見えない袋にテーマの言葉を添え、そのテー

マに合った２冊の本を入れて自分では選ばないような本と出会うこと、またわくわくするお楽しみ

感を演出したものです。 

 ５月は、おはなし会、「はじめまして、絵本」事業など、定例行事のほか、12日日曜日に中勘助

の作品「銀の匙」をテキストに読書会を開催する予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 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１の８ページをごらんください。５月の行事予定についてです

が、記載のとおりです。５月25日土曜日には、第20回四街道市青少年補導委員連絡協議会定期総会・

委嘱状交付式が開催され、80名の補導委員の皆様に委嘱状を交付する予定です。 

 次に、主要行事の実施状況等については、相談件数は30件となっています。補導活動は14回行い、

943人に声をかけました。補導対象になる件はありませんでした。 

 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。 

 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 学務課に質問させていただきます。 

 ４月15日月曜日に外国にルーツを持つ児童生徒の支援体制の構築に向けた基本協定締結式が行

われました。先ほど教育長からもございましたが、どのような様子だったのか教えてください。 
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〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 ４月15日月曜日、四街道市と千葉大学国際未来教育基幹が外国にルーツを持つ児童生

徒等の支援体制の構築に向けた基本協定を締結いたしました。千葉大学からは、先ほど話がありま

したとおり徳久学長、こちらは国際未来教育基幹長を兼務されております。渡邉理事、同副基幹長

を兼ねていらっしゃる方でした。それから、新倉名誉教授等にお越しをいただきまして、本市から

は佐渡市長、髙橋教育長、多文化教育スーパーバイザー等も出席をさせていただきまして、学長及

び市長が署名をした後、協定書を交換いたしました。市長からは、多文化教育スーパーバイザーや

小中モデル校でのコーディネーターの人材育成など、千葉大学と連携協力して外国にルーツを持つ

児童生徒等の支援体制を構築したい、学長からは、外国にルーツを持つ児童生徒への支援体制を考

えていくということは、千葉大学でも余り例のない取り組みであると、地域や教育現場での課題が

解決できるように市と連携して取り組んでいきたいというお話をいただきました。また、当日は報

道関係の方にも公開で行いましたので、読売新聞社、千葉日報社、千葉テレビ、ケーブルネット296

が取材に訪れまして、協定式を撮影されましたほか、協定締結の経緯、それから本市における外国

籍児童生徒の現状、千葉大学と連携して行う事業の具体的な内容などについても質疑応答が行われ

ました。 

 以上です。 

 

〇教育長 須郷委員、よろしいですか。 

 

〇須郷委員 すみません。もう１点青少年育成センターに質問させていただきます。 

 新年度が始まりました。新入学の児童生徒は学校に慣れてきましたか。ゴールデンウイークもあ

りますが、児童生徒の放課後の様子はどうですか。 

 

〇教育長 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 新年度が始まり、各学校から特に気になる状況は上がっておりませ

ん。その部分で、新年度十分に適応できる状態でスタートしているものと考えています。また、ゴ

ールデンウイーク、10連休明けに不適応を起こすことがないように考えています。 

 また、放課後の様子ですが、夕刻に子どもが帰っていないという報告が１件だけありましたが、

街頭補導、午後６時半以降に大型店舗を視察している中で、特に小中学生がいるようなことは見受

けられませんでした。順調なスタートが切れていると考えています。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにありますか。 

 ないようですので、議事日程２、報告事項（２）４月の行事報告及び５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２、報告事項を終了いたします。 
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３．その他 

（１）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

   （平成３１年度四街道市学校評議員） 

 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 （１）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（平成31年度四街道市学校評議員）に入

ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 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１の１ページから３ページをごらんください。各小中学校長から

推薦をいただきまして、小学校は60名、中学校は24名、合計84名の学校評議員を委嘱いたしました。

こちらの任期は、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの１年間となっております。詳細に

つきましては、一覧表をごらんください。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について質問等ございますか。 

 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 今年度の評議員はここに名簿がありますが、昨年各学校で何回か評議員

会議が行われたと認識しています。その評議員会議の中で、私たち教育委員会に対して要望やご意

見等があれば説明をしていただけますか。 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 昨年度各学校で評議員会が開催されまして、市の教育委員会への要望や意見として挙

げられたものをご説明します。 

 まず、通学路、こちらは校庭の外周部分についてでしたが、交通量が増加していることに伴いま

す安全確保、こちらについて市あるいは警察等に実態を見てもらった上で、例えば通学時間は通行

止めにするといった安全確保の方法を検討してもらいたいと旭小学校からいただいています。 

 併せまして、横断歩道の標示が薄くなっており、交通量もあるということできれいにしていただ

きたいというご意見を山梨小学校からいただいております。 

 最後に、グラウンドの木製遊具が撤去になることを受けまして、体をたくさん動かすという体力

づくり、あるいは遊具を通して友達と関わるコミュニケーションのことを考えると、撤去された後

に別の遊具が設置されると望ましいというお考えについてのご意見を山梨小学校からいただきま

した。 

 以上です。 
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〇教育長 府川教育長職務代理者。 

 

〇府川教育長職務代理者 そのような要望が昨年度学校評議員会議で出ていることに対して、教育

委員会はどのように対応されましたか。 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 まず、通学路の安全確保に係る質問についてですが、昨年度の学校からの意見聴取を

受けまして、通学路危険箇所安全対策の要望という形で出されましたことと併せて、通学路の合同

点検を実施し、道路管理課、それから四街道警察署で協議を行っていただいております。その中で、

横断歩道の標示に関しましては、既に学校からの安全点検の要望を受けまして、四街道警察署から

順次再塗装を実施していただいていると報告もいただいております。 

 以上です。 

 

〇教育長 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 もう一点ございました。木製遊具の関係ですが、山梨小学校の遊具につきまして

は、平成30年度に点検委託を実施しまして、使用不可と判断されましたことから、木製遊具は既に

撤去しています。また、山梨小学校のその他の遊具におきましても、使用可能ではありますが、今

後修繕を要するという遊具が複数ありましたことから、現在その必要な経費についての要望を行っ

ているところです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ほかにございますか。 

 ないようですので、（１）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（平成31年度四街道

市学校評議員）は終了いたします。 

 

 （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

    （四街道市児童体力づくり指導者） 

 

〇教育長 次に、（２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市児童体力づく

り指導者）に入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 四街道市児童体力づくり指導者につきまして、資料２の２の１ページに記載している

方々にお願いすることとなりましたので、ご報告をさせていただきます。 

 任期は、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの１年間です。 
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 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 委員の皆様から今の説明について質問等ございますか。 

 ないようですので、（２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市児童体力

づくり指導者）は終了いたします。 

 

 （３）その他 

 

〇教育長 次に、（３）その他に入ります。 

 委員の皆様より何かございますか。 

 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 １点質問させていただきます。 

 本年度の四街道市の４月当初の児童数、生徒数、教職員数を説明してもらえると助かります。 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 本年度４月１日現在の児童数は5,180人、生徒数は2,355人となります。教職員数です

が、本務者が小学校282人、中学校155人、合計しますと437人となっております。これ以外にも県

からの講師が56人、市の少人数推進教員が15人、市の生徒指導補充教員が５人、学校司書が14人、

特別支援教育支援員が32人、市の栄養士が３人、合わせますとトータルで562人の体制となってお

ります。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 指導課に質問させていただきます。 

 本年度の全国学力・学習状況調査についてお聞きしたいのですが、中学校では英語が加わり、読

む、書く、聞くだけでなく、話すと４技能になったとお聞きしています。一部報道では、調査開始

前の予備テストで話すにおいてうまく行えなかったとお聞きしていますが、話す調査はどのように

行われましたか。特に問題なく行われたのか教えてください。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 ４月18日木曜日に実施された全国学力・学習状況調査では、国語、数学に加えて英語

の調査が行われました。「聞くこと・読むこと・書くこと」の能力をはかる45分間のテストの後、

パソコンとヘッドセットなどを使った５分間の「話すこと」のテストが実施されることとなりまし
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た。本市においては、大規模改造工事を行っている千代田中学校以外の中学校４校において「話す

こと」のテストを実施しました。事前にコンピューター教室における環境調査や予備テスト、調査

プログラムのダウンロード及びインストールを行い、前日準備において、担当指導主事が各校を巡

回して準備を支援しました。調査は、実施校全てで予定どおり行うことができました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかに質問ございますか。 

 事務局から何かございますか。 

 

〇教育部長 特にございません。 

 

〇教育長 特にないようですので、（３）その他は終了いたします。 

 以上をもちまして議事日程３、その他を終了いたします。 

 

〇教育長 以上もちまして、平成31年４月四街道市教育委員会会議定例会の公開部分を終了します。 

 先ほど非公開としました案件については、14時45分から教育長室において会議を再開します。関

係者は、14時45分までに教育長室にお集まりください。 

 次回の会議は、５月27日月曜日午後２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、５月24日に開催するところですが、当日は全国都市教育長協議会が開催されるため、日

程を変更いたしました。 

 皆様お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

                   （休  憩） 

１．協議事項 

 （１）平成３１年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出について 

 

〇教育長 会議を再開します。 

 先ほど非公開としました、１、協議事項、平成31年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出に

ついてを協議いたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 それでは、お手元の資料をごらんください。平成31年３月28日付で平成31年度教科用

図書印旛採択地区協議会委員の選出の報告について依頼を受けました。こちらで２名の委員の方を

選出いただきたくお願いを申し上げます。 

 なお、平成31年度は小学校で使用する全教科、加えまして特別支援学級で使用するいわゆる附則

第９条本の選定となっております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 
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〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいま説明のありました平成31年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出について、２名を

委員として指名するということですが、意見等はございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 教育長と府川教育長職務代理者にお願いできたらと思います。 

 

〇教育長 ありがとうございます。 

 よろしいですか。 

 それでは、平成31年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出についての委員を決定したいと思

います。 

 今小舘委員より提案があり、ほかの委員より賛同の意を表していただきました31年度教科用図書

印旛採択地区協議会委員選出については、府川教育長職務代理者と髙橋教育長に決定いたします。

よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして議事日程１、協議事項を終了いたします。 

 

閉会宣言                                   教 育 長 

 

〇教育長 以上をもちまして今定例会の議事日程は全て終了いたしました。 

 皆様お疲れさまでした。 
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