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令和元年６月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年６月２７日（木） 

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）６月の行事報告及び７月の行事予定について 

 

２ その他 

  （１）６月市議会一般質問概要について 

  （２）四街道市運動部活動指導員について 

  （３）四街道市特別支援連携協議会委員について 

  （４）その他 

 

閉 会 
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令和元年四街道市教育委員会会議 ６月定例会会議録 

 

日  時      令和元年６月２７日（木） 午後２時～午後２時４０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 

 

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       ２名（男性 １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４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６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

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。 

 

１．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 それでは、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等ございますか。 

 小舘委員、お願いします。 
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〇小舘委員 それでは、私から前回の定例会以後の活動について２点報告を申し上げます。 

 ６月１日土曜日ですが、栗山小学校と中央小学校の運動会を参観しました。大変すばらしい天気

に恵まれまして、栗山小学校は創立40周年を記念した「ゆめ大運動会」と名乗っての運動会でした。

佐渡市長、それから議長をはじめ、多くのご来賓の皆様もご出席くださいまして、小さな学校です

が、紅白に分かれて熱戦が繰り広げられておりました。暑さ対策も、全ての児童がテントに入れる

ように事前に準備をされておりまして、また１つ１つのプログラムに対しましては、「夢」という

テーマが配慮されておりまして、先生方との温かい思い出づくりなどが随所に配慮されており、印

象的な運動会だったと思います。加えて来賓である私にも「夢・なかよしじゃんけん」という１、

２年生の競技に参加する場面もいただきまして、子どもとの触れ合いをご配慮いただきました。大

変楽しい時間を過ごさせていただきました。 

 その後に、中央小学校の運動会を参観いたしました。打って変わって、ここは大規模な学校でご

ざいまして、大変子どもたちの活力にあふれた取り組みの様子を拝見いたしました。大きな学校ゆ

えのそのプログラムの進行の仕方に、子どもたちへの事前の指導というものが行き渡っていなけれ

ば滞ってしまいますので、きびきびとした子どもたちの動きに大変すばらしい印象を持ちました。

こういう動きを見ますと、授業時数の確保だとか、あるいはまた働き方改革と言われる中で学校行

事の見直しというものも叫ばれている昨今でございます。そういう中で運動会を見たときに、行事

を通して子どもは育っているという思いも持つ一方で、大変学校現場も苦しい状況にあるのだろう

と、そんな印象を持ちながら見た一日でした。保護者の皆様も、大変広い敷地の中央小学校ですが、

大小さまざまなテントだとかシートを用意して応援席をつくって、家族総出でこの行事を楽しんで

いるという報告を校長先生からもいただきました。大変すばらしい一日の運動会の見学となりまし

た。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 まず、小学校の運動会ですが、八木原小と南小に行ってまいりました。八木原小の開

会式にＰＴＡ会長から「児童の皆さんは運動会へ向けて頑張ったポイントを発揮し、レベルアップ

をしていきましょう。保護者の皆様並びに応援の皆様へ。皆さんが子どもたちを見ているのと同じ

ように、子どもたちも皆さんを見ています。恥ずかしくないようにルールを守り、楽しい運動会に

しましょう」とお話がありました。最近応援をしている大人がルールを守らないと問題視されてい

ますが、ＰＴＡ役員の方々が率先して注意喚起をしていただければ、周りの人にも伝わり、ルール

を守ることにもつながるのだと思います。見ていてとても気持ちのいい運動会だったと思います。 

 南小の運動会ですが、校庭の広さに対して児童が多く感じました。そのくらい子どもたちは校庭

を縦横無尽に走っておりました。英語を使っての競技や今自分たちが育てている野菜を題材にした

競技など、学校生活につながる内容の競技が多く、よく工夫されていると思いました。春の運動会

ということで準備する時間や練習する時間が少ない中、先生方の努力と子どもたちの集中力の高さ

がうかがわれた運動会だったと思います。 
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 続いて、５月31日金曜日、山梨県北杜市で行われました関東甲信越静市町村教育委員会連合会の

総会、研修会に府川教育長職務代理と参加してまいりました。会の前に特別公演として、山梨県立

北杜高校のギター部、およそ40名の演奏がありました。八木節、オリジナルの曲、故郷の３曲を聞

かせていただきました。こちらのギター部は、2013年、2014年と２年連続で最優秀賞をとり、全国

１位だったというとてもすばらしい演奏に感激いたしました。その後、総会、研修会が行われまし

た。講話では文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課課長補佐、佐藤有正氏から、情報

教育、プログラミング教育の説明がありました。その後、記念講演では「人生100年時代を見据え

た教育の在り方」と題し、北杜市金田一春彦記念図書館名誉館長であり、長野県立大学初代学長、

金田一真澄氏によるお話がありました。日本人は自己肯定感が低いと言われていることに対し、ど

うすれば自己肯定感を上げられるのか。自分の意見をプレゼンさせ、皆の前で褒めると褒められた

人は喜びと自信に湧いてくるそうです。その自信が自己肯定感につながると考えられます。そして、

仕事は好きなことやできること、大切だと思うことで選ぶかもしれないが、仕事を始めたら、自分

の選択は正しかったと信じることが一番大切だとおっしゃっていました。教育者の研修会を開催し

たときに、小中高校大学のそれぞれの先生方とディスカッションしたことがあるそうです。そのと

きに金田一先生が感じたことは、高校や大学の先生方の話はおもしろくない、楽しくない、上手で

はない。生徒が聞いていようが聞いてなかろうが関係なく話を進める。それに対して、小中学校の

先生方は、子どもたちの取りこぼしがないように興味を引き出し、注目をさせる話術がすばらしい

とお話しされておりました。我が市の子どもたちも自己肯定感が低いとされていますので、先生方

がうまく話術を使って子どもたちを褒めてできるだけ肯定感が上がるように、これから先見せてい

けたらいいなと思っております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかに。 

 府川教育長職務代理者、お願いします。 

 

〇教育長職務代理者 私からも２点報告をさせていただきます。日にちが前後しますが、まず１点

目は、先ほど小舘委員、田中委員からもご報告がありましたが、６月１日土曜日に行われました四

和小学校、和良比小学校の運動会の参観の感想を報告いたします。 

 四和小学校では、入場行進、開会式から参観をいたしました。開会式では校長先生のお話の中で、

来賓や近隣地域の皆様、そして美化活動に協力していただいた保護者やボランティアの皆様へ感謝

の言葉が述べられました。その後、児童に向かって「全力、協力、仲間ときずなを深めよう」とい

う運動会のスローガンについて校長の思いを児童に話すとともに、前日までの運動会練習の児童の

取り組みを称賛し、今日の運動会を行いましょうと話されました。その後、赤組、白組の応援合戦

があり、競技が始まりました。全力で走る児童の姿や一生懸命応援する児童の姿は大変すばらしか

ったです。 

 和良比小学校では、赤、白、緑の３色に分かれて運動会が行われました。児童の競技を参観する

とともに、１年生の競技、「よそ見しないでまっしぐら」に私も参加しました。その内容ですが、

１年生が全力で椅子に座っている私のところへ駆け寄り、私とじゃんけんをして、１年生が勝つと

私とハイタッチしてゴールへ向かう。１年生が負けると、私の肩を優しく10回たたいてゴールへ向



 5 

かうという内容でした。小学校入学後、２カ月が過ぎた１年生の姿を見て児童の成長を実感させて

いただきました。 

 ２点目ですが、先ほど田中委員からもご報告がありましたが、５月31日金曜日に令和元年度関東

甲信越静市町村教育委員会連合会総会、研修会が山梨県北杜市の女神の森セントラルガーデンで行

われ、出席しましたので概要を報告します。総会前の山梨県立北杜高校のギター部の演奏について

は、先ほども田中委員のお話がございました。そのとおりだと私も思っております。開会式では会

長挨拶や来賓祝辞がございました。その中で来賓の山梨県教育委員会教育長の市川満氏が学校訪問

の感想に触れながら、教育とは子どもたちの感性や知性を開花させる仕事であり、責任が重い、尊

い仕事である。学校現場の先生方は生きがいを持って仕事に取り組んでおられるなどのお話がござ

いました。お話を拝聴し、教育という仕事の重要性を再確認させていただきました。総会の議事は

全て承認され、その後、研修会が行われました。研修会は、講話と記念講演でした。 

 まず、講演ですが、文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課課長補佐の佐藤有正氏が

「教育の情報化の推進について」という題でお話がございました。内容ですが、１点目が、これか

らの社会と教育の情報化、２点目が新学習指導要領、学校におけるＩＣＴ活用、３点目が学校のＩ

ＣＴ環境整備、４点目が遠隔教育、先端技術の活用の４点でした。その中で、新たな社会Ｓｏｃｉ

ｅｔｙ5.0の到来やイメージについて、情報活用能力やプログラミング教育について、地方創生の

目的、性格とＩＣＴ環境の整備などのお話がございました。大変勉強になりました。資料がありま

すので、事務局で必要ならば私に申し出ていただきたいと思います。 

 続きまして、記念講演がございました。講師は、北杜市、金田一春彦記念図書館名誉館長で長野

県立大学初代学長の金田一真澄氏でした。演題は「人生100年時代を見据えた教育の在り方」でし

た。金田一真澄氏ですが、お父様は金田一春彦氏、専門はロシア語学、言語学とのことです。講演

の内容ですが、はじめに、「私と八ケ岳の50年」ということでお父様と過ごされた日々のことや自

然との触れ合い、四季豊かな山の生活の話がございました。 

 次に、大学人から見て、小中学校はすばらしい教育を行っている。小中学校の先生方は話し方が

うまい、児童生徒にわかるように話す、小さいときにいろいろと教えることは日本のすばらしいと

ころであると。小中学校の先生方は、天職として愛情を持って子どもたちに接している。そういう

お話がございました。 

 ３点目は、「私の教育現場」というお話でございました。大学は、学生の人生のスタートライン

である。学生は夢と誇りを持つことが大切である。そして、教員の役割は、学生の心に火をつける

ことである。長野県立大学では２年生時全員が海外研修へ行く。グローバル社会を生き抜くために

専門性とグローバルセンスを身につけることが大切であるというお話がございました。 

 ４点目に教育のヒントというお話がございました。その中で、読書は人生100年時代の必須アイ

テムであること、知るを楽しみ、学びを喜ぶ人生が大切であること、健康は心から笑うことが大切

であること、笑いは副作用のない精神安定剤であることなど、ご自身の経験や体験に触れながらの

お話でした。人生100年時代を見据えた教育のあり方や、組織の長としての取り組みを拝聴し、大

変有意義な時間となりました。 

 以上です。 

〇教育長 それでは、私から。６月１日土曜日、９校の小学校の運動会へ行ってまいりました。そ

れぞれの学校は、その学校の実態に応じて児童の考えや思いを生かした運動会をつくり上げていま
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した。今子どもたちが一つの目標に向かい、心を一つにして自分たちで運動会をつくるのだ。そう

いう生き生きとした思いを感じました。それぞれの学校において子どもたちのよいところを引き出

し、大変すばらしい行事になったと思いました。 

 以上です。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 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）６月の行事報告及び７月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（２）６月の行事報告及び７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ページをご覧ください。６月の行事については、10日月曜

日に教育委員会会議臨時会が開催され、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、７月の予定ですが、７月26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。 

 以上です。 

 

〇教育長 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について

ご説明をいたします。定例の校長会議、教頭会議は予定表に記載のとおりです。 

 要請に従いまして、５月27日月曜日より始まりました北総教育事務所の学校訪問ですが、６月、

７月それぞれ細かく予定表に記載されておりますが、実施を進めております。７月16日火曜日のみ

そら小学校、四街道小学校をもちまして、市内の小中学校の全ての訪問が完了となります。 

 ６月から７月にかけまして、こちらも記載のとおり、薬物乱用防止教室、こちらは小学校、それ

から非行防止教室、こちらは中学校が計画に従って開催、また、開催予定となっております。 

 それから、市民の皆様、保護者の方々にご覧いただけるようにということで、６月14日金曜日か

ら本日６月27日木曜日まで、令和２年度以降に使用する小学校用教科書の教科書採択に伴う教科書

の見本本の展示を行っております。 

 そのほかに７月に会議、研修会等を予定表のように予定しておりますが、不祥事根絶に係る講話

等を組み込んでおります。 

 以上です。 

 

 

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。 
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 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。６月の行事ですが、１日土曜日に市内小学校９

校で運動会が実施されました。 

 次に、６月に実施した会議並びに研修会ですが、４日火曜日に第１回キャリア教育推進会議、５

日水曜日に学校司書・図書館主任研修会、11日火曜日に第１回特別支援教育連絡会議、19日水曜日

に教育支援担当者会議、そして本日27日木曜日に第２回いじめ対策調査会を実施しました。 

 次に、７月の行事予定ですが、８日月曜日に四街道北中学校で、11日木曜日に四街道西中学校で、

千葉県教育庁北総教育事務所指導室訪問があります。９日火曜日に第１回特別支援連携協議会、10

日水曜日に養護教諭研修会、16日火曜日に第１回いじめ問題対策連絡協議会、18日木曜日に中学生

広島派遣壮行会、19日金曜日に第２回特別支援教育支援員研修会、24日水曜日に第１回学校給食運

営委員会、26日金曜日に学習マップとサンプル指導案編集会議並びに情報モラル教育研修会、29日

月曜日に外国語教育研修会及び道徳研修会、30日火曜日に子ども読書活動推進連絡会、31日水曜日

に保幼小連携教育研修会を実施予定です。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、社会教育課の行事報告・予定表をご覧ください。

６月の行事報告ですが、22日土曜日に文化センターにおきまして、四街道市民大学講座一般課程の

開講式を行いました。参加人数は50人でした。 

 ７月の行事予定ですが、７日日曜日に文化センターにおきまして、第50回記念歌踊会を予定して

おります。29日月曜日には市役所におきまして、市民文化祭実行委員会を予定しております。その

他行事につきましては、記載のとおりです。 

 また、後援行事等も記載のとおりです。 

 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。６月の行事報告で

すが、３日月曜日に千代田公民館で刻字教室が開講いたしました。26日水曜日には千代田公民館で

２歳児子育て教室が開講し、15組30人の親子の参加がありました。 

 ７月の行事予定につきましては、６日土曜日に東京情報大学で四街道公民館主催の親子でプログ

ラミングステップアップ編を予定しております。27日土曜日には千代田公民館でチャレンジスクー

ルが開講予定です。その他、行事につきましては記載のとおりです。 

 また、後援事業等につきましても記載のとおりです。 

 以上です。 

 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、スポーツ振興課からお願いします。 
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 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。６月の行事ですが、９日日曜

日から11日火曜日まで四街道公民館において通学合宿が行われ、17日月曜日には第１回市青少年問

題協議会小委員会が開催され、青少年健全育成推進大会において発表されます標語の選定を行いま

した。 

 続きまして、７月の予定ですが、６日土曜日、９時半より第41回青少年健全育成推進大会が文化

センター大ホールにおいて行われます。功労者表彰、少年の主張、講演を予定しております。また、

14時からは、印西市文化ホールにて第70回印旛郡市民体育大会総合開会式が行われます。７日日曜

日からは、旭公民館において通学合宿が２泊３日の日程で行われます。最後に、29日月曜日からは、

市内の小学生を対象にプール開放事業を行い、１人４枚の無料利用券を配布いたします。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ページをご覧ください。図書館の行事報告と予定です。６月は、定例のお

はなし会、「はじめまして、絵本」事業のほか、21日金曜日に保護者や絵本に関心のある大人を対

象に絵本の選び方講座を実施しました。講座の内容ですが、乳幼児に絵本を読むことの意味、読み

聞かせるときのポイント、ぜひ読んであげてほしい絵本の紹介などとなっております。 

 また、今年度は新たに小学校６校と保育園等への移動図書館巡回を開始いたしましたので、初回

の様子をご報告いたします。小学校は、午前の業間休み、昼休みなどの短い時間での巡回でしたが、

絵本や図鑑などが特に人気でした。小学校６校の第１回目の貸し出し合計冊数は、2,272冊でした。 

 ７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、夏休みが始まることか

ら、伝統的な遊びである折り紙に親しむ「おってあそぼう」などを開催いたします。 

 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ページをお開きください。６月の行事報告についてです

が、21日金曜日の第１回中高補導委員等連絡会では、市内中学校の生徒指導担当者をはじめ、近隣

の高等学校16校、特別支援学校４校、千葉県警察本部北総地区少年センター、四街道警察署生活安

全課に参加していただき情報交換を行いました。その他、記載のとおりです。 

 次に、７月の行事予定についてですが、６日土曜日にスポーツ振興課の青少年健全育成推進大会

に青少年補導委員も参加し、その後街頭キャンペーンも行います。17日水曜日に青少年補導委員、
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市内高校生、四街道警察署、北総地区少年センターが参加しての合同パトロールを行います。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、５月の相談活動は54件でした。補導活動の対象者

は３名で、内容は喫煙でした。 

 育成センターの学校訪問は、17校全ての小中学校で行いました。どの学校も校長がリーダーシッ

プを発揮し、学習規律の構築や問題傾向を有する児童生徒への適切な対応に努めていました。以下、

記載のとおりです。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 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。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私から、学務課の報告について、１点だけ教えていただきたいと思います。６月、７

月で各中学校において非行防止教室が行われているようですが、この取り組みの対象や狙い、内容

あるいは成果があるようでしたら教えてください。もし校長先生のお考えというか、声なんかも入

っているようでしたら、簡潔で結構ですので、そちらも教えてください。 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 それでは、回答させていただきます。 

 まず、非行防止教室の対象ですが、こちら四街道中学校が３年生、231名います。それから、四

街道西中学校が１年生、155名。 

 それから、今後の予定になりますが、千代田中学校が１年生、131名、旭中学校は３年生で129名

を対象に予定しております。 

 なお、四街道北中学校につきましては、11月に全校生徒を対象に実施予定と確認をしております。 

 いずれの中学校も、３年間で必ず一度は生徒が非行防止教室を受講できるように計画を組んでお

ります。 

 狙いとありますが、こちらは、警察から薬物乱用の違法性、それから体への悪影響、それから暴

力、窃盗、インターネット犯罪などについてのご指導を受けまして、さまざまな危険から生徒が身

を守るための手だてを理解し、併せて規範意識の定着を狙いとさせていただいております。 

 成果についてですが、小学校ではこの薬物乱用防止教室をやっておりますので、そちらを踏まえ

まして、喫煙などの健康への悪影響などを継続的に学ぶ好機となっているとともに、インターネッ

ト、ＳＮＳによる事故等にも触れていただきますので、多様な危険、誘惑から身を守るための手だ

てを具体的にすることができていると押さえております。また、万引きや恐喝などの違法行為に関

する正しい認識を深める機会にもなっていると認識しております。 

 今後、警察等の関係機関との連携をさらに深め、学校や生徒の実態に応じたより実効性の高い内

容を検討していくことや、実施後の適切なフォローでこの非行防止教室の成果を生徒指導でどのよ

うに生かしていくのかを確認していく必要があるとも考えております。 
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 簡潔に、声等ですが、参加者の生徒からはインターネットの利用では個人情報の漏えいや書き込

みの内容に注意しなければいけないと思ったとか、あとは自分のスマートフォンにフィルタリング

等が入っていないということに気がついたので、これを機に入れようとか、そういった声があり、

自分の行動を振り返って危険を回避しようとする意識が持てたようでした。また、校長からは、薬

物乱用防止やＳＮＳによるトラブルの回避等、生徒指導上の問題行動を減少させることにつながっ

ていると評価をしています。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 

〇小舘委員 どうもありがとうございます。大変丁寧にお答えをいただきまして、感謝申し上げま

す。今課長がおっしゃったように、社会全体の規範意識が低下しているところです。子どもたちの

生活環境がＳＮＳ等の普及の中で、知らないうちに犯罪が身近にあること。結果として、みずから

が知識のない中で犯罪に関わっていったり、巻き込まれたりと、そういう環境になりがちだとも聞

いておりますので、どうかこういう機会を大事にして取り組んでいっていただきたいと思います。 

 一方で、この何々防止の学習だけではなくて、そういう何かを防止することの取り組みが余りに

もいっぱいあって切りがなくなってしまうのではないかと危惧いたします。そういう意味で、子ど

もたちにはこういう機会も含めて、いろいろな学習の機会でよりよく生きる生き方だとか、人のた

めになる自分の行動の仕方だとか、あるいは道徳的な実践力の育成だとかという視点を含めて、こ

れから継続的に学校を支援していただけると大変ありがたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

〇学務課長 承知しました。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 ないようですので、議事日程１、報告事項（２）６月の行事報告及び７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。 

 

３．その他 

 （１）６月市議会一般質問概要について 

 

〇教育長 次に、議事日程２、その他に入ります。 

 （１）６月市議会一般質問概要についてに入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 荻野教育部長、お願いします。 

〇教育部長 それでは、令和元年６月市議会の概要についてご報告いたします。６月定例市議会は、

６月３日月曜日に開会され６月26日水曜日までの24日間の日程で開催されました。教育委員会関連

の議案は、財産の取得について、教育系パソコン等機器備品が１件あり、原案どおり可決されまし
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た。 

 一般質問の日程は、６月13日木曜日から21日金曜日までの７日間で18名の議員が質問に立ち、そ

のうち15名から教育委員会が所管する事項に関する質問がありましたので、その主な項目について

申し上げます。学校教育に関しましては、プール授業のあり方、英語教育の現状と課題、外国籍の

子どもたちへの教育支援の現状、体験学習への取り組み、命の教育の取り組み状況など。社会教育、

スポーツに関しましては、公民館の利用状況やサービス向上の取り組み、身近な健康づくりについ

てなど。施設に関しましては、小学校特別教室へのエアコン設置、八木原小学校大規模改造事業の

スケジュールなど。そのほかにも、通学路の安全対策、千葉大学との協定についてなど、多岐にわ

たり質問があり、それぞれ答弁をいたしました。 

 報告は以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいまの説明について質問等ございますか。 

 ないようですので、（１）６月市議会一般質問概要については終了いたします。 

 

 （２）四街道市運動部活動指導員について 

 

〇教育長 次に、（２）四街道市運動部活動指導員についてに入ります。 

 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 四街道市部活動指導員につきまして、資料２の２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、報告をさせていただきます。任期は、令和元年５月１日から令和２年２月29

日までです。 

 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。 

 ないようですので、（２）四街道市運動部活動指導員については終了いたします。 

 

 （３）四街道市特別支援連携協議会委員について 

 

〇教育長 次に、（３）四街道市特別支援連携協議会委員について。 

 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 四街道市特別支援連携協議会委員につきまして、資料２の３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 ただいまの説明について質問等ございますか。 

 では、私から、四街道市特別支援連携協議会は、小中学校における特別支援を必要とする児童生

徒について各関係機関等と共通理解を図る。また、対応策を考える、協議する場所であります。こ

の協議会をしっかり活用して子どもたちのために努力してまいりたいと考えております。 

 ほかに質問等がないようですので、四街道市特別支援連携協議会委員については終了いたしま

す。 

 

（４）その他 

 

〇教育長 （４）その他に入ります。 

 委員の皆様より何かございますか。 

 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 特にないようですので、（４）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。 

 

閉会宣言                                    教育長

〇教育長 以上をもちまして令和元年６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、７月26日金曜日午後２時から第２会議室で行います。 

 皆様、ご苦労さまでした。
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