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令和元年７月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年７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 議決事項 

 

  議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）７月の行事報告及び８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 ７月定例会会議録 

 

日  時      令和元年７月２６日（金）  公開部分 午後２時～午後２時５０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 次 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７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。 

 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、ここからの進行を教育長職務

代理者にお願いをします。 
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１．議決事項 

  議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択について 

学務課 

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 令和２年度使用教科用図書の採択についてを議題とします。 

 審議の前に、議案第１号につきましては、印旛地区で共同で採択することとなっています。その

ため、印旛地区での採択が終了するまでの間、非公開にすべきだと思います。 

 会議の非公開については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項に人事に関す

る事件及び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者の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、この会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おります。委員の

皆様から何かご質問等はございませんか。 

 ご質問がないようですので、直ちに表決に入ります。 

 会議の非公開に賛成される方は挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 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 

 

〇教育長職務代理者 次に、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、私からは、前回の定例会で報告した後の活動について３点ご報告を申し上

げます。 

 １点目ですが、７月６日土曜日、四街道市文化センターを会場に四街道市、それから四街道市青

少年問題協議会、四街道市教育委員会、この３者が共催する第41回四街道市青少年健全育成推進大

会に出席いたしました。佐渡市長から主催者代表のご挨拶をいただいた後、青少年健全育成功労者

表彰では個人８名、３団体が表彰されました。また、主賓代表といたしまして、戸田市議会議長の

ご挨拶がありまして、続いて少年の主張の部では小学生が１名、中学生が３名、今考えていること

や感じていること、あるいは将来への希望等について大変熱く語ってくれました。自分の考えを自

分の言葉で、そして飾ることなく堂々と大勢の皆さんの前で発表している姿は大変頼もしく、これ

からの四街道市をこの子たちが背負って立ってくれるのだという思いに至ったところであります。 

 その後、教育評論家の武田さちこ氏による講演をお聞きいたしました。演題は、「我が子をいじ

めから守る10カ条」と題したもので、武田氏からは滋賀県大津市でのいじめ自殺事件をきっかけに
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つくられたいじめ防止対策推進法の内容を関連づけながら４点、１つは、いじめは子どもの死に直

結する深刻な問題であるということ、１つは子どもの苦しさに寄り添ってほしいということ、１つ

は、子どもを守るために防止法の知識をしっかりと身につけてほしいということ、そして１つは、

いじめは加害者の問題ではなくて、私たち大人がつくっている事象であるということ。そして、い

じめ防止法やいじめ発見のサイン、いじめ問題に取り組む基本姿勢のあり方等々につきまして広範

囲にわたりまして、ご自身や関係者の体験を紹介しながら根絶に向けた取り組みについて大変熱心

に語ってくださいました。 

 また、このいじめ問題につきましては、毎月教育委員会会議の中でも市内のいじめの状況につい

て報告をいただいていますが、根絶に向けて子どもたちが安心して学校生活や、また友人関係が営

めるような、私たちの一層の努力が求められていると痛感しながら聞き入ったところであります。 

 この大会の最後に大会宣言として４つ宣言がされました。１つは、健全育成の責任は私たち大人

にあるというもの。１つは、インターネット犯罪、いじめを防ぐためには大人が正しい知識、技能

を身につけて子どもたちに伝えていかなければいけない。１つは、薬物の恐ろしさと悪影響につい

て周知して、命を大切にする精神を育てること。そして、１つは家族の語らい。活動で親子が触れ

合い、健康な家族づくりに心がけようと。この４点が宣言されて閉会となりました。 

 ２点目ですが、７月10日水曜日、吉岡小学校で、これには、髙橋教育長、学務課長も行かれまし

たので、詳しくは後ほどあるかもしれませんが、この訪問は四街道市教育委員会の要請に基づいて、

千葉県教育庁より各学校に訪問いただいて、教育課程の実施状況や、教職員の人事管理の状況ある

いは不祥事の防止、服務の管理、安全配慮等、施設管理、あるいはまた国や県が目指す教育の最新

の情報等々を幅広く大所高所にわたって、学校と四街道市教育委員会に対してご指導をいただくと

いうものだそうです。冒頭に校長先生からは、パワーポイントを活用しながら学校経営の概要のご

説明をいただいて、その後、全学級の授業の様子を見させていただきました。また、事務所からは、

諸業務の点検についての取り組みもしていただきまして、最後に教育事務所の各担当者の方から、

それぞれの立場で指導講評をいただきました。詳細については、また時期を改めてまとめた報告が

なされるということでしたので、ここでは触れませんが、次長から１点、最後におっしゃられた言

葉が印象に残りましたので、紹介したいと思います。「学校は、子どもたちにとって学びと成長の

場になってほしいと思います。このためには教師の成長こそがその鍵を握るのだということを肝に

銘じて研さんに日々励んでほしい」と、厳しくも温かいご指導がありましたことを紹介しておきた

いと思います。 

 ３点目ですが、７月13日土曜日、第70回印旛郡市民体育大会に参加いたしました。この大会は、

広く印旛郡市民の間にスポーツを普及し、健康増進と体力の向上を図り、併せて地域スポーツの振

興発展と青少年の健全育成に寄与するという目的で17競技25種目につきまして８市町の代表選手

が市町対抗で競い合うものです。私たちは、この日は、四街道市総合公園庭球場でのテニスの開会

式、富里社会体育館アリーナでの剣道の開会式、そして富里中央公園野球場での男子ソフトボール、

酒々井総合公園野球場での女子ソフトボールの熱戦を参観させていただきました。特に、女子ソフ

トボールの試合の場面では、ママさん選手が試合の合間に赤ちゃんにミルクを飲ませながら参加し

てくださっている場面に遭遇いたしました。皆さん、それぞれが家庭や仕事の調整をしながら参加

してくださっていることに心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 以上、３点ご報告申し上げます。 
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〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 私からは１点、７月６日土曜日に開催されました第41回四街道市青少年健全育成推進

大会に行ってまいりましたので、ご報告いたします。 

 まず、大会行事の中で、青少年健全育成功労者表彰がありました。皆様、長きにわたり当市の青

少年の健全育成にご尽力くださり改めて感謝いたしました。 

 次に、少年の主張ですが、今年も５名の児童生徒が選ばれました。１名は体調不良で欠席でした

が、皆さん立派に発表してくれました。中でも個性の尊重という発表の中で個性的に生きたい、誰

かの居場所になりたいと考えている生徒に感銘を受けました。 

 講演は、武田さちこさんの大変重要なお話を聞かせていただきました。現在のいじめの実態を教

えていただきました。今は多くの家庭が荒れているので、保育園、幼稚園からいじめがあるとのこ

とでした。年齢が上がるほど巧妙になり、証拠を残さず、相手にどんなことをさせれば一番効果的

かを研究し尽くしていじめを行っているとのことでした。大変ショックな話でしたが、ぜひたくさ

んの方に知ってほしいことだと思いました。被害を受けている子どもがいじめについて話したと

き、相手の対応によっては話すことをやめてしまうので、軽く受け流してはいけない。ぜひ温かい

気持ちと冷静な頭で聞いてくださいというお言葉もありました。また、言葉で言えないことは、体

が語るので体調不良になる。原因不明の体調不良が続いたら鬱かもしれないので気をつけてあげて

くださいなどと、具体的にお話ししてくださいました。私たち大人がいじめについて学び、子ども

たちを加害者にも被害者にもしてはいけないと強く思いました。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 私からも、皆さんと一緒なのですが、７月６日土曜日の青少年健全育成推進大会です

が、私は青少年の主張の感想を申し上げたいと思います。栗山小の川東さんは、「輝く命」と題し、

命ある生き物はあらゆる生きているものをいただいている。自分を含み、人間は命のバトンをご先

祖様から受け継いで今の命がある。人間は一人では生きていけない。多くの人に支えられているこ

とに感謝し、自分も人を支えられるような人になりたいと発表しておりました。 

 旭中の板谷さんは、「個性の尊重」と題し、「自分の個性を考えたことがありますか」と聴衆に問

いかけ、現代の人は他人と自分を比べて自分自身を隠すことが多いと感じます。個性を尊重する一

番のことは、まず自分の考えなどを表現できること、イコール自信を持つこと。２つ目はポジティ

ブに物事を捉えること。このことにより苦手だと思う人と仲良くなれて好きになれると思います。

物事を前向きに捉え、相手を尊重することができるようになると思っています。自分自身も何事も

前向きに考え、周りの人々が過ごしやすい環境をつくれる人になりたいと発表しておりました。 

 西中の京増君は、「自分で考えて動く大切さ」と題し、仲間とコミュニケーションをとることの

大切さ、褒めること褒められることの大切さを生徒会活動をしていく中で実感した。人は、皆、褒

められるともっと頑張ろうと思えるようになる。だから、相手の悪いことに気になること、指摘す

るだけではなくて、よいところをそれ以上に褒めてあげたいと主張しておりました。 



 6 

 ３人の共通しているのは、どう他人と接していけばいいか。それは、相手を思いやる心を持ち、

相手を受け入れ、コミュニケーションをとることの大切さを述べているのだと私は思いました。そ

の心を育てる意味も含め、今後の学校での道徳の授業が大切になっていくのではないでしょうか。 

 続きまして、７月１日月曜日、旭中、10日水曜日、四街道中、16日火曜日、四街道小学校で行わ

れた北総教育事務所所長訪問及び次長訪問に同行させていただきました。授業参観では、どの学校

の児童生徒もとても落ちついて授業を受けていたと思います。教室も整理整頓がされており、ロッ

カーも整えられていて清潔感があったと思います。掲示物もよくまとめられていたと思います。校

長先生より不祥事根絶に対して、どの学校も共通して先生方一人一人が不祥事を起こさないと思う

こと、不祥事を起こしたときの自分を想像して研修を行うこと、相談できる職場づくり、変化を感

じ取れる環境づくりを心がけるなどが告げられました。教育事務所の先生方から、他人とは思わず

当事者意識を持つ、自分が不祥事を起こしたらと想像力を働かせる、計画的、断続的に研修会を行

う、相談しやすい職場づくり、児童生徒とラインやメールをしない、車に乗せないことを徹底して

ほしいとおっしゃっていました。私からも不祥事を起こさない学校づくりを続けていただきたいと

思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 では、私から報告します。７月10日水曜日と16日火曜日に行われた千葉県教

育庁北総教育事務所の市内の学校訪問に同行をしました。概要と感想を報告します。10日水曜日、

県教育庁北総教育事務所の岡田次長、所員が四街道中学校を訪問されました。概要と感想を申し上

げます。最初に横山校長から四街道中学校グランドデザインというワンペーパーの資料をもとに経

営説明がございました。説明の中で横山校長は、本年度四街道中の校訓として「自律 貢献」を定

めたというお話がございました。この校訓は若手教員を中心とした校訓プロジェクトチームから提

案され、全教職員で定めたとのお話でした。教職員の意見を大切にされ、共通理解、共通実践を基

軸とされている横山校長の学校経営を拝聴させていただき、私は大変大事なことだと思いました。 

 次に、５校時、６校時の授業を参観しました。生徒は、大変落ちついて学習に取り組んでいまし

た。また、教師もタブレット等を使用し、モニター画面に資料を提示し、生徒にわかりやすいよう

に授業を行っていました。新学習指導要領に示されている生徒が主体的、対話的で深い学びができ

るよう授業の工夫を多くの教室で見ることができました。その後、北総教育事務所の岡田次長、所

員より全体指導がございました。教育事務所総務課の所員より、給与、旅費の執行が的確に処理さ

れている。先生方は毎月の給与明細を確認し、前月との相違がないか確認してほしいというお話が

ございました。管理課の所員からは、諸表簿の処理とその活用について、児童虐待は通告をためら

わないこと、危機管理意識の高揚、不祥事防止、働き方改革などについてお話がございました。岡

田次長からは、授業参観の感想として、教室や廊下等、清潔感がある。適度な教室環境の統一感が

あり、保護者が安心する学校であると思う。先生方は変化に気づく感性が大切である。学校は、子

どもにとって学びと成長の場であると。保護者や地域とコンセンサスをしていくことが大切である

と思うというお話がございました。目指す生徒像、目指す教師像、目指す学校像に着実に取り組ん

でいる四街道中学校であると思います。 

 続いて、７月16日金曜日、千葉県教育庁北総教育事務所の中谷所長、所員が四街道小学校の学校

訪問をされ、同行しましたので概要と感想を申し上げます。はじめに、笹岡校長より学校要覧に沿
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って学校経営の説明がございました。四街道小学校では、特に本年度の取り組みとして「四小 三

本の木プロジェクト」を実践しているとのことでした。三本の木とは、「自学」、「あいさつ」、「清

掃」とのことです。次に、５校時、６校時の授業を参観しました。授業では先生方の板書の文字が

とても丁寧に書かれていました。また、四街道中学校と同様に、本時の学習問題が青色チョークで

囲まれ、黒板に書かれてあり、子どもたちはこの時間、何を学ぶのかしっかりわかる板書構成でし

た。また、子どものノートも同様でした。ノートは、今日の学びを家庭で振り返る大切なものであ

り、大変重要な子どもの学びの足跡であると私は思います。その後、教育事務所の総務課、管理課

の所員から10日水曜日の四街道中学校での全体指導と同様なお話がございました。最後に、中谷所

長から、授業参観の感想のお話がございました。子どもたちを「さん」づけで呼んでいること、学

習課題がしっかりと黒板に書かれ、板書の工夫が見られたこと、学習の見える化はとても大事であ

るなどのお話がございました。先生方に実践してほしいこととして、教室の四隅が見える先生にな

ってもらいたい。見たい、聞きたい、やりたいなど「たい」の実現をしてあげることが大事である。

あなたを見ているよという行為をしてほしい。つぶやきのコントロールをしてほしいなどのお話が

ございました。 

 ７月10日水曜日、16日火曜日の教育事務所の学校訪問に同行して、千葉県や印旛教育の現状、課

題、そして市内教職員の教育実践の様子を拝見し、大変有意義でした。学校現場の教職員はとても

よくやっていると思います。教育委員会事務局の皆様方には持続的、計画的に教育行政を推進して

いくことが私も含めて大切だということを痛感させていただきました。 

 以上です。 

 教育長、お願いします。 

 

〇教育長 私からは、市長とのランチトークに参加しましたので、６校まとめて話をさせていただ

きます。子どもたちから出た意見あるいは要望が幾つかございました。共通しているのは特別教室

へエアコンを入れてほしい。それと、中学校ではタブレットを導入してほしい。また、小学校の子

どもたちからは、公園でボール遊びができるようにしてほしい。また、家の周りに木が少ないので

木を植えてほしいなどの意見がございました。その中で、子どもらしい前向きな思いをたくさん聞

くことができました。中学校ではエアコンについて、夏休みを短くしてもいいという意見と、それ

は困るという意見がディベートになりまして、なかなかおもしろい議論になりました。見て、聞い

ていて、市長も、私も大変子どもたちが真剣に前向きな姿勢で取り組んでいるということを非常に

ほほえましく感じることができました。 

 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）７月の行事報告及び８月の行事予定について 

 

〇教育長職務代理者 次に、（２）７月の行事報告及び８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。 
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 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ページをご覧ください。７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ございます。 

 続きまして、８月の予定ですが、８月24日金曜日、14時からは教育委員会会議定例会が開催予定

となっております。 

 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

て説明いたします。 

 ７月の行事については、資料のとおり、先ほどご報告いただいております北総教育事務所の学校

訪問につきまして記載がございます。16日火曜日のみそら小、四街道小をもちまして、市内小中学

校、全ての訪問を完了しております。また、計画に従って、千代田中、旭中にて非行防止教室、養

護教諭連絡会議も開催しております。19日金曜日には市内小中学校終業式を迎えております。過日

24日水曜日には教頭研修会で不祥事根絶危機管理の研修に取り組みました。また、７月30日火曜日、

それから８月に入りまして、６日火曜日、９日金曜日、こちら教職員の健康診断を実施する予定で

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ページをごらんください。まず、７月の行事ですが、８日月曜日に四街道

北中学校、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した。

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を実施しました。そして、本日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を実施しております。 

 次に、行事予定ですが、７月29日月曜日に外国語教育研修会及び道徳教育研修会、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する予定です。 

 ８月は１日木曜日から２日金曜日にかけて市内の中学校の代表生徒を広島に派遣予定です。２日

金曜日に東京情報大学を会場としてプログラミング研修会を実施する予定です。同じく２日金曜日

に食育研修会を実施する予定です。６日火曜日に特別支援教育連絡会議並びに外国語教育推進検討

委員会。７日水曜日に中学生を対象としたＥＳＬキャンプ、19日月曜日に人権教育研修会及び読書

活動推進研修会、20日火曜日に第２回特別支援教育研修会、22日木曜日に第１回教務主任研修会、

23日金曜日にいじめ防止に関する研修会及び地域に学ぶ研修会、28日水曜日に第２回外国語教育研
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修会及び小中一貫教育研修会を実施する予定です。 

 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、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、お願いいたします。 

 

〇社会教育課長 それでは、資料２の４ページ、社会教育課の行事報告・予定表をごらんください。

７月の行事報告ですが、７日日曜日に文化センターにおきまして、第50回記念歌踊会が行われ、参

加人数は500人でした。20日土曜日に保健センターにおきまして、四街道市民大学（一般課程）第

３講が行われ、参加人数は49人でした。 

 ８月行事予定ですが、29日木曜日に四街道公民館におきまして、生涯学習生きがいづくりアシス

ト事業「１日体験講座」を予定しております。31日土曜日に文化センターにおきまして、第４回四

街道市民ミュージカル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２の５ページ、公民館の行事報告・予定表をごらんください。７月の行事報告

ですが、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講座が行われ、参

加人数は、親子合わせて47人、25組の参加がございました。10日水曜日に四街道公民館で終講とな

ります「郷土の歴史を学ぶ」の３回目が行われ、参加人数は17人でした。11日木曜日に千代田公民

館で福寿大学の３回目が行われ、参加人数は77人でした。 

 ８月の行事予定につきましては、６日火曜日に四街道公民館で終講となります関節ほぐしストレ

ッチの４回目が行われる予定です。30日金曜日、31日土曜日の２日間四街道公民館におきまして、

木村一基九段を講師にお迎えして、夏休み子ども将棋教室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、後援行事等につきましても記載のとおりです。 

 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、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長 それでは、スポーツ振興課の行事報告、予定ですが、資料２の６ページをご

らんください。 

 ７月の行事ですが、６日土曜日に第41回青少年健全育成推進大会が文化センターで開催され、青

少年健全育成功労者表彰、少年の主張、記念講演が行われました。多くの来場者を迎え、盛大に終

了することができました。同日、午後から第70回印旛郡市民体育大会総合開会式が印西市文化ホー

ルで開催されました。７日日曜日から９日火曜日にかけて通学合宿を旭公民館で実施し、山梨小、

みそら小、吉岡小の児童14名が参加し、貴重な体験をいたしました。13日土曜日には四街道総合公

園庭球場において、第70回印旛郡市民体育大会のテニス競技、翌14日日曜日には総合公園体育館に

おいてバレーボール競技が開催されました。21日日曜日には全ての競技が終了し、ソフトボール男
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子、クレー射撃の２種目で優勝し、総合５位という成績でした。 

 続きまして、８月の予定ですが、17日土曜日に青少年体験学習事業の一環として市内のなし園に

おいて、子どもたちによる梨狩り体験が予定されております。また、24日土曜日に印西市文化ホー

ルにおきまして、第70回印旛郡市民体育大会総合閉会式が行われます。 

 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、お願いします。 

 

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。７月は、定例の

おはなし会、「はじめまして、絵本」事業のほか、11日木曜日に絵本の読み聞かせについて学ぶ、

子どもの本の学習講座が開講となりました。本年度の受講生は９人で、小学校や地域で読み聞かせ

を行うボランティアとして知識や技能を身につけていただくよう５回コースで実践力を養ってま

いります。 

 ８月は、「はじめまして、絵本」事業のほか、夏休みの特別企画として意外な強さを発揮する紙

の性質を生かした科学遊びと工作の会や、ひと味違うおはなし会として、21日水曜日にブックトー

クの時間、27日火曜日に昔話の時間など開催いたします。 

 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。７月の行事報告についてです

が、17日水曜日に青少年を犯罪被害、非行、交通事故などから守るための県下一斉合同パトロール

を行いました。青少年補導委員、四街道警察署員、北総少年センター職員、市内の高校生が参加し

て行いました。19日金曜日の小学校終業式において、青少年補導委員と活動の紹介を行いました。

その他につきましては、記載のとおりです。 

 次に、８月の行事予定についてですが、28日水曜日に千葉県青少年補導委員連絡協議会の千葉ブ

ロック研修会が銚子市で行われます。その他につきましては、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、６月の相談活動は40件でした。補導活動の補導対

象者はいませんでした。 

 以下、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。 

 須郷委員、お願いします。 
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〇須郷委員 学務課に質問いたします。委員報告でもありましたが、県教育庁北総教育事務所の訪

問が各校ございました。訪問後の感想やご意見はいかがでしたか、教えていただける範囲でお願い

いたします。 

 

〇教育長職務代理者 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 ご報告しましたとおり、市教育委員会が要請をいたしまして、北総教育事務所の所長、

次長、管理課長等が各学校を訪問いたしました。北総教育事務所からは、教室内外の整理整頓が行

き届き、望ましい学習環境が整っており、授業に臨む子どもたちの姿勢がよいなどの感想をいただ

きました。また、主体的、対話的で深い学びが求められていることや、小中一貫教育のさらなる充

実、小学校における英語学習の取り組みへの期待などについてもご意見をいただきました。不祥事

根絶についても厳格な対応が求められている現状についてお話をいただきました。教育委員会とし

ても、児童生徒の教育への取り組みを見直すよい機会となりました。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかに。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 青少年育成センターに質問させていただきます。７月17日水曜日、県下一斉合同パト

ロールが行われましたが、パトロールを行ったことによって気づいた点等がありましたら、教えて

ください。 

 

○教育長職務代理者 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 県下一斉合同パトロールを行い気づいた点としまして、市内の青少年

が大変落ちついた様子に見受けられました。声かけをした対象者は、主に高校生と小学生でした。

元気な挨拶を返してくれてマナーもよかったです。声をかける側として参加してくれた市内４校の

高校生も積極的に声かけを行い、有意義な活動となりました。 

 なお、参加人数ですが、高校生は13名、大人は警察官、補導委員、教員等33名で合計46名でした。

青少年育成センターから四街道駅方面や中央公園方面などの４コースに分かれてパトロールを行

いました。 

 以上です。 

 

〇田中委員 今回は、電車内でのパトロールはなかったのでしょうか。 

 

〇青少年育成センター所長 県下一斉列車パトロールにつきましては、現在11月６日水曜日の予定

で関係機関と調整を図っております。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 
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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 では、もう一点図書館に質問させていただきます。今年度、移動図書館車の巡回が増

えたということですが、児童や教職員の反応はいかがでしたか。 

 

〇教育長職務代理者 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 本年５月より移動図書館が新たに３つの小学校へ巡回を始めました。図書主任の先

生、学校司書の先生には昨年度末から巡回に向けての打ち合わせや、停車場所の確認、利用カード

の事前作成などでお力添えをいただきました。 

 巡回の様子ですが、移動図書館車が停車すると子どもたちは利用カードと本を入れる袋を手に、

たちまち車の方向に長い列をつくります。子どもたちには車の中に積んである本が特別のようで

す。探している本について案内し、学年に合ったお薦めの本を手渡すと、しっかりと本を胸元に抱

える姿が印象に残ります。あと２冊借りられる、５冊の貸し出し冊数全て見つけようと一生懸命で

す。既に巡回を行っている南小学校の例ですが、移動図書館の巡回が始まってから学校図書館の貸

し出し冊数が伸び、相乗効果を喜んでおられました。 

 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 ほかに委員の質問等ございますか。 

 ないようですので、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）委員の皆様より何かございま

すか。 

 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 指導課に伺います。１学期が終わりました。長い梅雨だったので屋外のプールでは水

泳指導が余りできなかったのではないですか。今年度から民間のプールでの水泳指導が始まった学

校はありますか。感想等があれば、教えてください。 

 

〇教育長職務代理者 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 屋外のプールを使ったほとんどの学校が予備日を使って計画どおり実施しました。今

年度、新たに民間施設を活用した学校は、八木原小学校、栗山小学校の２校です。「移動時間がか
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かる」といった意見もありましたが、いずれの学校からも「天候に左右されず、予定どおり実施で

きてよかった」といった感想が上がっております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、今須郷委員から１学期がちょうど終わったところだということで質問があ

りましたが、私もこれに関してご質問をしたいと思います。子どもたちも、そして先生方も一息つ

いているころかと思いますが、やがて来る９月の新学期の状況を考えたときに、例年この新学期を

迎えるときに登校渋りですとか、あるいは問題行動の多発化とか、いろいろなことが顕在化してく

るときになってきます。そういう意味で、事前にこの夏休みに入る前に、学校も、教育委員会もい

ろいろな手を打っておられるかと思いますが、この辺に向けて簡潔で結構ですので、教育委員会と

してどんな指導を入れていくかを教えていただきたいと思います。 

 

〇教育長職務代理者 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 教育委員会としましては、７月に開催されました市内小中学校校長会議、教頭会議の

連絡依頼事項の中の一つとして「夏季休業中の生徒指導について」ということで連絡指導事項を各

学校にお願いしたところです。悩みを抱える児童生徒や長期欠席児童生徒への対応について、夏季

休業開始前、夏季休業中、夏季休業終了前、それぞれの時期に対応していただきたい点を管理職の

先生方にお願いしたところです。特に、初期対応が大切であること、電話連絡あるいは家庭訪問等

について、担任に指示するだけでなく、連絡や訪問を実施したのか、また実施した結果はどうであ

ったかを必ず確認してくださいというお願いをしました。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 どうもありがとうございました。大変綿密に事前に各学校に対して、管理職を通して

先生方に徹底されるように、そして子どもにそれがいろいろな意味で浸透されていくように指導し

ていただいているということで感謝申し上げます。改めてお願いですが、やはり働き方改革等々言

われる中で、決して先生方の負担を増やそうという思いはありませんが、長期休業期間等を通して、

子どもたちに先生方が電話一本かけられるとか、場合によっては、はがき１枚差し出すなども含め

た子どもと向き合う時間を確保するというのは行政に関わる者の責任なのだろうと思います。今後

ともぜひご指導をお願いしたいと思います。 

 

〇教育長職務代理者 委員の皆様より、ほかにございますか 

 ないようですので、事務局より何かございますか。 
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〇教育部長 特にございません。 

 

〇教育長職務代理者 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３、その他を終了いたします。 

 私の議事進行役は、これで終了し、進行を教育長にお戻しいたします。 

 

〇教育長 以上をもちまして、公開部分を終了いたします。 

 非公開となりました議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択につきましては、教育長室に

おいて行いたいと思います。関係者は、15時５分までに教育長室にお集まりください。 

 なお、次回の会議は、８月23日金曜日午後２時から市役所第二庁舎第２会議室で行います。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

 皆様、お疲れさまでした。 

（休  憩） 

〇教育長 それでは、再開いたします。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択について 

学務課 

〇教育長 議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択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します。 

 安川学務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇学務課長 それでは、教科書採択につきまして、議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択

についてです。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14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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第６項の規定により

提案するものです。 

 お手元の資料１、それを受けまして、資料１の１の３ページをごらんになっていただきますと、

留意事項のところから３点。まず、資料１にございました１、令和２年度使用教科用図書（小学校）

についてのご提案になります。令和２年度使用教科用図書（小学校）ですが、資料１の１の３ペー

ジ、今最初にお伝えいたしました全ての教科書について新たに採択を行う、これに当たります。 

 そして、２、令和２年度使用教科用図書（中学校）についてですが、同様に資料１の１の３ペー

ジに沿いまして、本年度は特別の教科道徳以外の教科書について新たに採択を行うことになります

が、平成30年度検定において新たに合格した図書がなかったため、基本的には前回の平成26年度検

定合格図書等の中から採択を行うこととなります。 

 ３番目になります。令和２年度使用学校教育法附則第９条に規定する一般図書、いわゆる附則９

条本についてですが、特別支援学級用として毎年度異なる図書を採択することができることとなっ

ております。 
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 次に、教科用図書の採択地区協議会に関してご説明をさせていただきます。こちらは、無償措置

法第12条の規定に基づきまして、県教育委員会が採択地区を定めておりまして、本市を含む印旛地

区９市町では印旛採択地区と規定されております。この印旛採択地区では、無償措置法第13条第４

項の規定に基づきまして、各市町教育委員会が種目ごとに同一の教科用図書を採択するための協議

を行うため、教科用図書印旛採択地区協議会を設置していることとなっております。 

 資料１の２をごらんください。無償措置法第13条第５項の規定に基づきまして、この当該採択地

区内の市町教育委員会は採択地区協議会の協議結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択

しなければならないということとなっております。したがいまして、教科用図書印旛採択地区協議

会で協議されたこの選定結果に基づいて、本市教育委員会として同一の教科用図書を採択すること

となります。選定結果につきましては、まず小学校がこの資料１の２の２ページ、こちらにありま

すとおりでした。 

 

〇教育長 これは全部言ってもらえますか。 

 

〇学務課長 かしこまりました。失礼しました。小学校の検定図書になります。教科（種目）、こ

ちらは国語、発行社、教育出版。同じく書写、教育出版。同じく社会、東京書籍。同じく地図、東

京書籍。同じく算数、東京書籍。同じく理科、大日本図書。同じく生活、大日本図書。同じく音楽、

教育出版。同じく図画工作、開隆堂出版。同じく家庭、開隆堂出版。同じく保健、大日本図書。同

じく道徳、教育出版。同じく外国語、教育出版。こちらが小学校検定図書選定結果となりました。 

 ３ページに移らせていただきます。こちら中学校の検定図書となります。教科（種目）、発行社、

まず国語、教育出版。書写、教育出版。社会、地理的分野、東京書籍。社会、歴史的分野、東京書

籍。社会、公民的分野、東京書籍。地図、帝国書院。数学、東京書籍。理科、大日本図書。音楽、

一般、教育出版。音楽、器楽合奏、教育出版。美術、開隆堂出版。保健体育、大日本図書。技術家

庭、技術分野、開隆堂出版。技術家庭、家庭科分野、開隆堂出版。英語、教育出版。道徳、教育出

版と検定図書が選定された結果となっております。 

 

〇教育長 暫時休憩します。 

（休  憩） 

〇教育長 再開します。 

 

〇学務課長 ３、学校教育法附則第９条の規定による一般図書、４ページから７ページ、こちらが

別紙のとおりに示した内容となっております。 

 それでは、本市教育委員会としての採択案のご提案となります。資料１の３をごらんください。

結果の報告を提出する形になります。案といたしまして、まず小学校は２ページに示してある教科

用図書、こちら教科種目発行社、同じものとなりますので、先ほどと重複いたします。割愛させて

いただきます。 

 ３ページに中学校の検定図書の提案させていただく内容、こちらも先ほどと同じ内容となりま

す。 

 それから、３、学校教育法附則第９条の規定による一般図書、こちらにつきましても同様の内容
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という形になります。このように採択案としてご提案をさせていただきます。 

 それでは、ここで教育長より協議会の報告をよろしくお願いいたします。 

 

〇教育長 私から、ただいま安川学務課長から説明をいただきました。７月５日金曜日に行われま

した教科用図書、印旛採択地区協議会についての報告をお話しします。 

 はじめに、開会の言葉として会長挨拶がございました。会長は、規定により今事務局を担当しま

す成田市の教育長が会長でありますので、関川会長から挨拶がございました。続いて、報告事項に

入りました。千葉県教育委員会からの指導、助言内容について、令和２年度使用教科書採択につい

て報告がありました。続いて、議事に入りました。まず、１番目は、令和２年度使用教科用図書採

択案の選定方法について。この選定方法につきましては、小学校の令和２年度から使用する教科用

図書については、無記名の投票による過半数を超えた教科書を採択するということが、この中で確

認があり、全体の了解も得られました。それで、小学校検定附則第９条図書の選定につきましては、

多数決による、挙手による選定を行ってということが確認されました。そして、その後、検定教科

書の専門調査委員長の報告がございまして、それぞれ国語から始まり、外国語、道徳まで説明があ

り、説明後、無記名による投票により決定いたしました。決定した内容は、今、安川学務課長が報

告したとおりです。また、選定後、教科用図書印旛採択地区協議会事務局の担当市町についての報

告があり、選定結果の通知、それから採択の結果報告等の期日、同一採択の確認通知等の事務連絡

があり、終了いたしました。 

 以上です。 

 

 

【質疑応答】 

〇教育長 それでは、議案第１号について協議に入りたいと思います。 

 委員の皆様からご質問等ございますか。 

 ないようですので討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、表決をとります。議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択について、

原案のとおり採択することに賛成の方は挙手をお願いします。 

                   （全員賛成） 

〇教育長 ありがとうございます。全員賛成により議案第１号 令和２年度使用教科用図書の採択

については、原案のとおり採択されました。 

 

閉会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして、本定例会の議事日程は全て終了いたしました。 
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