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令和元年９月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年９月３０日（月） 

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）９月の行事報告及び１０月の行事予定について 

 

２ その他 

  （１）９月市議会概要について 

  （２）その他 

 

閉 会 
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  令和元年四街道市教育委員会会議 ９月定例会会議録 

 

日  時      令和元年９月３０日（月） 午後２時～午後２時４５分 

 

場  所      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  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 文 化 係 長  遠藤 智久 

          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９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。 

 ただいま傍聴人の方はいらっしゃらないので、傍聴人が入室した時点で進行より傍聴人に説明を

いたします。 

 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。 

 

１．報告事項 

（１）委員報告事項 
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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、報告事項（１）委員報告事項に入ります。 

 委員の皆様から報告等、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後の活動について２点ご報告申し上げます。 

 まず１点目ですが、９月７日土曜日四街道北中学校の体育祭を参観いたしました。この日は大変

天候に恵まれまして、練習期間がわずか１週間足らずという体育祭でしたが、子どもたちが実行委

員会を組織して応援団を中心にして５色に分かれての熱戦が繰り広げられました。この学校は、日

陰となる大木がない学校ですが、熱中症対策で水分補給を小まめにとったり、先生方がミスト噴射

を行ったりということで、安全対策をしっかりと講じておられました。また、万国旗や競技の内容

等も簡素化を図りながらも、生徒が満足感と充実感を得られるように随所に配慮がなされていたと

思います。 

 校長先生のお話で１つ気になったのは、最近外国籍の子どもたちが増えてきている。このこと自

体はとてもうれしいことなのですが、今回のような行事を１つとってみても、国によっては、どう

してこういう行事を学校で行うのか、こういう質問をしてくる保護者が少なからずいるそうです。

結果として競技の進行や練習、運営などで大変困る状況もあるそうです。外国にルーツを持つ児童

生徒への支援、これは本市でも大変力を入れているところですが、体育祭１つとっても、さまざま

な支援ですとか乗り越えなければいけない課題があるなと思いながら、参観した体育祭でした。 

 ２点目です。９月21日土曜日ですが、四街道小と大日小の運動会を参観いたしました。両校とも

大きな台風被害のあった後の厳しい準備環境を乗り越えて、保護者、地域の皆さんが大勢集まって

いただいてのすばらしい運動会だったと思います。空模様が少しあやしかったのですが、両校とも

雨天用のプログラムに切りかえまして、四街道小は「最後まで仲間を信じてつなげ絆のバトン 勝

利の道へ」というスローガンのもとに４色に分かれての熱戦を繰り広げました。 

 また、大日小では「気合いだ 頑張れ 目指せ令和初の優勝」、このスローガンのもとに３色に分

かれての元気いっぱいの取り組みを拝見いたしました。 

 小学校、中学校ともに、この運動会や体育祭を通してたくさんの学びや体験をしたと思います。

今後の２学期の充実した取り組みに発展していってほしいと思いました。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 私も９月７日土曜日に行われました千代田中の体育祭に行ってまいりましたことを

ご報告します。秋晴れの中、赤、青、黄色、緑の４色の組に分かれ優勝を目指してさわやかな戦い

が繰り広げられました。大規模改修中の校庭でしたが、狭さは感じず、新しく塗り直された外壁が

ぴかぴか光って生徒たちの健闘をたたえているようでした。３年生をはじめ２年生、１年生も大き

な声を出し、精いっぱい頑張っており、とても感動いたしました。生徒たちも団結することの大切

さを体感していたのではないかと思います。 

 以上です。 
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〇教育長職務代理者 では、私から報告します。まず、１点目ですが、９月６日金曜日、印教連の

行事であります教育長職務代理者会議が印旛合同庁舎で行われ、出席しましたので概要を報告しま

す。 

 この会議ですが、昨年度から行われ本年度で２回目です。会議では、各市町の教育施策について

情報交換を行いました。まず、各市町の教育施策の主な取り組みについて発表がございました。私

からは、本市の本年度の教育施策の中で小中一貫教育の完全実施の取り組みについて参加の皆様に

お話をいたしました。発表の後、それぞれの市町の現状や課題について情報交換を行いました。各

市町の特色ある取り組みなどについて聞くことができました。参考になることが多くあり、有意義

でございました。当日の資料は私のところにありますので、委員、または事務局で必要なら申し出

てください。以上です。 

 ２点目です。９月７日土曜日、四街道西中学校、旭中学校の体育祭を参観しましたので概要と感

想を報告します。四街道西中学校は、赤白の対抗で行われました。開会式では沖永校長先生が生徒

に向かって、「令和の時代にふさわしい体育祭を全生徒で力を合わせて頑張ってください」と話を

されました。来賓挨拶ではＰＴＡ会長が生徒に向かって「一生懸命頑張り、思い出に残る体育祭を

行ってください。地域や保護者の皆様には惜しみない拍手を生徒に送ってください。最後に、教職

員の皆様には日常の生徒への指導に感謝します」とお話しされました。また、式の中で代表生徒か

ら体育祭のスローガンについて説明がございました。「校舎に掲げてある今年のスローガンは家庭

科部、美術部が作成してくれました」と紹介がございました。その後、エールの交換、応援合戦、

競技が始まりました。開会式や応援合戦、競技の様子を参観し、生徒と教職員が一体となった体育

祭であると思いました。その後、旭中学校へ移動し、２年生男女のムカデリレー、そして午前の部

の最後の選抜生徒による学級対抗リレーを参観しました。四街道西中学校と同様、ひたむきに必死

で頑張っている生徒の姿や教職員のフットワークなど大変すばらしいと思いました。以上です。 

 ３点目ですが、９月14日土曜日、旭小学校の運動会を参観しました。概要と感想を報告します。

開会式は、代表児童２名が今日の運動会で頑張ることをそれぞれ述べ、「これから運動会を始めま

す」という言葉で始まりました。長谷川校長先生は、「いよいよ運動会が始まりました。運動会を

支えてくれた皆様に感謝し、力いっぱい頑張りましょう」と子どもたちに声をかけ、また来賓や保

護者、地域の皆様へ日ごろの学校へのご支援に対して感謝の言葉がございました。来賓挨拶は佐渡

市長、ＰＴＡ会長が話をされました。開会式の後、ラジオ体操が行われ、午前の部の応援合戦から

赤白対抗で競技が始まりました。応援合戦は、フィールドに全校児童が集まり、赤白に分かれて応

援団のリードのもとに行われました。応援合戦の判定ですが、来賓３名がフィールドへ行き、赤白

の旗を上げるという形でした。私も、判定員の一人として参加し、全校児童の視線が集まる中、旗

を上げました。大変緊張いたしました。結果は、赤旗２、白旗１でした。その後、１年生から６年

生の各競技を参観しました。子どもたちの一生懸命な姿や支援する教職員やＰＴＡの協力の姿に大

きな感銘を受けました。 

 以上です。 

 ほかに。 

 髙橋教育長、お願いします。 
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〇教育長 私からは、今委員の皆さんから報告があった中学校の体育祭、小学校３校の運動会につ

いて、１つにまとめて報告したいと思います。どの中学校、どの小学校も生徒、児童の心が本当に

１つになってみんなの力で体育祭、運動会をつくり上げているという気持ちを感じることができま

した。また、校長先生を中心に教職員のチームワークも大変すばらしく、子どもたちにもらえる力、

それから思いに感激をしました。さらには、保護者、地域の皆様が学校を支えている姿も拝見する

ことができ、感謝の思いを持った次第です。 

 続いて、９月21日土曜日に行われました市民大学講座（専門講座）の開講式に参加してまいりま

した。市民大学の専門課程につきましては、愛国学園大学の全面的な協力のもと、教授、準教授の

皆さんがそれぞれの部門を担当していただきまして、大変有意義に毎年行われております。全面的

に協力していただいている愛国学園の鈴木学長もお見えになり、大変感謝申し上げたいと思います。

高等教育機関は、四街道市には愛国学園大学しかありませんので、地元の連携をこれからもしっか

りつなげていきたいと思いました。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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）９月の行事報告及び１０月の行事予定について 

 

〇教育長職務代理者 次に、（２）９月の行事報告及び10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。 

  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、10月の予定ですが、10月25日金曜日14時から教育委員会会議定例会が開催予定です。 

 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１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

てご説明をさせていただきます。 

 定例の校長会、教頭会議については、資料のとおりです。９月10日火曜日には生活習慣病事後措

置連絡会議、就学児健康診断会議を開催しております。また、計画に従い、薬物乱用防止教室も、

みそら小、八木原小で実施いたしました。 

 中学校における生活習慣病予防検診を10月３日木曜日より四街道北中学校を皮切りに８日火曜

日には千代田中学校、四街道中学校、17日木曜日に旭中学校、四街道西中学校と実施予定となって

おります。10月から11月にかけ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

が各小学校で行われます。来月は７つの小学校で行われます。詳細については、ホームページや市
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政だよりに掲載しております。ホームページの掲載についてですが、就学時健康診断についてと令

和２年度使用四街道市内小中学校の教科書について引き続き掲載を行っております。 

 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１の３ページをお開きください。９月の行事ですが、先ほど委員の皆様からお話

がありましたとおり、７日土曜日に市内全中学校で体育祭が実施されました。14日土曜日に旭小学

校で、21日土曜日に四街道小学校と大日小学校で運動会が実施されました。 

 次に、10月の行事予定ですが、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

あります。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を実施予定です。

ふれあい運動会は、印旛地区特別支援教育研究連盟、印旛地区特別支援学級設置校校長会との共催

となっております。市内全小中学校の特別支援学級在籍の児童生徒が一堂に会し交流を深めます。

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予定です。16

日水曜日にサンプル学習指導案編集会議、18日金曜日に外国語教育推進検討委員会作業部会を実施

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。 

 遠藤社会教育課文化係長、お願いします。 

 

〇社会教育課文化係長 それでは、資料１の４ページをごらんください。 

 ９月の行事報告ですが、21日土曜日に愛国学園大学で四街道市民大学講座の専門課程が開講いた

しました。ほかには、歴史民俗資料室の見学を小学校３年生を対象に行い、18日水曜日の四和小は

89人、20日金曜日の栗山小は36人、27日金曜日の四街道小は151人、同日山梨小は18人、本日午前

中に行われました旭小は22人の参加がございました。 

 10月の行事予定ですが、明日10月１日火曜日から13日日曜日まで市民ギャラリーで第29回郷土作

家展が行われます。また、10月19日土曜日から11月10日日曜日まで市民文化祭を文化センター、四

街道公民館、旭公民館にて開催をいたします。 

 後援行事につきましては、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・予定表をごらんください。９月の行事報告

につきましては、記載の各講座を開催いたしました。なお、主要行事の実施状況等の欄ですが、９

月27日金曜日から29日日曜日に第36回千代田公民館まつりを行いました。 

 10月の行事予定につきましては、記載の各講座の開催を予定しています。 

 なお、主要行事の実施状況等の欄に記載していますが、10月４日金曜日から６日日曜日に第34回

四街道公民館まつり、25日金曜日から27日日曜日に第36回旭公民館まつりを予定しております。 

 後援行事につきましては、記載のとおりです。 
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 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、資料１の６ページをごらんください。 

 ９月の行事報告ですが、12日木曜日に市体育協会理事会が総合公園体育館会議室において開催さ

れました。28日土曜日には中央小学校をメイン会場として体育の日の行事、「スポーツｄｅ健康大

作戦」を開催し、多くの参加をいただき終了いたしました。 

 続きまして、10月の予定ですが、12日土曜日に総合公園体育館において、市体育協会表彰式が予

定されております。17日木曜日には、第22回ガス灯ロードレース大会第２回実行委員会が保健セン

ターで開催されます。 

 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１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。 

 ９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、子どもの本の学習講座

を開催いたしました。第２回目となる今回の学習講座から読み聞かせの実践が始まり、７人の受講

者はそれぞれ選んだ絵本の読み聞かせとともに、プログラムのつくり方にも取り組みました。 

 10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、移動図書館の学校訪問で３つ

の小学校を訪問いたします。そのほか、令和元年度の第１回図書館協議会、秋の読書会などを開催

する予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 では、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。９月の行事報告についてです

が、９月28日土曜日、県青少年補導委員大会が我孫子市けやきホールにおいて開催され、これに参

加いたしました。四街道市の青少年補導委員１名が感謝状を授与されました。その他、記載のとお

りです。 

 次に、10月の行事予定についてですが、10月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、中央児童相談所を会場に実施する予定です。 

 主要行事の実施状況等についてですが、８月の相談活動は24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。 
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 以上です。 

 

【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。 

 質問がないようですので、議事日程１、報告事項（２）９月の行事報告及び10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）９月市議会概要について 

 

〇教育長職務代理者 次に、議事日程２、その他に入ります。 

 （１）９月市議会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９月定例市議会の概要についてご報告いたします。資料２をごら

んください。 

 ９月定例市議会は、８月26日月曜日に開会され、９月25日水曜日までの31日間の日程で開催され

ました。代表、一般質問の日程は９月５日木曜日から11日水曜日までのうちの５日間で、10名の議

員が質問に立ち、そのうち６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、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、英語教育の取り組み状況、いじめの早期発見、早期解決に向けた取り

組み状況、外国籍児童生徒への取り組み状況など。社会教育、スポーツに関しましては、青少年育

成支援事業等の取り組み状況、放課後の居場所の検証など。施設に関しましては、八木原小学校大

規模改造事業の見通し、学校施設環境整備についてなど、そのほかにも通学路の安全対策、教科書

採択会議についてなど多岐にわたる質問があり、それぞれ答弁をいたしました。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいまの説明について、質問等はございますか。 

 質問等がないようですので、（１）９月市議会概要については終了いたします。 

 

（２）その他 

 

〇教育長職務代理者 次に、（２）その他に入ります。 

 委員の皆様より、何かございますか。 

 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２点質問をさせていただきたいと思います。 

 １点目は指導課に質問です。この新学期が始まって一月ほどたちますが、この夏季休業期間中、

あるいは２学期の開始にかけて子どもたちがスムーズなスタートが切れたのかどうか。あるいは、

この間気になるような行動などはなかったか支障のない範囲で教えていただきたいと思います。 

 もう一点は、関係する課の皆さんに教えていただけたらと思う質問ですが、今回の台風15号に関

して、各地で停電や断水、あるいは建物等への被害で大きなものがあったと聞いておりますし、い

まだに復旧ままならずというところもあるようです。市内の各学校や教育委員会が所管する施設等

への影響、あるいは子どもたちの学習や学校生活への影響等少なからずあったかと思っているとこ

ろです。もし、これらの点について被害を受けているようでしたら、簡潔で結構ですので、教えて

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 １点目の小舘委員からのご質問について、市内小中学校で事件や事故に関わる出来事

はありませんでした。９月５日木曜日の時点で全ての児童生徒の安否確認はとれています。 

 以上です。 

 

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 教育総務課からは、第二庁舎の被害状況についてお答えいたします。 

 ドアのすき間等から吹き込んだと見られる雨水によりまして、１階の廊下部分と市民ギャラリー

の一部において濡れる被害がありましたが、停電や断水等の被害はありませんでした。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 では、安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 それでは、台風15号に関連しての被害状況等ということで学務課に関する内容につい

てご説明させていただきます。まず、９月９日月曜日には停電のために四和小、旭小、みそら小、

山梨小、吉岡小の５校が休校となりました。翌10日火曜日は四和小、みそら小を含めまして四街道

中、旭中も停電の影響を受けて休校となりまして、合わせて４校が休校でした。さらに、翌11日水

曜日も停電が続いた影響で、四和小、みそら小、旭中の３校が休校となりました。最大で３日間の

休校を余儀なくされた小学校はもちろんですが、休校は避けられたものの給食等の対応ができず短

縮日課とせざるを得なかった学校もございました。 

 台風15号による休校や短縮日課等の対応により、いずれの学校も教育課程の計画的な実施につい

ては影響を受けております。そこで、年間を通して授業時数の確保及び学校行事等の計画調整など

を図り、児童生徒が安心して学び、生活できるよう適切な取り組みを進めているところでございま

す。学務課といたしましては、学校からの相談を受けながら、必要な指導、助言を行い、教育課程

の適切な管理と運営が図られるよう留意しております。 
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 また、通学路につきましては、各校で学校周辺における倒木など危険箇所がないかを確認し、安

全確保に努めました。引き続き台風接近等の非常時における安全対策、停電時の対応など学校にお

ける危機管理マニュアルの見直しや改訂を進めてまいります。 

 以上です。 

 

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 指導課の所管事項です。まず、北部学校給食共同調理場につきましては停電等はあり

ませんでしたが、窓のすき間から雨が吹き込み調理場内に水がたまりました。なお、調理開始時に

は雨もおさまり、給食調理業務への影響はありませんでした。また、外の油脂庫の壁が一部破損し、

応急措置をしております。東部学校給食共同調理場につきましては、建物等への影響はありません

でしたが、停電により断水し、給食を提供できませんでした。 

 ９月13日金曜日以降、牛乳以外、再開しております。 

 給食の提供につきましては、９月９日月曜日時点で小学校12校のうち全て提供できなかった小学

校は５校、米飯が提供できなかった小学校は４校、影響がなかった小学校は３校でした。 

 なお、中学校５校は体育祭の振替えによる休校日だったため、９日当日は影響がありませんでし

た。 

 ９月13日金曜日時点で全ての小中学校が給食を提供できるようになりましたが、うち11校が牛乳

を提供できませんでした。 

 ９月30日月曜日現在、牛乳の提供は再開できていない学校がいまだ10校あり、再開までの期間、

水筒の持参や代替飲料の提供等の対応を進めているところです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 遠藤社会教育課文化係長、お願いします。 

 

〇社会教育課文化係長 それでは、台風15号における社会教育課の所管施設の状況と対応について

申し上げます。 

 はじめに、公民館よりご説明いたします。四街道公民館では９月９日月曜日未明から翌日10日火

曜日の明け方まで停電が続いておりました。また、昨年度まで使用していた同じ敷地内にあります

工作室のトタン屋根が一部損壊しました。また、敷地内の樹木数本の倒木も確認しております。倒

木の周辺にはコーンで囲みを作り立ち入れないよう対策をしております。このほか雨の吹き込み等

もございましたが、10日時点で通常利用に支障のない状態となっております。旭公民館では、和室

の窓ガラスが破損し、雨ざらしとなったことで畳や障子などが濡れてしまう被害がございました。

窓ガラスについては、９日中に交換作業を完了しました。また、畳についても、扇風機で乾燥させ

るなどの対応により、翌日の通常利用には支障がない状態となっておりました。また、敷地内の樹

木の倒木や庭土のへこみが確認されましたので、危険箇所にはコーンを立て人が立ち入らないよう

にするなど対策をし、26日木曜日にはセメントで埋め立てを行い、２週間ほどでセメントが固まっ

た後、再度仕上げを行う予定です。千代田公民館では雨水の吹き込みなどで廊下等の一部が濡れる

被害がありましたが、通常利用に支障のない状態でした。 
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 続きまして、文化財施設についてご説明いたします。文化財施設では歴史広場のうち物井にあり

ます古屋城跡広場で倒木が敷地外及び一時周辺道路の通行を塞いでしまいました。これについては

近隣住民の方とともに作業し、12日木曜日までに復旧いたしました。また、倒木によりフェンスが

一部破損しました。現在敷地内の倒木と破損箇所については、周囲に安全柵を設け、立ち入りを制

限しています。なお、物井古墳広場と堀込城跡広場は樹木の枝が折れるなど小規模な被害はありま

したが、10日に現状確認するとともに作業し、現状復帰をしております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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 総合公園体育館のサブアリーナの被害等について、台風によるものと見られ

る大量の雨水が流入したため、体育館のすき間から雨漏りが発生しました。サブアリーナの３分の

１面ほどが水につかり、停電も発生していたため手作業で水の排出を行いました。また、地下にあ

ります第１武道場及び女子更衣室にも浸水しました。９月10日火曜日にはおおむね水は止まり、雨

漏り箇所についても、排水溝及び排水管の詰まりによる大量の雨水流入が原因と見られ、清掃を行

いました。９月11日水曜日午前中に通電し、設備の点検、施設の清掃を行い、翌日12日木曜日より

通常営業を再開いたしました。 

 また、浸水の影響でサブアリーナの床に一部変形が確認されました。安全面を考慮し、一般開放

については、開放面積を制限して利用を許可しているところです。また、大会等で使用予定がある

場合は、主催者と協議の上、状況をご確認いただき利用していただいているところです。そのほか、

多目的運動場については落下防止フェンスの一部破損が確認されました。安全面を考慮し、立入禁

止の張り紙を周辺に設置しております。 

 また、温水プールでは停電の影響により９月12日まで臨時休業といたしました。体育館同様、11

日午前中に通電したため、設備の点検、水質のチェック、清掃等を行い、13日金曜日より通常営業

を再開いたしました。特に目立った故障等はありませんでした。 

 武道館については、特に被害はありませんでした。 

 以上です。 

 

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 図書館の被害状況ですが、地下１階の児童室及び２階の参考室の一部に雨漏りがあり

ましたが、一般の利用に支障はなく、書籍の被害もありませんでした。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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 青少年育成センターにおいては、センター入り口のアルミ製看板が飛

ばされましたが、ほかに被害を及ぼすことなく回収できました。また、電車の運休により職員が定

時に出勤できず、相談の予定を変更させていただきました。 
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 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 小舘委員、よろしいですか。 

 

〇小舘委員 被害の報告、どうもありがとうございました。 

 １点目の質問のところも、新学期におけるスムーズなスタートが切れたということで、本当にあ

りがとうございます。日ごろの教育委員会の指導のもとで各学校が丁寧な指導を重ねってくださっ

ているおかげかと思いますし、休み前にしっかりと教育委員会として教育長からも校長先生、教頭

先生たちにこの休みの間の対応について指導を入れたと聞いております。どうか、今後とも学校へ

の支援をお願いしたいと思いますし、とりあえず大きな状況はなかったにしても、子どもたちの悩

みや抱える問題というのは目に見えないところできっと起こっていると思います。そういう意味

で、細かな視点で各学校が子どもたちに向き合えるような支援を引き続きお願いしたいと思いま

す。 

 それから、２点目ですが、各課の皆さんから大変丁寧な報告をいただきまして、ありがとうござ

いました。この時間のない中でよくわかる説明をいただいたと思います。また、私があえてこの質

問をさせていただいたのは、やはりこれだけの大きな被害があった状況というのを、この教育委員

会会議を通して、市民の皆さんにもしっかりと知っていただく。そして、教育委員会もこうやって

取り組んでいる。そういう情報、状況の共有をし合うということが信頼される教育行政につながっ

ていくのではないかと、こういう観点で質問させていただきました。そういう意味で、今の報告を

聞いていますと、小さなものからこれからどうやっていったらいいかと頭を抱えるような大きな問

題まで、まさにこれからが問われるところだと思いますが、どうかよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 これに関連して、私は１つだけ皆さんに知っておいていただきたいと思うことがあったものです

から、あえて質問させていただきました。実は先ほど大日小学校の運動会の報告をさせていただき

ましたが、その折に、校長先生から実は運動会当日は倒れた木はなかったのですが、前日まで大変

な状況でしたという報告を受けました。校庭に木は倒れかかってくるし、フェンスは壊れるしとい

う中で、被害の状況を教育委員会に相談したら迅速に撤去していただいて、子どもたちが安全に、

そして子どもたちの運動会に支障のない状況をつくってくださったと大変感謝をしておりました。

このことについても、皆さんに報告をしなければいけないと思いますし、また応援席で地域の皆さ

んと一緒に応援をしていましたが、その折に地域の方が私に耳打ちしてくれたのが、実は学校も大

きな被害を受けたが、地域の多くが被害を受けていると。そういう中で、学校の先生方がお忙しい

にもかかわらず、その地域の片づけを手伝ってくださったりして、大変感動したという話を聞かさ

れました。そういう学校やそういう先生方だからこそ、私たちは学校を応援したいのだと、こんな

話を聞かせてくれました。これは、皆さんにきちっと報告をしておかなければいけないと思います。

いいときはいい顔は誰でもできますが、困難なときに何ができるのか。それは、それぞれの立場に

おいて、でき得る最大限の手を差し伸べる、心を思いやる、そういう行為を行えるかどうかだと思

います。そういう意味で、教育長以下、事務局の皆さんや各学校や所管する施設の皆さん、あるい

は市民の皆さんに対して丁寧な取り組みが日々行われているからだと思います。こういう取り組み

こそ信頼される教育行政になっていくのではないかと思いますので、これからの課題、まさにたく
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さんありますが、どうか市民がそういう信頼を寄せながら、期待がされているのだという自負を持

って取り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにありますか。 

 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 私からも、今回の台風について質問させていただきます。今回の台風15号の影響や被

害はどのくらいありましたか。今は復旧していますか。今後も自然災害が予想されています。これ

からも、児童生徒、先生方の安全確保をよろしくお願いしたいところです。 

 

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 教育総務課からは、各小中学校施設におきます被害状況と復旧対策等についてご

報告させていただきます。 

 被害状況別に見ますと、建物の損壊が小学校で４校。倒木が小学校で９校、中学校で２校の計11

校。フェンスの破損が小学校で６校。ガラスの破損が小学校で４校、中学校で２校の計６校となっ

ております。そのほかにも、渡り廊下の屋根、飼育小屋の損壊等となっております。中でも大きな

被害につきましては、山梨小学校体育館の窓ガラスが割れ、屋根の一部が吹き飛んでしまいました。

また、台風による雨やその後に降った雨の影響により床が反り返っている状況であります。そのほ

かにも、栗山小学校ではグラウンド側の多くの杉の木が倒れたり、折れたりしまして、外周フェン

スの一部を破損いたしました。復旧対策につきましては、緊急性の高い箇所、運動会を控えている

学校から順次対応をとっており、現在窓ガラスについては全て入れかえを完了しており、倒木につ

いての撤去については、おおむね６割の学校が完了している状況です。 

 路面の倒木につきましては、10月中を目途に完了を予定しており、山梨小学校体育館については

屋根及び窓部分の仮復旧は完了しておりますが、本復旧については現在設計を建築課に依頼してお

り、改修の完了にはかなりの期間がかかる見込みとなっています。 

 そのほかの施設については、今年度中に復旧する予定で対応しておりますが、大きな被害箇所に

つきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担制度を活用して復旧に努めてまいります。今後の

自然災害への対応ですが、今回多くの被害を出した倒木につきまして、樹高を低くするなどの予算

措置に努めまして、児童生徒等の安全確保を図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 須郷委員、よろしいですか。 

 

〇須郷委員 はい。ありがとうございました。 

 

〇教育長職務代理者 委員の皆様、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 特にないようですので、（２）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。 

 ここで私の役目を終え、進行を髙橋教育長にお返しいたします。 

 

閉会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして、令和元年９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、10月25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。 



 15 

 

   署 名 

 

     四街道市教育委員会教育長   髙橋 信彦 

 

 

     四街道市教育委員会委員   小舘 修 

 

 

     四街道市教育委員会教育総務課長  伊藤 克紀 

 


