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令和３年４月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年４月２３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 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 

 

２ 協議事項 

  （１）令和３年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出について 

 

３ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市学校評議員） 

     （四街道市語学指導員） 

  （３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市外国語教育コーディネーター） 

     （四街道市巡回相談員） 

  （４）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市総括支援コーディネーター） 

  （５）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市スポーツ推進委員） 

  （６）補助金等交付要綱の改正について 

     （四街道市生徒派遣費補助金交付要綱） 

  （７）補助金等交付要綱の改正について 

     （四街道市芸術文化振興助成金交付要綱） 

     （四街道市芸術文化団体連絡協議会活動補助金交付要綱） 

     （文化財保存事業補助金交付要綱） 

  （８）補助金等交付要綱の改正について 

     （四街道市青少年相談員連絡協議会補助金交付要綱） 

     （四街道市子ども会育成連合会活動補助金交付要綱） 

  （９）４月の行事報告及び５月の行事予定について 
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４ その他 

 

閉 会 
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令和３年４月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年４月２３日（金） 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  府川 雅司 

          委          員  小舘  修 

          委          員  田中友季子 

          委          員  豊田 恵子 

          委          員  池田  肇 

 

出席職員      教 育 部 長  伊藤 克紀 

          教 育 部 副 参 事  末永 忠幸 

          教 育 総 務 課 長  真田 裕之 

          学 務 課 長  石川 智彦 

          指 導 課 長  飯村 典秀 

          社 会 教 育 課 長  久保木直樹 

          スポーツ青少年課青少年係長  大野 雅子 

          図 書 館 長  小野日実子 

          青少年育成センター所長  鶴田 和則 

 

傍聴人       なし 

 

 

 

 開会宣言                                   教育長

〇教育長 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３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。 

 今回の会議録署名人は、教育委員会会議規則第26条により田中委員にお願いいたします。 

 加えて会議は、新型コロナウイルス感染症対策として、傍聴人数の制限、入室時の手指消毒や窓

開けによる換気、会議時間短縮に向けた議事日程の簡素化等に取り組んでおりますので、ご理解く

ださるようお願いいたします。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 

図書館 
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〇教育長 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 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書

館協議会）を議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 小野図書館長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇図書館長 議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）は、四街道市

教育委員会行政組織規則第８条第11項の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 本案は、四街道市立図書館条例第８条第５項の規定により図書館協議会委員を委嘱するため提案

するものです。 

 資料１の２ページを御覧ください。選出区分、学校教育関係者に人事異動による欠員が生じたた

め、新たに２名を任命いたします。 

 委嘱年月日は、令和３年４月23日です。任期は、令和３年４月23日から令和３年８月31日までで

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 ただいま説明がありました議案第１号について質疑はございますか。 

 質疑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、採決を行います。 

 議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）、原案のとおり可決する

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 全員賛成により、議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）

は、原案のとおり可決されました。 

 

２．協議事項 

  （１）令和３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 次に、議事日程２、協議事項に入ります。 

 本協議の前に、令和３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、教科書採択に関

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ります。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おります。委員の皆様から何かご質問等はございますか。 

（質問なし） 

〇教育長  ご質問がないようですので、直ちに採決に入ります。 
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 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 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ました。非公開とした

部分につきましては、議事日程４、その他が終了した後、教育部長、教育部副参事、学務課長が同

席の上、教育長室で会議を行うこととします。 

 

３．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 次に、議事日程３、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。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 ４月８日に入学式が行われましたので、その報告をいたします。午前中の南小学校は

69名、午後の旭中学校は136名の新１年生でした。いずれの学校も、コロナ予防対策を十分取って

いました。在校生は不参加でしたが、心温まる式でした。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からも、４月８日水曜日に行われた小中学校の入学式に出席してまいりましたの

で、ご報告いたします。 

 午前中の八木原小学校では94名の児童が入学いたしました。手入れの行き届いた花壇には、色と

りどりの花々が咲き乱れ、その横には昇降口の看板とは別に手作りの入学式の看板があり、新１年

生とご家族の方の記念写真スポットになっており、学校側の優しい配慮を感じました。新１年生は

大きなランドセルを背負い、笑顔でポーズを取り、見ていてとてもほほ笑ましかったです。保護者

出席は各２名までとし、お父様の姿も多く見受けられました。式典では校長先生から新１年生に魔

法の言葉として「ありがとう」という言葉を伝え、「ありがとう」がいっぱいの学校にしたいとお

話しされていました。また、新たな様式で６年生からの歓迎の言葉はビデオレターでした。新６年

生が校内の案内と校歌を披露し、新１年生を温かく迎える様子が伺えました。新１年生は私語もな

く、目を輝かせ、ビデオレターに見入り、これから始まる学校生活を楽しみにしているようでした。 

 午後の四街道西中学校では172名の新入生が入学いたしました。残念ながら、当日欠席が２名で

した。新入生は、真っ白い上履きに着慣れない少し大きめな制服がぎごちなさそうでしたが、緊張

した面持ちで入学式に臨んでいました。校長式辞では中学生としての心構えと教育目標について話

されていました。入学の言葉では、新入生代表から、中学生になっての希望ある抱負を、そして歓

迎の言葉では在校生代表から新入生に対し、激励の言葉をかけていました。生徒たちが前向きな気

持ちを持っていると感じ、うれしく思いました。 

 小中学校ともに、お天気のよい入学式日和の中、和やかな入学式が行われました。 
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 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 私は、中央小学校と四街道中学校の入学式に参列いたしました。まず、中央小ですが、

新入生118名を迎え、保護者の方々の参列は１世帯２人までと人数制限を設けての入学式となりま

した。新入生は、パイプ椅子ではなく、３年生に特別教室を使用してもらい、３年生の椅子を使用

するという工夫がされておりました。私が毎年入学式で感じることで、小学校の新入生にパイプ椅

子の使用は、足が床に届かずに、ぶらぶらさせて落ち着かない様子になってしまうため難しいとず

っと思っていたのですが、今回の中央小では床に足をしっかりつけ、落ち着いた立派な新入生でし

た。ちょっとした工夫で大切な式典が心地よいものになるのだなと感じました。 

 式典の内容ですが、国歌と校歌は斉唱、入学児童の呼名ではマスクをしながらも、元気よく返事

をしていました。校長先生のお話では、秋庭校長先生から、「小学生は苦手なことにも頑張らなく

てはいけません。楽しい学校生活を送るためにも３つのお約束をしたいと思います。まずは、元気

よく挨拶や返事をしましょう。そして、先生やお友達の話をしっかり聞きましょう。最後は、自分

でできることは自分でしましょう。」とのお話がありました。新入生も、校長先生の顔をしっかり

見ながら聞いていたと思います。 

 四街道中学校では、新入生228名と保護者を迎え、華やか、かつ厳粛な式典でした。櫻井校長先

生から、「大切にしてもらいたいことを３つお話しします。まず１つは、夢を持ち続けることです。

折れてしまいそうなときは不安が大きくなってしまいますが、そんなときこそ勇気を出して、一歩

前へ踏み出してください。何かが変わります。２つ目は、人間としての誇りを大切にしてください。

世の中にはいろいろな人がいます。多様な人々、一人一人が大切な存在で、みんながそれぞれ大切

にされなければなりません。３つ目は、挑戦することを恐れないでほしいです。何事も行動を起こ

さなければ、何も始まりません。たくさんのことに挑戦してください」とのお話がありました。新

入生には夢を持ち、それに向かっていろいろなことに挑戦し、たくさんの可能性を見つけてほしい

と思いました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私は、栗山小学校と四街道北中学校の入学式に参列しましたので、報告します。 

 午前の栗山小学校ですが、コロナ禍ということで在校生は全て教室で式をライブ視聴するという

中で、38名の子どもたちが担任、保護者が見守る中で学校生活への期待にあふれた表情で式に臨ん

でおりました。木内校長からは、「栗山小学校は一人一人を大切にする中でも、夢というものを特

に大事にしています。その夢が実現できるようにしっかりと応援していきます。」というお話があ

りました。 

 午後の北中学校の入学式ですが、165名、５クラスの生徒たちが制服に身を包んで緊張感のある
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式に臨んでいました。校長先生からは、生徒たちに対して、北中が大切にしている挨拶、歌声、清

掃という３つの宝についてお話があり、また保護者に対しては、皆さんの期待と信頼に応える学校

づくりをしていきますと、こういう力強い言葉がございました。特に、私から皆さんに報告してお

きたいのは、この式には新入生、保護者、学年担当教員のみが参加していましたが、２年生、３年

生は年度末に配られたタブレット、これを活用して全員が自宅でこの入学式の様子をライブ視聴し

ているということでした。金森校長先生のお話では、一部Ｗi―Ｆi環境が整っていなかった家庭も

ありましたが、そういう家庭に対しても個別にお願いをして通信ができるように整えていただいた

ということでした。ですから、今後、仮に昨年度のような休校があったとしても、最低限でも学校

での授業を配信することができる環境はありますと胸を張っておられました。大変心強いお話だな

と思いましたし、今、東京都も緊急事態宣言が出て、私たちの生活に身近に危機が迫っていますが、

少なくとも四街道市の子どもたちには授業が何らかの形で滞りなく届けられる環境に今はあるの

だなと実感しました。改めて、この機器の配置に尽力いただいた事務局の皆さん、そして学校の皆

さんに感謝と敬意を表したいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長 では、私から報告します。私も、旭小学校、千代田中学校の入学式に参加しました。 

 午前の旭小学校ですが、入学児童は22名でした。式の中で、村井校長先生は、１年生に向けて、

元気いっぱい、みんなと仲よく過ごしてくださいとお話をされ、１年生は大変よく聞いていました。

保護者の方には、学校教育活動へのご理解、ご協力をお願いしますと話されました。その後、６年

生の代表児童が「小学校は行事がいっぱいあります。勉強を分かりやすく教えてくれます。おいし

い給食があります。たくさんの遊具があります。困ったことは相談してください。」と１年生に歓

迎の言葉を述べました。１年生を含めて参加した皆様の態度は大変立派でございました。参加者に

は、入学のしおり、入学式に寄せられた祝電メッセージ、式場である体育館からの避難の方法につ

いて印刷物が配布されました。開式の前には、地震等緊急の場合の避難について説明がありました。 

 午後、千代田中学校の入学式に参加しました。入学生徒は134名、式の中で上田校長先生は、小

学校で学んだモンシロチョウの学習を例に挙げながら、「中学校３年間は自分の心と体をつくる大

切な時間であります。今日から新しい気持ちで過ごしてください。挑戦する諦めない強さが大切で

す。」と１年生に話されました。その後、３年生代表の生徒が中学校生活を紹介するなど歓迎の言

葉を述べ、１年生代表の生徒が入学の誓いを述べました。 

 以上です。 

 続きまして、４月９日、第１回印教連常任委員会が印旛合同庁舎で行われ、出席しました。概要

を報告します。常任委員会は、木村酒々井町教育長の挨拶の後、連絡事項が２点あり、１点目は教

科書採択について担当である白井市からの説明、２点目は印教連研修視察について担当である四街

道市の私から説明をいたしました。その後協議事項が３点あり、１点目は令和３年度役員について、

２点目は令和３年度印教連定期総会について、３点目は令和３年度以降の事務局業務分担につい

て、事務局より説明があり、総会で決定することとなりました。定期総会については、新型コロナ

ウイルス感染症予防のため書面開催することが決定しました。常任委員会終了後、第１回印旛地区

教育長会議があり、会長の木村酒々井町教育長の挨拶の後、北総教育事務所の中田所長の挨拶、幹

部職員の紹介があり、続いて小川管理課長から令和３年度の印旛地区の学校数は小学校102校、前
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年度比５校減、中学校47校、前年度比１校減、義務教育学校２校、前年度比１校増とのお話でした。 

 次に、次期管理職候補者の育成について、安心安全で信頼される学校づくりについてお話がござ

いました。 

 続いて、役員事務局、令和２年度の行事報告、令和３年度年間計画について協議を行い、情報交

換をいたしました。 

 私からは、以上です。 

 それでは、（１）、委員報告事項を終了します。 

 

（２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

   （四街道市学校評議員） 

   （四街道市語学指導員） 

 

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（四街道市学校評議員）、

（四街道市語学指導員）に入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 四街道市学校評議員の委嘱につきまして、お手元の資料２―１、１ページから３ペー

ジを御覧ください。記載のとおり、各校の校長の推薦に基づき、今年度から学校運営協議会を設置

する中央小学校を除く小学校11校に各５名、中学校５校に各５名、計80名に委嘱いたしました。こ

のうち新任は小学校で７名、中学校で３名となっております。 

 任期は、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間です。 

 続いて、四街道市語学指導員の委嘱につきまして、資料２―１、４ページを御覧ください。中国

語を母語とする児童生徒のうち、日本語の支援が必要な児童生徒が在籍する小学校６校、中学校２

校、計12名に学習支援を行うため、記載のとおり、前年度と同じく２名に委嘱いたしました。両名

とも再任となっております。 

 任期は、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間です。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 

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

校評議員）、（四街道市語学指導員）を終了します。 

 

（３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

   （四街道市外国語教育コーディネーター） 

   （四街道市巡回相談員） 

 

〇教育長 次に、（３）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市外国語教育コ
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ーディネーター）、（四街道市巡回相談員）に入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 四街道市外国語教育コーディネーターの委嘱につきまして、こちらは小中一貫教育の

柱として外国語科授業の充実に向け、定期的に授業を参観し、指導助言を行うことにより外国語科

の授業改善を図ることを目的としております。 

 記載の方に委嘱をいたしました。再任です。 

 任期は、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間です。 

 続きまして、資料２―２、１ページ目を御覧ください。四街道市巡回相談員につきまして、特別

な教育支援が必要な子どもたちの抱える課題や悩み、負担を軽減するために、在籍する学校やその

保護者に対して専門家による相談や助言を行い、よりよい学習活動や集団生活及び教育活動に向け

て支援するために委嘱するものです。 

 記載の方々に委嘱をいたしました。 

 任期は、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間です。それぞれ再任です。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 

 質問がないようですので、（３）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市外

国語教育コーディネーター）、（四街道市巡回相談員）を終了します。 

 

（４）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

   （四街道市総括支援コーディネーター） 

 

〇教育長 次に、（４）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市総括支援コー

ディネーター）に入ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 久保木社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市総括支援コーディネ

ーター）、こちらは学校支援推進会議等、各学校に設置している地域コーディネーターを取りまと

める総括コーディネーターの委嘱です。 

 資料２―３、１ページを御覧ください。資料に記載の方に委嘱をいたしました。再任です。 

 任期は、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間です。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 
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 質問がないようですので、（４）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市総

括支援コーディネーター）を終了します。 

 

（５）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

   （四街道市スポーツ推進委員） 

 

〇教育長 次に、（５）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市スポーツ推進

委員）に入ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 大野スポーツ青少年課青少年係長、お願いします。 

 

〇スポーツ青少年課青少年係長 四街道市スポーツ推進委員の委嘱につきまして、資料２―４、１

ページを御覧ください。資料に記載の方々に委嘱いたしました。 

 任期は、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間です。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 

 質問がないようですので、（５）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市ス

ポーツ推進委員）を終了します。 

 

（６）補助金等交付要綱の改正について 

   （四街道市生徒派遣費補助金交付要綱） 

 

〇教育長 次に、（６）、補助金等交付要綱の改正について（四街道市生徒派遣費補助金交付要綱）

に入ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 四街道市生徒派遣費補助金交付金要綱の改正につきまして、資料２―５、１ページか

ら２ページを御覧ください。本要綱は、規定に該当する担当地域規模以上の大会に出場する生徒の

保護者に交通費及び宿泊費の一部を補助するものです。 

 このたびの改正は、本要綱の失効期日について、事業の継続に伴い、令和３年３月31日から令和

６年３月31日に改めたものです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 

 質問がないようですので、（６）、補助金等交付要綱の改正について（四街道市生徒派遣費補助金
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交付要綱）を終了します。 

 

（７）補助金等交付要綱の改正について 

   （四街道市芸術文化振興助成金交付要綱） 

   （四街道市芸術文化団体連絡協議会活動補助金交付要綱） 

   （文化財保存事業補助金交付要綱） 

 

〇教育長 次に、（７）補助金等交付要綱の改正について（四街道市芸術文化振興助成金交付要綱）、

（四街道市芸術文化団体連絡協議会活動補助金交付要綱）、（文化財保存事業補助金交付要綱）に入

ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 久保木社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 四街道市芸術文化振興助成金交付要綱の改正につきまして、資料２―６、１ペー

ジを御覧ください。このたびの改正は、本要綱の失効期日について、事業の継続に伴い、令和３年

３月31日から令和６年３月31日に改めたものです。 

 続きまして、四街道市芸術文化団体連絡協議会活動補助金交付要綱の改正につきまして、資料２

―６、６ページを御覧ください。このたびの改正は、本要綱の失効期日について、事業の継続に伴

い、令和３年３月31日から令和６年３月31日に改めたものです。 

 続きまして、文化財保存事業補助金交付要綱の改正につきまして、資料２―６、８ページを御覧

ください。このたびの改正は、本要綱の失効期日について、事業の継続に伴い、令和３年３月31日

から令和６年３月31日に改めたものです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 

 質問がないようですので、（７）、補助金等交付要綱の改正について（四街道市芸術文化振興助成

金交付要綱）、（四街道市芸術文化団体連絡協議会活動補助金交付要綱）、（文化財保存事業補助金交

付要綱）を終了します。 

 

（８）補助金等交付要綱の改正について 

   （四街道市青少年相談員連絡協議会補助金交付要綱） 

   （四街道市子ども会育成連合会活動補助金交付要綱） 

 

〇教育長 次に、（８）、補助金等交付要綱の改正について（四街道市青少年相談員連絡協議会補助

金交付要綱）、（四街道市子ども会育成連合会活動補助金交付要綱）に入ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 大野スポーツ青少年課青少年係長、お願いします。 
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〇スポーツ青少年課青少年係長 四街道市青少年相談員連絡協議会補助金交付要綱の改正につき

まして、資料２―７、１ページを御覧ください。このたびの改正は、本要綱の失効期日について、

事業の継続に伴い、令和３年３月31日から令和６年３月31日に改めたものです。 

 続きまして、四街道市子ども会育成連合会活動補助金交付要綱の改正につきまして、資料２―７、

３ページを御覧ください。このたびの改正は、本要綱の失効期日について、事業の継続に伴い、令

和３年３月31日から令和６年３月31日に改めたものです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 

 質問がないようですので、（８）、補助金等交付要綱の改正について（四街道市青少年相談員連絡

協議会補助金交付要綱）、（四街道市子ども会育成連合会活動補助金交付要綱）を終了します。 

 

（９）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、（９）、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。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 末永副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 ４月の行事報告及び５月の行事予定について、各所属の行事から主なものを抜粋

してご説明します。 

 初めに、４月の行事についてご報告します。資料２―８、１ページを御覧ください。７日水曜日

には市内小中学校において始業式、８日木曜日には入学式がそれぞれ執り行われました。同日８日

木曜日には、スポーツ青少年課所管の市スポーツ少年団理事会、市体育協会常任理事会。９日金曜

日には、同所管の市スポーツ推進委員連絡協議会総会を執り行いました。また、15日木曜日の市体

育協会理事会総会並びに25日日曜日の市子ども会育成連合会定期総会については、書面開催といた

しました。 

 続いて、５月の行事予定について申し上げます。２ページを御覧ください。７日金曜日には学務

課所管の市内小中学校校長会議、指導課所管のサポートネットワーク会議を予定しています。14日

金曜日には社会教育課所管の四街道市ＰＴＡ連絡協議会総会を予定しています。15日土曜日には、

図書館所管のあおぞらおはなし会と新ドリーム号見学会の開催を予定しています。22日土曜日には、

青少年育成センター所管の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を予定して

います。その他の行事については、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。 

 質問がないようですので、（９）、４月の行事報告及び５月の行事予定についてを終了します。 
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４．その他 

 

〇教育長 次に、議事日程４、その他に入ります。 

 委員の皆様から何かございますか。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 新型コロナウイルス感染症が現在増加しています。今後、千葉県に緊急事態宣言が発

出された場合、四街道市の小中学校、図書館、公民館、社会体育施設の対応はどうなるか、教えて

いただければと思います。 

 

〇教育長 末永副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 令和２年度において、緊急事態宣言は２回発出されました。しかし、発出内容は、

４月は小中学校も休校となるような内容でしたが、１月の内容は20時以降の外出の制限でした。今

後、千葉県において、緊急事態宣言が発出されました場合は、内容に則し、最終的には四街道市新

型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、対応を決定してまいります。 

 以上です。 

 

〇教育長 池田委員、よろしいですか。 

 

〇池田委員 はい。分かりました。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 指導課にお聞きします。昨年度はコロナのために収入が減り、生活に困窮する家庭が

増加したとされていますが、昨年度の給食費の滞納状況はいかがでしょうか。例年との違いはあり

ましたでしょうか。 

 

〇教育長 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 給食費につきましては、５月末まで納付可能となっており、滞納状況は６月以降に分

かります。例年４月には前年度２、３月分給食費の引き落としができなかった児童生徒の保護者に

対して、再振替通知を交付することで収納率の向上を図るとともに納付の相談にもつなげています。 

 なお、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減ったことを理由とした給食費の

納付に関する相談はありませんでした。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 
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〇教育長 ほかにございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 ただいまの田中委員の質問に関連して、私から１点お願いをしたいと思います。生活

困窮者に対しては、教育扶助制度の中で、要保護あるいは準要保護等が制度としてありますが、こ

の制度は、子どもが元気に胸を張って学校へ来られる環境をみんなでつくっていく。そういう制度

がありながらも、自分の家庭は今大変困っていますとか、給食費用を払うのが大変ですとか、ある

いは校外学習費も思うように払えませんといった、声を出して言いにくい家庭はたくさんあるので

はないかと思います。 

 そういう意味で、この準要保護等の制度について、当然、例えば新入生、保護者説明会等では行

われていますが、それぞれの状況に応じて折に触れて「こういう制度がありますよ。これは皆さん

の権利なのですから遠慮なく相談してください。受けていいのですよ。」そのような声かけや、環

境づくりを心がけていただけると大変ありがたいと思います。子どもたちの中には、親が困ってい

る様子を見て、心を痛めている状況にある子どもがたくさんいるのではないのかとも思います。 

 どうか、そのような子どもが一人でも、二人でもいろいろな形で救われていくような環境整備を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 では、委員の皆様からないようですので、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、その他を終了します。 

 以上をもちまして令和３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。 

 次回の会議は、令和３年５月21日金曜日、午後２時から第２会議室で行います。 

 先ほど非公開とした案件につきましては、14時50分から教育長室で会議を再開します。 

 それでは、暫時休憩します。 

                   （休  憩） 

〇教育長 再開します。 

 

２．協議事項 

 （１）令和３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 議事日程２、協議事項、（１）、令和３年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出につ

いてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 石川学務課長、お願いします。 
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〇学務課長 令和３年４月１日付で、令和３年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出の報告に

ついて依頼がありました。令和３年度は、特別支援学級で使用する学校教育法附則第９条に規定す

る教科用図書を選定することとなっています。教育委員の皆様には、ここで２名の委員をご選出い

ただきますようお願いします。 

 以上です。 

 

〇教育長 ただいま説明のありました令和３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のことですが、意見等はございますか。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 私からは、府川教育長と小舘委員の２名を推薦させていただきたいと思います。 

  

〇教育長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

   〔「ありません」と言う人あり〕 

〇教育長 よろしいですか。 

 それでは、令和３年度教科用図書印旛採択地区協議会委員について決定したいと思います。 

 ただいま、池田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ので、令

和３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、小舘委員と私、府川に決定いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上で議事日程２、協議事項を終了します。 

 

閉会宣告                                   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。 

 令和３年４月四街道市教育委員会会議定例会は、これにて閉会します。 

 お疲れさまでした。 

 

 

 


