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令和３年７月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年７月３０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４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 

 

閉 会 
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令和３年７月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年７月３０日（金） 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  府川 雅司 

          委          員  小舘  修 

          委          員  田中友季子 

          委          員  豊田 恵子 

 

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主任主事  木村 昌士 

          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       ２名 

 

 

 

開会宣言                                     教育長 

〇教育長 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３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 令和４年度使用教科用図書の採択について 

学務課 

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。 
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 議案第１号 令和４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、本案については、印旛地区において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、非公開にすべきものと思います。 

 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。 

 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いては、議事日程３、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。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 次に、議事日程２、報告事項（１）、委員報告事項に入ります。 

 委員の皆様から報告等、何かございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からは、７月５日月曜日、みそら小学校と大日小学校、７月12日月曜日、四街道小

学校と旭中学校の北総教育事務所次長学校訪問と７月13日火曜日、吉岡小学校と四街道中学校の北

総教育事務所長学校訪問に同行させていただきましたので、ご報告します。 

 最初に、校長から学校経営説明として、それぞれ特徴ある丁寧な説明をいただき、その後、諸表

簿点検と授業参観と県教育委員の各担当者から指導、助言をいただきました。まず、総務課からは、

適正、的確な事務執行について、管理課からは働き方改革、不祥事根絶、人材育成についてご指導

いただきました。そして最後に、所長、次長から各校への的確なご助言とご指導をいただきました。

共通して、授業については、板書が丁寧で分かりやすい、ＩＣＴの積極的な活用がされている。人

材育成は「ホウレンソウとおひたし」へ、「報告、連絡、相談」と、これからの時代の人材育成は

「怒らない、否定しない、助ける、指示する」も、大事だそうです。今回同行させていただき、私

も大変勉強になりました。 

 授業参観では、児童生徒は落ち着いて授業を受けていました。ロッカーの整理整頓や清掃もきれ

いにされていました。タブレットを使用して学校経営説明や家庭科の授業では、先生の並縫いの見

本をタブレットを通し、見ながら作業と有効活用されていました。 

 以上です。 
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〇教育長 ほかにございますか。 

 では、私から１点報告します。７月16日金曜日、第２回の印教連常任委員会と印旛地区教育長会

議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。 

 まず常任委員会では、木村酒々井町教育長の挨拶の後、初めに事務局の成田市教育委員会から報

告事項が５点ありました。 

 １点目は、市町の負担金及び関係機関の負担金について。 

 ２点目は、千葉県市町村教育委員会連絡協議会への要望書の提出について。 

 ３点目は、全国事務局長会議のための千葉県市町村連絡協議会の資料について。 

 ４点目は、印教連指定研究学校及び補助金について。なお、本市の印教連指定研究学校の予定は、

令和４年度、５年度です。今後、教育委員会事務局で候補学校や教科等の内容を協議し、学校に依

頼をしていきたいと考えているところです。 

 ５点目は、印旛地区教育長職務代理者等会議について。 

 以上の５点について、資料を基に報告、説明がありました。 

 続いて、協議事項に入り、１点目は、印教連教育功労者表彰について。担当の印西市教育委員会

から候補者の報告や選考会議、表彰式等、資料を基に説明がありました。 

 ２点目の、情報交換では、八街市の事故の件や小中学校の修学旅行等の学校行事について、意見

交換がありました。 

 ３点目は、千葉県市町村教育委員会連絡協議会の令和４年度から６年度の役員について、話し合

いが行われました。 

 最後に、連絡事項として、２学期の印教連の関係行事について説明がありました。 

 続きまして、常任委員会終了後、第２回印旛地区教育長会議がありました。同じように、会長の

木村酒々井町教育長の挨拶の後、北総教育事務所の大高管理主事から、北総教育事務所管内の現状

について説明がありました。説明では北総地区、北総地区は印旛、香取、海匝地区ですが、北総地

区の学校数、それから学校の統合、児童生徒数、教職員数、女性管理職の状況、主幹教諭数、教員

採用候補者選考倍率等について、資料を基にお話がありました。また、人材育成や不祥事根絶、働

き方改革についてのお話がありました。 

 私からは以上です。 

 それでは、（１）、委員報告事項は終了します。 

 

（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 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。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 末永副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 それでは、７月の行事報告及び８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、７月の行事についてご報告します。資料２、１ページから２ページを御覧ください。 

 会議関係では、２日に指導課所管の外国語教育推進検討委員会。６日に学務課所管の養護教諭連
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絡会議、指導課所管の特別支援連携協議会。14日に指導課所管の四街道市子ども読書活動推進計画

策定委員会、青少年育成センター所管の市青少年補導委員連絡協議会理事会。16日に指導課所管の

いじめ問題対策連絡協議会。26日に指導課所管の学校給食運営委員会が書面開催で実施されまし

た。 

 事業関係では、各種公民館事業のほか、19日に図書館所管の「はじめまして、絵本」事業が実施

されました。 

 続いて、８月の行事予定ですが、３ページを御覧ください。会議関係では、３日に指導課所管の

特別支援教育連絡会議、小中一貫教育サンプル指導案会議。４日に青少年育成センター所管の市青

少年補導委員連絡協議会役員会。23日に同所管の第２回市小中生徒指導担当者会議が予定されてい

ます。 

 事業関係では、各種公民館事業のほか、18日に東京2020パラリンピック採火式が予定されていま

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。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 指導課に質問いたします。７月21日水曜日に実施されました情報モラル教育研修会の

参加対象者と研修内容を教えていただきたいと思います。 

 

〇教育長 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 お答えします。 

 情報モラル教育研修会について、参加対象者は市内小中学校教職員としており、本研修会に参加

経験のない方の参加を推奨しました。当日の参加人数は18名でした。 

 研修内容としましては、外部より講師をお招きし、情報モラル教育に関するよりよい授業の在り

方について、参加者を生徒に見立てて模擬授業形式で研修が行われました。模擬授業では、映像教

材を基に問題提起し、主体的に考え、話し合い、問題点を客観的に考える内容でした。実際の授業

でも児童生徒が自らの携帯電話、インターネットの利用法や付き合い方を振り返ることができる内

容で非常に参考になりました。さらに、児童生徒が不適切な情報に触れないよう保護するためのフ

ィルタリング機能等の設定の仕方について、実際に最新のタブレットを操作して研修を行い、複雑

かつ高性能化する情報機器についての見識を深めました。 

 以上です。 

 

〇教育長 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 ありがとうございます。情報モラル教育はますます大切な分野です。今回の内容は児

童生徒向けの研修でしたが、保護者や地域の大人にも必要な情報は配信していただけたらと思いま
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す。今後も丁寧なご指導をよろしくお願いします。 

 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 先ほどのご説明の中に、最新のタブレットを操作してというお言葉がありましたが、

それは、今回、子どもたちに配布された端末と同機種のものを使用しての研修会だったと受け止め

てよろしいでしょうか。 

 

〇教育長 指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 お答えします。 

 田中委員のおっしゃるとおりです。児童生徒に配布したタブレットと同機種のものを使用したと

いうことです。 

 

〇田中委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

〇教育長 ほかに質問等ございますか。 

 質問がないようですので、（２）、７月の行事報告及び８月の行事予定についてを終了します。 

 

３ その他 

 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

委員の皆様から何かございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 学務課に質問いたします。先月、近隣市立小学校児童の下校中の痛ましい交通事故が

発生しましたが、このような事故を防ぐため、本市においての児童生徒の交通安全対策についてお

伺いします。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 お答えします。 

 教育委員会では毎年各学校に通学路の現況確認及び報告を指示し、危険箇所の把握を行います。

これを受けて、教育委員会と学校で現場確認をしたり、関係各課、警察署と抽出箇所の合同点検を

行ったりして、危険な状況を取りまとめ、関係各課、警察に対応を要望、改善策の検討、具体的な

対応を図っています。今年度は、６月に発生した事故を受け、各学校に通学路危険箇所現況報告の

再確認を指示するとともに、関係各課、警察及び学校関係者と各小学校の最も優先順位の高い危険
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箇所の緊急合同点検を行いました。他の箇所は、現在、現場確認を進めており、終了し次第、対策

会議を行う予定です。このほか教育委員会としましては、各学校が家庭や地域と連携を深めて安全

確保を図るとともに、子どもが自ら危険を回避し、安全を確保する力を育成する教育活動を充実で

きるよう支援しております。 

 以上です。 

 

〇教育長 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 ありがとうございます。このような悲劇が起きないように、今後も児童生徒の安全確

保にご留意ください。お願いいたします。 

 以上です。 

 

〇教育長 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、今、学務課長からご回答いただいたことに関連して質問します。同じく八

街市で起きたことに関連することですが、子どもの命と安全を守るということは、教育の最優先す

るべき事項だというふうに私も思います。本市としても、校長や各学校への点検と指導を再確認す

るようにという取組は、７月１日の教育委員会会議臨時会において教育長からも丁寧な報告を受け

たところです。危険箇所の確認、それから子どもへの指導、あるいはＰＴＡ等とも協力して通学路

の安全点検、あるいは確保していくということは、どの学校も、どの地区も日常的に行われている

ということで、ただただ感謝するばかりですが、次のことについて３点ほどまとめて教えていただ

きたいと思います。 

 １点目は、通学路等の安全のために関係各所に出されている要望というのが毎年何件ほどあり、

そのうち何件ほどが改善されているのかどうか。 

２点目は、歩道の整備、あるいはガードレール、信号機の設置等の要望はどの程度きているのか。 

 ３点目は、今回の事故を受けて、政府ではスクールバスの導入についてもやっぱり考えていかな

ければいけないということを言っていますが、こちらについての要望も、この点検等の中で出てい

るのかどうか。 

これら３点について、簡潔に教えていただけたらと思います。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 お答えします。 

 令和２年度市内小中学校から提出された通学路危険箇所現況報告では55件の改善要望がありま

した。改善に向けた対応件数は、現在進めているものも含めて47件となっています。主な対策とし

ては、ドライバーや注意喚起を促す電柱幕の設置や看板の設置、減速を促す路面表示、ストップマ

ークの設置などを行っています。また、横断歩道の設置や再塗装については、四街道警察署から可

能なものは順次着手しているとの回答をいただいています。令和３年度は、104件の報告を学校か

ら受けており、現在、関係各課、警察等と点検を行い、改善策について検討を進めています。 
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 令和２年度信号機の設置及び改善については２件、横断歩道の設置や再塗装については４件の要

望を四街道警察署にしています。ガードレールやラバーポールの設置については４件の要望を土木

課にしていますが、車両の通行に影響があるため容易には設置できない状況があります。歩道整備

に対する改善要望は、用地買収や道路の現状変更などが伴うことがあるため対応が難しい状況で

す。令和３年度の具体的な状況は、現在、点検確認を進めています。 

 最後に、スクールバスについてですが、今回の通学路危険箇所現況報告ではスクールバスの導入

についての要望はありませんでした。 

 以上です。 

 

〇教育長 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 ありがとうございました。具体的な数字を挙げて、調査をしていただきましてありが

とうございます。要望をしっかりと受け止めて着実な成果を上げた取組がなされているということ

で少し安心いたしました。ただ、やはり今年度はあのような事故を受けて、保護者の皆さんも大変

大きな危機感をお持ちで、数が例年よりも多くの要望が出ているということで、やっぱりこれはし

っかりと受け止めていかなければいけないなと改めて思います。この後、夏季休業中の子どもたち

の生活、そして２学期、ますます子どもたちの安全のために教育委員会の皆さんも、地域の皆さん

や保護者等と連携を図って、子どもの安全を守る取組を一層力を入れていただきたいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 委員の皆様からはないようですので、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、その他を終了いたします。 

 以上をもちまして、令和３年７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８月27日金曜日、午後２時から第２会議室にて定例会を開催します。 

 先ほど非公開とした案件については、14時35分から教育長室で会議を再開します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

〇教育長 再開します。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 令和４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４年度使用教科用図書の採択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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〈提案理由の説明〉 

〇学務課長 議案第１号 令和４年度使用教科用図書の採択については、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。 

 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。 

 １、令和４年度使用教科用図書小学校については、無償措置法第14条の規定に基づき、令和３年

度と同一の教科書の採択をしていただくものです。 

 ２、令和４年度使用教科用図書中学校についても、小学校と同じく無償措置法第14条の規定に基

づき、令和３年度と同一の教科書の採択をしていただくものです。なお、今回、中学校用歴史教科

書において検定不合格となっていた自由社の歴史教科書が、令和２年度に行われた再審査により、

文部科学大臣の検定を経て、新たに発行されることになったことから、無償措置法第６条第５号に

より採択替えをすることも可能となっております。 

 ３、令和４年度使用学校教育法附則第９条に規定する一般図書（以下「附則９条本」）について

は、特別支援学級用として児童生徒の実態に基づき、毎年度異なる図書を採択することができます。 

 次に、教科用図書の採択地区協議会に関してご説明いたします。無償措置法第12条に基づき、県

教育委員会が採択地区を定めており、本市を含む印旛地区９市町を印旛採択地区としています。印

旛採択地区では無償措置法第13条第４項に基づき、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ます。また、無

償措置法第13条第５項に基づき、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を

受けて、種目ごとに同一の教科用図書を採択することとされています。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採択結果に基づき、本市教育委員会としても同一の教科用図書

を採択することになります。 

 資料11ページを御覧ください。選定結果ですが、小学校は12ページに、中学校は13ページに、附

則９条本については、14ページから17ページに示したとおりとなっております。 

 それでは、本市教育委員会としての採択案を提案いたします。18ページを御覧ください。 

 小学校教科用図書は、19ページに示されている国語、書写「教育出版」、社会、地図、算数「東

京書籍」、理科、生活「大日本図書」、音楽「教育出版」、図画工作、家庭「開隆堂出版」、保健「大

日本図書」、外国語、道徳「教育出版」。 

 中学校は、教科用図書20ページに示されている国語、書写「教育出版」、社会（地理的分野）、（歴

史的分野）、（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）、（器楽合奏）「教育出版」、技術「開隆堂出版」、保健体育「大日本図書」、技術・家庭

「開隆堂出版」、外国語、道徳「教育出版」。 

 特別支援学級用の附則９条本については、21ページから24ページに示されている図書を採択案と

して提案させていただきます。 

 ここで、教育長より協議会の報告をお願いします。 

 

〇教育長 私から、７月６日火曜日に行われました教科用図書印旛地区採択協議会について報告を

いたします。 
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 初めに、開会の言葉があり、次に会長挨拶がありました。会長は、規定により、現在事務局を担

当している白井市の教育長となりますので、井上教育長から挨拶がありました。 

続いて報告に入り、千葉県教育委員会からの指導助言内容について報告がございました。 

続いて議事に入り、まず、令和４年度使用教科用図書採択案の選定方法については、中学校検定

図書については、専門調査委員長報告、質疑、協議、選定の順で行われ、選定に当たっては、無記

名の投票により過半数を超えた教科書を採択するという確認があり、全員の了解が得られました。

学校教育法附則９条に規定される一般図書の選定については、専門調査委員長報告、質疑、協議、

多数決による選定の確認があり、了解が得られました。 

その後、中学校歴史検定図書について専門委員長の報告があり、説明後、無記名による投票によ

り決定しました。附則９条本については、専門委員長の説明の後、多数決により決定しました。決

定した内容は、ただいま学務課長が説明したとおりです。 

選定終了後、今後の事務処理日程等について事務局より説明がありました。 

 以上です。 

 なお、本市から、私と小舘委員が協議会委員で出席しました。小舘委員から補足等がありました

ら、お願いします。 

 

〇小舘委員 内容については、今、教育長がおっしゃったとおりです。それでは、会場の様子だけ

感想を交えて報告しますと、各市町から、あるいは市町以外の選定委員もいましたが、事前にしっ

かりとそれぞれの教科書について打合せをしてきたり、調査を行ってこの協議会に臨まれていたな

という印象を強く持ちました。私たちも、事前に事務局からたくさんの資料とともにレクチャーを

受けて当日臨んでいましたので、大変参考になりましたし、会議も、より中身の濃いものになった

のではないかなと思っています。その結果が、今、教育長から報告があったものです。 

 以上です。 

 

【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 令和４年度使用教科用図書の採択について、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 令和４年度使用教科用図書の採択については、原案のと

おり可決されました。 

 

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しました。 

 令和３年７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。 


