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令和３年５月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年５月２１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 

        （四街道市いじめ対策調査会） 

  議案第２号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市社会教育委員） 

  議案第３号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市文化財審議会） 

  議案第４号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市スポーツ推進審議会） 

  議案第５号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会） 

  議案第６号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管分）について 

 

２ 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 

     （四街道市特別支援教育専門家チーム委員） 

     （四街道市特別支援連携協議会委員） 

  （３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （地域コーディネーター） 

  （４）５月の行事報告及び６月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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令和３年５月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年５月２１日（金） 午後２時～午後２時２９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 補 佐  荒木 寿久 

          スポーツ青少年課長補佐  田中 紀道 

          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５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 

        （四街道市いじめ対策調査会） 

指導課 
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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（四街道市いじめ

対策調査会）を議題とします。 

  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。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇指導課長 資料１を御覧ください。附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ対策調査会）、

四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11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、本案は四街道市いじめ防止対策推進条例第11条第２項及び第４項の規定並びに

いじめ対策調査会規則第２条第１項の規定により委員を委嘱するため提案するものです。任期は、

令和３年６月１日から令和５年５月31日までです。委員候補者は、２ページのとおりです。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（四街道市いじめ対策調査会）、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（四街道市いじめ対策調査

会）は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第２号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市社会教育委員） 

社会教育課 

〇教育長 次に、議案第２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教育委員）を議題とし

ます。 

 事務局より説明をお願いします。 

 荒木社会教育課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇社会教育課長補佐 議案第２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教育委員）、四街

道市教育委員会行政組織規則第８条第11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、本案は社会教育法第15条及び四街道市社会教育委員設置条例第３条第２項の規

定により委員を委嘱するため提案するものです。任期は、令和３年６月１日から令和５年５月31日

までです。委員候補者は、資料１の４ページに記載のとおりです。ご審議のほどよろしくお願いい
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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２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２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教育委員）、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２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教育委員）

は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第３号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市文化財審議会） 

社会教育課 

〇教育長 次に、議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市文化財審議会）を議題とし

ます。 

 事務局より説明をお願いします。 

 荒木社会教育課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇社会教育課長補佐 議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市文化財審議会）ですが、

四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11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、四街道市文化財の保護に関する条例第25条第２項の規定により、委員

を委嘱するため提案するものです。任期は、令和３年６月１日から令和５年５月31日までです。委

員候補者は、資料１の６ページに記載のとおりです。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３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３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市文化財審議会）、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３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市文化財審議会）

は、原案のとおり可決されました。 
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  議案第４号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市スポーツ推進審議会） 

スポーツ青少年課 

〇教育長 次に、議案第４号 附属機関委員の委嘱について（四街道市スポーツ推進審議会）を議

題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 田中スポーツ青少年課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇スポーツ青少年課長補佐 議案第４号 附属機関委員の委嘱について（四街道市スポーツ推進審

議会）、資料１の７ページを御覧ください。附属機関の名称は、四街道市スポーツ推進審議会です。

四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11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、四街道市スポーツ推進審議会条例第３条第１項の規定による委員の任

期満了に伴い、新たに委嘱するために提案するものです。任期は、令和３年６月１日から令和５年

５月31日までです。委員候補者は、８ページに記載のとおりです。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４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４号 附属機関委員の委嘱について（四街道市スポーツ推進審議会）、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４号 附属機関委員の委嘱について（四街道市スポーツ推進審

議会）は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第５号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会） 

スポーツ青少年課 

〇教育長 次に、議案第５号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立小学校及び中学校の校庭、

体育館開放運営委員会）を議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 田中スポーツ青少年課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇スポーツ青少年課長補佐 資料１の９ページを御覧ください。附属機関の名称は、四街道市立小

学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会です。四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11
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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、四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会設置条例

第２条第２項の規定により補欠委員を委嘱するため提案するものです。任期は、令和３年６月１日

から令和４年５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５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５号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運

営委員会）、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５号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立小学校及び中

学校の校庭、体育館開放運営委員会）は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第６号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管分）について 

教育部 

〇教育長 次に、議案第６号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管

分）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。 

 末永教育部副参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 議案第６号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管

分）について、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第３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、令和３年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管分）に同意

することについて、市長が令和３年第２回四街道市議会定例会に議案を提出するため、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の意見を求めるものです。 

 補正予算書の19ページをお開きください。９款教育費、１項教育総務費、３目教育研究指導費、

内部管理事業の17節備品購入費179万4,000円ですが、職員事務連絡用公用車の劣化が激しいため、

車両を更新するため計上したものです。 

 続きまして、同ページ、９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、小学校施設整備維持管理

事業の16節公有財産購入費3,007万5,000円ですが、南小学校プール奥にある駐車場に第３こどもル

ームを整備する計画としていることから、代わりの駐車場用地として隣接用地を購入するための費

用を計上したものです。その他につきましては、用地購入に係る関係諸費用となっております。 

 次に、19ページから20ページになりますが、同款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費、学

校給食管理運営事業の14節工事請負費350万2,000円ですが、旭中学校の給食室、調理室用の給湯器
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３台、空調機器２台の老朽化により更新するための費用を計上したものです。 

 説明は以上です。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６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６号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管分）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６号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育

委員会所管分）は、原案のとおり可決されました。 

 

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 ５月12日水曜日開催の第１回地域コーディネーター会議への参加についてご報告い

たします。当日は、午後２時からのＡグループに小舘委員と一緒に参加しました。地域コーディネ

ーターと学校との連携により、学校支援事業が充実するように期待したいと思っております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からも、５月12日水曜日に第１回地域コーディネーター会議があり、Ａグループ、

旭中学区、千代田中学区と、Ｂグループ、四街道中学区、西中学区、北中学区に分かれて実施され、

私は田中委員とＢグループに出席してまいりましたので、ご報告いたします。 

 最初に、府川教育長から地域コーディネーターの方々に委嘱状の交付をし、高野総括支援コーデ

ィネーターから四街道市の学校支援活動事業の今年度の取組について、社会教育課、千葉先生から、

事業説明とコミュニティスクールの導入についてお話がありました。令和３年度からモデル校とし

て中央小学校に学校運営協議会を設置し、年３回、12名の委員で実施され、中央小学校における検

証を踏まえ、順次、市内小中学校に設置を拡大していくそうですが、子どもたちの健全育成に向け

て、よい双方向の意見交換の場となることを願っています。 
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 今回の会議は、グループ協議はありませんでしたが、会議前後に数名の地域コーディネーターの

方とお話ができ、今回初めて委嘱を受けられた委員からは「何も分からず不安でしたが、会議が開

催され話が聞けてよかった」、小学校の委員からは「昨年に引き続きコロナ禍により、どこまで活

動を実施できるか、今後も学校と検討していきたい」、中学校の委員からは「時間がなかなか取れ

ず、交流の場を設けるのが難しい」、というご意見をお聞きしました。大変な中での活動だと思い

ますが、学校と地域のかけ橋として地域コーディネーターの皆さんには感謝申し上げます。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 それでは、（１）、委員報告事項は終了いたします。 

 

 （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

    （四街道市特別支援教育専門家チーム委員） 

    （四街道市特別支援連携協議会委員） 

指導課 

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（四街道市特別支援教育

専門家チーム委員）、（四街道市特別支援連携協議会委員）に入ります。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 四街道市特別支援教育専門家チーム委員につきまして、市内小中学校の特別支援教育

の推進及び校内体制の整備を図るため組織するものです。 

 資料２の１、１ページ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、ご報告いたしま

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。 

 続きまして、四街道市特別支援連携協議会委員につきまして、市の特別支援教育の体制整備を目

的に組織するものです。 

 資料２の１、２ページ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、ご報告いたしま

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（四街道市特

別支援教育専門家チーム委員）、（四街道市特別支援連携協議会委員）は終了いたします。 

 

 （３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

    （地域コーディネーター） 

社会教育課 

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（地域コーディネーター）
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に入ります。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 荒木社会教育課長補佐、お願いします。 

 

〇社会教育課長補佐 資料２の２を御覧ください。四街道市学校支援活動事業における地域コーデ

ィネーターにつきまして、こちらのページ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、ご報告いたします。 

 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、（３）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（地域コーデ

ィネーター）は終了いたします。 

 

 （４）５月の行事報告及び６月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（４）、５月の行事報告及び６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、資料２の３を御覧ください。５月の行事報告及び６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、５月の行事について申し上げます。13日木曜日には、千代田公民館にて福寿大学開講式

が執り行われました。14日金曜日には、社会教育課所管の四街道市ＰＴＡ連絡協議会総会が行われ

ました。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が行われました。

25日には四街道公民館にて長寿大学開講式、26日には旭公民館にてあさひ寿大学開講式が予定され

ております。 

 続きまして、６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。５日土曜日には、

南小学校、八木原小学校、吉岡小学校の３校で運動会が予定されております。８日火曜日には、ス

ポーツ青少年課主催の東京2020聖火リレートーチ巡回展示が市役所にて予定されております。 

 ３ページを御覧ください。23日水曜日には、青少年育成センター所管の第１回中高補導委員等連

絡会が予定されております。25日金曜日には、四街道中学校にて体育祭が予定されております。そ

の他の行事につきましては、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、（４）、５月の行事報告及び６月の行事予定については終了いたします。 
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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。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 市内の小中学校教職員への新型コロナウイルスワクチン接種は、それぞれの居住地で

接種するのでしょうか。その際、特別休暇等の配慮はあるのでしょうか。現状をお教えください。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 市内小中学校教職員への本市の対応について、担当部署である健康増進課新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策室に確認したところ、現時点で特別な対応はないとの回答でした。キャ

ンセル等で生じたワクチンの接種枠は、高齢者施設職員や会場を運営している市職員に充てていく

とのことです。これらのことから、現状では教職員は各市民と同じく居住地で接種することとなり

ます。教職員が接種する場合の服務についても、現時点で県教育委員会から新たな対応を示す通知

はなく、勤務時間中に接種をする場合、現状では年次休暇による対応となります。 

 以上です。 

 

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。 

 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 ないようですので、その他は終了いたします。 

 

閉会宣告                                    教育長

〇教育長 以上をもちまして令和３年５月四街道市教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 次回の会議は、令和３年６月25日金曜日午後２時から第２会議室で行います。 

 お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 


