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令和４年２月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和４年２月２５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 「四街道市子ども読書活動推進計画」（第四次）の策定について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）事務局報告事項 

  （３）２月の行事報告及び３月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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令和４年２月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和４年２月２５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  久保木直樹 

          ス ポ ー ツ 青 少 年 課 長  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       １名 

 

 

 

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４年２月四街道市教育委員会会議定例会を開会しま

す。 

 今回の会議録署名人は、教育委員会会議規則第26条により豊田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、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

します。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 「四街道市子ども読書活動推進計画」（第四次）の策定について 

指導課 

〇教育長 それでは、議事日程により会議を進めます。 
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 議事日程１、議決事項に入ります。 

 議案第１号 「四街道市子ども読書活動推進計画」（第四次）の策定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。 

 飯村指導課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇指導課長 議案第１号、「四街道市子ども読書活動推進計画」（第四次）の策定について、四街道

市教育委員会行政組織規則第８条第１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、子ども読書活動の推進に関する法律第９条第２項の規定に基づき、四街道市子ども読書

活動推進計画（第四次）を策定するため提案するものです。 

 本計画推進のためのスローガンは、第三次計画に引き続き、「読書で拓く 子どもの未来」とし

ました。基本方針は、１、子どもの読書活動を支える読書環境の整備・充実、２、家庭・地域・学

校等の関係機関の連携・協力の推進、３、子どもの読書活動に関する理解・関心の普及です。計画

の期間は、令和４年度からおおむね５年間としております。 

 事業の詳細等につきましては、資料１－２の計画案にございます。 

 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。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 この資料を拝見いたしまして、第三次の取組の中でも随分子どもたちの読書の状況が

改善されてきているなと思います。読書は、皆さんご存じのとおり、子どもの心の栄養剤だとよく

言われます。想像力を育てる、知識や知恵を育てる、あるいは感動や体験を通しながら言葉や心を

育てていく、非常に重要な教育活動の一つだなと思っております。どうかこの計画を積極的に進め

ていただきたい、このように思います。その意味で、私は賛成したいと思います。 

 

〇教育長 ほかに討論はございますか。 

 ないようですので、採決を行います。 

 議案第１号 「四街道市子ども読書活動推進計画」（第四次）の策定について、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 「四街道市子ども読書活動推進計画」（第四次）の策定

について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 
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〇教育長 次に、議事日程２、報告事項に入ります。 

 （１）、委員報告事項について、委員の皆様から報告等はございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 ２月10日に文科省主催の事業に出席しましたので、その報告をさせていただきます。

第４回令和３年度市町村教育委員会オンライン協議会に参加しました。この事業の目的は、全国各

市町村教育委員会で展開している地域の実情、特性に合わせた施策を持ち寄りながら交流や協議を

行う。このことによってＩＣＴ活用が進む中でオンライン協議を体験する、体験の一つにするとい

うことで、今後の教育行政推進に資するという目的により行われたものです。 

 私は、これに先立つ２月３日に、事前の協議会に向けた接続の確認ですとかグループ協議への入

室の仕方、こういう講習会に参加しまして、この２月10日に備えました。当日は、テーマ１の地域

と学校の連携、協働についての分科会、それからもう一つの教育の情報化分科会に参加しました。

それぞれ５名グループで各教育委員会の取組を発表し合い、その後、協議を深め合う形式での話合

いでした。 

 テーマ１では、コミュニティスクールの進捗状況が主たる内容で、まだ手つかずの教育委員会も

あれば、全市でスタートしているというところもありました。私は、本市の中央小学校の取組を紹

介させていただきました。 

 テーマ２では、コロナ禍でのオンライン授業や働き方改革の取組、それから数年後の機材入替え

への予算の心配、これらのことが問題になっていました。本市では、昨年総合教育会議をオンライ

ンで実施したことも報告しましたが、皆さん驚かれておりました。私としては、協議内容もさるこ

とながら、個人的にはオンライン協議に参加することの敷居が少し低くなったなという感想を持ち

ました。また、会議に当たりまして、資料をご準備いただいた事務局の皆様にも御礼を申し上げた

いと思います。 

 １点、このテーマ２の中で出ていたＧＩＧＡスクール構想とも関連するわけですが、主体的、対

話的で深い学びの実現をしていく。このために個別最適化された学習が本当に今進んでいるかと言

われたときに、なかなか現実的にはそこには至っていない。こういうのが各教育委員会での実情と

して報告されていましたし、併せてこのＧＩＧＡスクール構想に関わっては、教員の働き方改革に

つなげていくのだということも大きな柱の一つになっているわけですが、実態としては、コロナ禍

ということもありますが、働き方改革にはなかなかつながっていない。そういう本音の声も聞かせ

ていただいたというのが、大変大きな収穫だったなと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 では、私から報告します。まず、２月５日土曜日に四街道市民大学講座一般課程の閉講式が行わ

れました。この事業は、市民の有志によって集まられた四街道市民大学講座運営委員会が講座を企

画、運営しております。今年度もコロナ禍という大変な状況の中で、企画、運営をしていただき、

心からありがたく思いました。講座の選定に当たっては、郷土学習、共生と連携、生活基盤を考え

るという３つのカテゴリーを意識して設定されています。閉講式には、約25名の受講生が参加され
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ていました。受講生の皆様は、講座を受講され、四街道市について学び、知ることで、当市への愛

着を抱くことにつながることも多くあったろうと思います。皆様にはこの講座で学んだことを生か

して、まちづくりや地域活動にどんどん参加していただければと思いました。 

 次に、市内３公民館、千代田公民館、四街道公民館、旭公民館の主催講座である高齢者大学の閉

講式がそれぞれ２月10日、22日、23日に行われ、出席しました。各公民館において、１年を通し多

くの受講生の皆様が参加されたとお聞きしました。各公民館の講座の内容は多少異なりますが、消

費生活相談員の方による暮らしの知識や防災講座、交通安全、防犯、ストレッチや軽体操、日本の

文化を学ぶ古典文学など、様々な講義を重ねられました。受講生には有意義な時間となったことと

思います。これからも受講生の皆様が新しい学びに出会うことや、元気に集っていただくことに期

待します。 

 私からは以上です。 

 それでは、委員報告事項を終了します。 

 

 （２）事務局報告事項 

 

〇教育長 次に、（２）、事務局報告事項に入ります。 

 前回の定例会以降に実施した各所属の主な事業等の報告について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 真田教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 教育総務課の所管事業についてご報告します。 

 教育委員会事務局運営事業では、２月15日、17日、22日に、障害者優先調達推進法を活用して、

障害者就労施設の利用者の方に、第二庁舎で管理する公用車の洗車を行っていただきました。 

 小学校施設設備維持管理事業では、南小学校教室改造工事について、２月15日に工事が完了しま

した。 

 中学校施設設備維持管理事業では、旭中学校のトイレ改修工事について、２月17日に課内検査を

行いました。 

 以上です。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 学務課の所管事業についてご報告します。 

 児童及び生徒派遣等助成事業では、バス通学をしている吉岡小学校児童６名、旭中学校生徒13名

の申請に基づき、今年度の定期券購入代金の助成を行いました。 

 続いて、学校衛生管理事業では、新型コロナウイルス感染症対策に伴う濃厚接触者のうち、エッ

センシャルワーカーの待機期間短縮に必要となる抗原検査キットを10回分購入し、これまでに３名

の教職員が使用しました。なお、全国的な需要の高まりにより、抗原検査キットの追加購入のめど

は、現在のところ立っておりません。 

 学校支援事業では、令和４年度入学児童用ランドセルカバー930人分の購入が完了しました。こ



 6 

の後、必要数を各学校に送付し、入学式に児童に届く予定となります。 

 ２日、校長会議、４日、教頭会議、15日、学校事務連絡会議は、新型コロナウイルス感染症に係

る学校の対応に影響がないよう、オンライン方式による実施といたしました。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症に伴う学校の状況ですが、本日現在、陽性者は、児童183名、

生徒64名、教職員７名、学級閉鎖は、小学校９校で21学級、中学校３校で７学級、学年閉鎖、臨時

休校はありませんでした。 

 以上です。 

 

〇教育長 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 指導課の所管事業についてご報告します。 

 教育ネットワーク基盤整備事業では、１人１台端末の活用について各学校に情報提供をしてお

り、様々な教育活動で利用が進んでおります。現在、新型コロナウイルス感染症による欠席者や学

級、学年閉鎖となった児童生徒の学習保障として、タブレット端末を活用したオンライン授業の実

施、学習支援ソフトの利用等を積極的に行っております。 

 １月に実施した教務主任会議では、ＩＣＴ機器を活用した教育課程の編成についての周知、情報

交換を行いました。また、２月に管理職を対象にした教育ネットワーク連絡会議では、ＩＣＴ機器

の整備や活用方法について周知しております。 

 以上です。 

 

〇教育長 久保木社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 社会教育課の所管事業についてご報告をいたします前に、資料の訂正をお願いし

ます。資料２、２月の行事報告ですが、社会教育課からの報告が２件漏れておりました。申し訳ご

ざいません。 

 １件目は、２月８日火曜日に、文化財審議会を書面開催で開催しました。 

 ２件目は、２月22日火曜日に、市史編さん委員会を委員６名の出席をいただき開催しました。文

化財審議会では、今年度の事業報告（案）と新年度の事業計画（案）について、市史編さん委員会

では、市制施行40周年記念誌「写真に見る四街道市」及び市史編さん刊行計画について審議いただ

き、委員の皆様より承認をいただきました。 

 以上、資料の訂正をお願いいたします。申し訳ありませんでした。 

 続きまして、社会教育課の所管事項についてご報告します。 

 社会教育活性化事業では、１月31日月曜日に第２回社会教育委員会議を開催し、令和４年度の芸

術文化振興助成金交付要望について審議いただき、承認されました。 

 また、来年度、四街道市で開催される予定の印旛郡市社会教育振興大会の内容について協議いた

だき、会場市としての案を決定することができました。この案については、今後、印旛郡市社会教

育委員連絡協議会会議に提案していくことになります。 

 公民館管理運営事業では、国の臨時交付金で購入した空気清浄機24台の各公民館への納品が、１

月26日に完了しました。 
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 市民大学講座事業では、市民大学講座一般課程閉講式が、２月５日土曜日に文化センターで開催

されました。当日は、受講生のほか、市民大学講座運営委員の方々、市教育委員会からは教育長と

社会教育課の職員が出席しました。受講生35人中７割の出席があった修了者は26人、そのうち皆勤

者が14人でした。６月から始まった講座で、途中新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急

事態宣言により休講した時期もありましたが、無事に終えることができました。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中スポーツ青少年課長、お願いします。 

 

〇スポーツ青少年課長 スポーツ青少年課の所管事業についてご報告します。 

 青少年育成活動支援事業では、２月７日に富里中央公民館で実施された印旛郡市子ども会育成連

合会役員会に出席し、来月実施予定の講習会や令和４年度の事業日程などについて協議しました。 

 小中学校施設開放事業では、１月21日から適用されているまん延防止等重点措置の延長を受け、

小中学校体育館及び特別教室の開放を引き続き中止しています。 

 体育施設管理運営事業では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、温水プール内の更衣

室に空気清浄機を設置しました。また、指定避難所である総合公園体育館では、危機管理室との連

携により災害時に活用できるよう、大型の冷風扇４台を今後配置する予定です。引き続き、感染症

対策を講じながら市民のスポーツ活動を支援してまいります。 

 以上です。 

 

〇教育長 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 図書館の所管事業についてご報告します。 

 図書館管理運営事業では、２月２日に令和３年度第１回図書館協議会を開催しました。６名の委

員のご出席をいただき、開設から１年となった電子図書館や、コロナ禍での図書館サービスの現状

や課題について意見を伺いました。 

 資料管理整備事業では、２月14日から20日までの１週間で、年に一度の蔵書点検を行いました。

３つの公民館図書室を含め全ての蔵書の所在を点検し、書棚の整理を行いました。１月の資料貸出

し冊数は２万5,170冊でした。 

 以上です。 

 

〇教育長 鶴田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の所管事項についてご報告します。 

 青少年育成支援事業では、１月の相談活動について35件ありました。継続案件がほとんどである

ため、次年度に向けスムーズな相談体制となるよう、引継ぎ等を適切に行っていきたいと考えてお

ります。 

 現在、千葉県がまん延防止等重点措置の適用を受けており、解除となるまでは、補導委員による

補導活動を中止としていますので、その間は育成センター職員のみによる補導活動を実施していま
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す。特に補導対象となる青少年はいませんでした。 

 また、２月16日の小中生徒指導担当者会議、２月17日の補導委員の千葉ブロック研修会は、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、書面開催となりました。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの報告について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 ないようですので、（２）、事務局報告事項を終了します。 

 

 （３）２月の行事報告及び３月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（３）、２月の行事報告及び３月の行事予定についてに入ります。 

 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 資料２、２月の行事報告及び３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、２月の行事について申し上げます。 

 最初に、事業関係ですが、各種公民館事業、図書館事業のほか、17日には青少年育成センター所

管の千葉県青少年補導員連絡協議会千葉ブロック研修会が開催されました。 

 26日には、スポーツ青少年課所管のスポーツリーダーバンク登録指導者研修会が開催予定となっ

ています。 

 会議関係では、３日には、指導課所管のいじめ問題対策連絡協議会、外国語教育推進検討委員会

が開催されました。 

 ８日には、社会教育課所管の地域コーディネーター会議が開催されました。 

 また、本日25日は、中央小学校学校運営協議会が開催されます。 

 続いて、３月の行事予定ですが、裏面を御覧ください。 

 事業関係では、各種図書館事業のほか、５日には教育総務課所管の教育委員会表彰式が、12日に

はスポーツ青少年課所管のジュニアリーダー初級認定講習会が、また13日に東印旛地区スポーツレ

クリエーション祭が予定されています。 

 会議関係では、３日にはスポーツ青少年課所管の青少年問題協議会小委員会が、16日には青少年

育成センター所管の中高補導委員等連絡会が開催予定となっています。 

 最後に、市内小中学校の卒業式についてですが、11日に市内中学校卒業式が、17日に市内小学校

卒業式が、それぞれ予定されています。 

 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、委員の皆様から質問等はございますか。 
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 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。２月22日火曜日にオンライン会議で教育ネットワーク連絡

会議が行われ、学習支援や校務支援等の共通理解を図られたと思いますが、ＩＣＴ活用が進む中、

各学校の進捗状況のペースや新たな取組、または問題点等は出ましたでしょうか。 

 

〇教育長 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 各学校では、日常的にタブレット端末を活用した学習が行われています。主に学習支

援ソフトを活用したドリル学習や、タブレット端末同士で資料等を共有し、話合い活動を行ってい

ます。また、学級、学年閉鎖等には、持ち帰らせたタブレット端末に授業をライブ配信したり、デ

ジタル教材の課題を配信したりするなど、オンライン学習の取組が行われています。 

 問題点としては、複数学級で同時にタブレット端末を使用した際に、インターネット回線の遅延

が発生することが挙げられます。現在、各学校のインターネット回線の増強を予定しています。 

 以上です。 

 

〇教育長 豊田委員。 

 

〇豊田委員 進捗状況について、だいたい各小中学校の足並みはそろっているのでしょうか。 

 

〇教育長 指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 もうタブレット端末の活用が大分進んでいますので、足並みはそろっているという理

解でよろしいかと思います。 

 

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。教育ネットワーク会議が今回はオンライン開催ということだ

ったので、なかなか情報交換等はできなかったと思いますが、今後は学区を超え情報交換等しなが

ら、更にＩＣＴ活用を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかに質問等はございますか。 

 ないようですので、（３）、２月の行事報告及び３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。 
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 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しました。 

 令和４年２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。 

 次回の会議は、令和４年３月28日月曜日午後４時30分から第２会議室にて定例会を開催します。 

 お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


