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令和４年３月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和４年３月２８日（月） 

午後４時３０分から 

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年度教育施策について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）３月市議会概要について 

  （３）事務局報告事項 

  （４）３月の行事報告及び４月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 



 2 

令和４年３月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和４年３月２８日（月）  午後４時３０分～午後５時００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       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４年３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いますので、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 令和４年度教育施策について 

教育総務課 

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 令和４年度教育施策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。 

 真田教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 資料１－１を御覧ください。 

 議案第１号 令和４年度教育施策については、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、四街道市教育振興基本計画の基本方針の下、令和４年度の教育施策を策定するため提案

するものです。 

 資料１－２、令和４年度教育施策（案）を御覧ください。令和４年度に推進する主要施策につい

ては、６ページから36ページ目に記載の再掲事業を含む全90項目が対象となります。引き続き、６

つの基本方針に基づく諸施策を推進し、四街道市の目指す教育の実現に向けた取組を進めてまいり

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。 

 ないようですので、採決を行います。 

 議案第１号 令和４年度教育施策について、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年度教育施策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 

 

〇教育長 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ございますか。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 卒業式出席の報告です。 

 ３月11日、旭中学校卒業生119名、３月17日、中央小学校、卒業生152名、両校ともコロナ感染症

対策が取られていました。義務教育６か年、また９か年の成長を感じさせる卒業生の立ち居振る舞

いでした。 
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 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 私も２校の卒業式に参列しましたので、ご報告します。 

 ３月11日金曜日に、四街道北中学校の卒業式に出席しました。小春日和の中、176名の卒業生が

巣立っていきました。在校生は代表生徒のみ、保護者は各家庭２名までの参列で、お父様の姿が多

く見受けられました。卒業生の最後の校歌合唱は、すばらしい歌声でした。校長先生の式辞では、

「コロナ禍により当たり前の日常のありがたさを感じた皆さんは、これからも自分で考え責任ある

行動をしてほしい」と話されました。卒業生代表の言葉では、「通常とは違う学校生活の中、やる

せない気持ちや悔しい思いをし、限られた学校行事でしたが、すばらしい仲間と出会い協力し合い、

たくさんの思い出ができました」と涙声で語られ、卒業生や保護者の方々も目頭を熱くしていまし

た。前向きな言葉から心の成長を感じ、感動的な卒業式でした。 

 続いて、３月17日木曜日に、みそら小学校の卒業式に出席しました。卒業生は19名で、５年生も

参列しました。卒業証書を受領した後、卒業生は１人ずつ将来の夢や目標を大きな声で発表しまし

た。人を笑顔にできる人、人のために役に立つ職業を志す子どもも多く、とても感心いたしました。

発表した内容は卒業式のしおりにも掲載してあり、小さな学校ならではのよさを感じました。校長

先生から卒業生に、「みそら小学校の伝統を引継ぎ、在校生につないでくれてありがとう」と感謝

の言葉があり、卒業生の別れの言葉では５年生との群読と元気な歌声を聞かせてくれ、保護者方も

温かく見守る和やかな卒業式でした。 

 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 まず、千代田中の卒業式に参列しました。卒業生132名、今回は在校生代表として２

年生全員が出席しました。保護者は各家庭１名程度、コロナ感染拡大防止を十分にされた状態での

開会となりました。驚いたことは、卒業生の座っている姿がとても美しかったことです。足の位置、

手の位置がそろっていて、背筋も伸ばしてしっかり座っている姿がとても印象的で、ご指導なさっ

た先生方の努力もうかがえました。卒業証書授与で壇上に上がった男子生徒のスラックスの裾から

くるぶしが見えている生徒がすごく多くて、この３年間の成長をとても感じられる状態だったなと、

私は思っています。校長先生からの式辞で、上田校長先生から、「この３年間たくさんの人と出会

い、心を育み成長してきた皆さんに、これからは自分の長所、短所を知り、自分を律する心を持ち、

自分で立って人生を歩んでください。自律をもって自立する、この言葉を心にとどめてほしいと思

っています」と送っておりました。 

 続けて、四和小の卒業式に参列しました。92名の卒業生が壇上から入場したことには驚きました

が、卒業生が保護者席に顔を向けることが少ない式の中、粋な計らいだと思っております。卒業証

書授与で壇上に上がった卒業生が、それぞれ今までの感謝や将来について、中学校に向けてなど、
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自分の気持ちを大きな声で発言している姿はほほ笑ましく、感動的でした。寺尾校長先生にお聞き

したところ、今まで長欠や不登校だった児童もこの卒業式には参列できたということで、この子た

ちにとって新たな一歩になればいいなと思っております。 

 最後に１つ、今回の四和小学校の卒業式に２名の女子児童がはかまで参列していました。以前、

華美な装いは控えていただきたいというお手紙を出したと思うのですけれども、服装に関して指示

はできませんが、児童は児童らしい適した服装があるのではないかと私は思います。保護者の方々

にも、いま一度考え直していただきたいなとつくづく思いました。 

 以上です。 

 

〇教育長 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私も卒業式について２点報告します。 

 ３月11日、四街道中学校の卒業式に出席しました。コロナ禍ということで卒業生と保護者１名に

限定して、一人一人に卒業証書が授与されました。在校生は全員自宅で卒業式の様子をライブ視聴

するという形で儀式活動への授業に参加した、こういう形を取りました。櫻井校長からは、「自信

を持ってしっかりと前を向いて生きていってほしい」というはなむけの言葉があり、卒業生212名、

全員がそれぞれ進路も決定しているということです。 

 ２点目、３月17日ですが、大日小学校の卒業式に出席しました。コロナウイルス対策のために在

校生は全員臨時休業として、来賓の出席はなく、93名の卒業生と保護者、先生方での式となりまし

た。田中委員からもありましたが、服装は多くの子どもが中学校の制服で臨んでおりましたけれど

も、中には振り袖やはかま姿の子もおりまして、時代の流れなのかなと思いながら拝見したところ

です。山﨑校長からは、野球のイチロー選手の言葉を紹介されて、毎日の積み重ねが大事だよ、そ

ういうはなむけの言葉でした。 

 以上です。 

 

〇教育長 では、私から報告します。 

 ３月11日、四街道西中学校の卒業式に出席をしました。卒業生は151名でした。校長式辞では、

沖永校長が卒業生に塞翁が馬という故事を例えに人生について話をし、「感謝、謙虚、挑戦という

３つの言葉を大事にして、それぞれの夢の世界へ駆け上がってほしい」と、卒業生にはなむけの言

葉を贈られました。卒業生答辞では、代表生徒が「当たり前の日常の大切さに改めて気づき、特に

３年生の今年は濃い１年であった」と、コロナ禍の中での中学校生活を話されました。卒業の歌「友

～旅立ちの時～」を、卒業生は保護者のほうに向き、すばらしい歌声を響かせました。その後、閉

式の言葉となりました。大変見事な卒業式に参列し、感動しました。 

 ３月17日に四街道小学校の卒業式に出席しました。卒業生は116名でした。国歌斉唱は、四街道

西中学校と同じで曲が流れました。その後、卒業証書が安川校長から卒業生一人一人に授与されま

した。校長式辞では、「卒業生の努力の結晶が卒業証書であり、命を輝かせ、夢と希望を持って充

実した時間を過ごしてほしい」と話されました。別れの言葉では、卒業生が保護者席に向いて小学

校生活の思い出を述べるとともに、「いのちの歌」、「今、卒業の時！」、校歌を歌い、卒業の気持ち

を心を込めて表現していました。すばらしい卒業式でした。 
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 続きまして、３月26日に四街道市民大学講座専門課程の閉講式が愛国学園大学で行われ、出席し

ました。今年度は、「コロナ禍での「新たな日常」を過ごすために私たちができること」というメ

インテーマの下に、愛国学園大学にご協力をいただき、心理学、社会福祉、生活科学などの観点か

ら８講座が実施されました。24名の方が受講されました。受講生の皆様は、本講座を受講されたこ

とで新たな発見もたくさんあったことと思います。 

 以上です。 

 

 （２）３月市議会概要について 

 

〇教育長 次に、（２）、３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。 

 伊藤教育部長、お願いします。 

 

〇教育部長 令和４年第１回（３月）市議会定例会の概要についてご報告します。 

 資料２を御覧ください。１の会期についてですが、本定例会は３月７日に開会され、３月30日ま

での24日間の日程で開催されております。 

 次に、２の代表質問の日程ですが、３月15日から18日までの４日間に８名の議員が壇上質問に立

ち、そのうち７名から教育委員会が所管する事項について質問がありましたので、主な事項につい

て申し上げます。 

 まず初めに、学校教育関連に関しましては、いじめ・不登校児童生徒の認知件数と今後の課題、

いじめの現状と改善、教職員の負担軽減の現状と改善、小中学校のクラスター発生実態、ＧＩＧＡ

スクール構想の現況と課題、教育問題に対する見解と今後の進め方、指導力向上指定校とは、少人

数指導員の役割と効果、体験学習の減少の捉え方と対応、ＩＣＴ機器の利用状況の捉え方と改善な

どになります。 

 次に、社会教育、スポーツ関連に関しましては、生涯学習の環境整備の捉え方と改善、郷土歴史

館開設に向けた課題と今後の計画、歴史文化財の保護活用の見解と整備方針などになります。 

 次に、施設関連に関しましては、学校施設のバリアフリー化の加速についてになります。 

 最後に、その他については、学校給食無償化に向けた市の考え、本のまち四街道のイメージとは、

適正規模、適正配置の検討、通学路の交通安全対策の現況と取組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。 

 参考資料として、代表質問答弁要旨（教育委員会所管事項）と題する文書を添付していますので、

答弁の詳細内容についてはそちらを御覧ください。 

 説明は以上です。 

 

【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。 

 ないようですので、（２）、３月市議会概要についてを終了します。 

 

 （３）事務局報告事項 
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〇教育長 次に、（３）、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。 

 教育委員会表彰事業では、３月５日に令和３年度四街道市教育委員会表彰式を開催し、７名の受

賞者の方に表彰状授与等を行いました。 

 教育振興基本計画策定事業では、教育振興基本計画策定委員会の公募委員の募集を３月１日から

行っております。 

 中学校施設設備維持管理事業では、３月16日に千代田中学校及び旭中学校のトイレ改修工事が完

了しました。 

 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。 

 学校衛生管理事業では、新型コロナウイルス感染症対策で濃厚接触者となったエッセンシャルワ

ーカーの待機期間短縮に必要となる抗原検査キットについて、追加で25回分購入することができ、

今月は６人の教職員が使用しました。 

 少人数教育推進事業では、次年度に向けて市内全小学校に週５日勤務の少人数指導教員を１名ず

つ配置する体制を整えました。これに加えて週３日勤務３名、週２日勤務４名を学校の状況を勘案

して、１名ずつ７校に配置する予定です。 

 学校支援職員派遣事業では、中国語の語学指導員２名の今年度の派遣が終了しました。今年度は、

小学校５校、児童９名、中学校３校、生徒５名に対し、合計192日、768時間、日本語の指導や学習

の支援を行いました。 

 このほか新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、１日、学校保健会理事会、９日、事後

措置連絡会議は書面により、同じく９日、養護教諭連絡会議はオンライン方式による実施としまし

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、24日現在、陽性者は、児童119名、

生徒19名、教職員10名、学級閉鎖は、小学校５校で11学級、中学校１校で１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。 

 教育相談体制支援事業では、年々増加している不登校児童生徒の対応として、相談窓口の紹介、
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各学校のケース会議の参加、関係機関との連携、学校教育相談室「ルームよつば」の利用の紹介等、

学校の対応の支援を行っています。 

 また、毎月学校から聞き取り調査を行い、児童生徒の状況や学校の対応について指導助言を行う

とともに、校長会議や教頭会議で不登校への対応について依頼しています。現在小学校の不登校も

増加していることから、小学校の校内支援体制の見直しや小中学校間で早期から情報共有の機会を

設けるよう、各学校に指導助言しています。 

 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項についてご報告します。 

 公民館管理運営事業では、旭公民館の吸収式冷温水発生器が故障し、空調が使えない状況が発生

していましたが、３月３日に修繕が完了し、空調の稼働を再開しました。 

 また、旭公民館大規模改修工事設計委託契約を２月18日付で締結し、３月８日に旭公民館で受託

業者との最初の打合せを行いました。 

 市民大学講座事業では、市民大学講座専門課程閉講式を３月26日土曜日に愛国学園大学で開催し

ました。当日は、受講生のほか、学長をはじめとした愛国学園教職員の方々、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24名中、７割以上の出席があった修了者は23名

です。 

 １月８日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まん延防止等重

点措置区域の適用を受ける期間が続きましたが、全部で８回の講座を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。 

 青少年健全育成事業では、３月３日に青少年問題協議会小委員会を開催し、７月に予定されてい

る青少年健全育成推進大会の講師選定や終了後のアンケート調査の内容について検討を行いまし

た。 

 地域青少年活動活性化事業では、３月18日に支部長会議を開催し、令和４年度の事業内容につい

て活発な議論を行いました。 

 スポーツ普及促進事業では、令和３年度２回目の屋外スポーツ教室を実施しました。感染症の影

響を考慮し少人数での開催となりましたが、参加者からはまた参加したいとのご感想をいただいて

います。 

 小中学校施設開放事業では、３月21日でのまん延防止等重点措置の終了を受け、小中学校体育館

の開放を再開しました。 

 体育施設管理運営事業では、総合公園体育館の空調熱源更新工事の契約を締結し、請負業者によ

る現場調査が開始されています。感染症の影響による工事資材の調達が課題ですが、滞りなく工事
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が完了できるよう施工管理していきます。 

 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、不具合のため点灯しなくなっていた児童室カウンター付近の蛍光灯１

か所について、ＬＥＤ型蛍光灯への交換修繕を行いました。ほかにも各階に不具合箇所があります

が、令和４年度にＬＥＤ型蛍光灯へ交換修繕する予定です。 

 読書学習推進事業では、感染症対策を行いながら絵本の会、おはなし会を開催しました。絵本の

会に参加した保護者の方から、開催回数を増やしてほしいとご要望をいただいたこともあり、４月

から感染症拡大前と同じ月２回開催する予定です。 

 ２月の資料貸出し冊数は２万1,059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、２月の相談件数として28件ありました。２月は受験期でもあるためか、

進路に関する相談が20％を超えました。これらは、学校や関係機関と連携を図り、適切な対応をし

ているところです。 

 年間の相談件数は、昨年度の相談件数361件を100件近く上回る予定です。年々相談件数は増加し、

かつ複雑化、多様化してきているので、より一層の相談体制の充実に努めていきたいと思います。 

 補導活動については、今月21日に千葉県がまん延防止等重点措置の適用が解除されたのを受け、

22日より補導委員による補導活動を再開しました。春休みに入り青少年の姿を公園や大型店舗で見

かけることが多くなりましたが、特に補導対象となる青少年はいませんでした。 

 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、（３）、事務局報告事項を終了します。 

 

 （４）３月の行事報告及び４月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（４）、３月の行事報告及び４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３を御覧ください。３月の行事報告及び４月の行事予定について、各所属の
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行事から主なものを抜粋してご説明します。 

 初めに、３月の行事について申し上げます。１ページを御覧ください。 

 事業関係ですが、各種図書館事業のほか、13日にスポーツ青少年課所管の東印旛地区スポーツレ

クリエーション祭が開催されました。 

 26日に、社会教育課所管の市民大学専門課程閉講式が開催されました。 

 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、また25日には印

旛地区青少年相談員連絡協議会が開催されました。 

 続いて、４月の行事予定について、２ページを御覧ください。 

 事業関係では、各種公民館、図書館事業のほか、４日にはスポーツ青少年課所管の学校体育施設

開放学校別説明会が、20日まで各学校において開催予定となっています。 

 会議関係では、８日にはスポーツ青少年課所管のスポーツ推進委員連絡協議会総会、14日には市

体育協会理事会（総会）、24日には四街道市子ども会育成連合会総会が開催予定となっています。 

 日にちが戻りますけれども、９日には社会教育課所管の美術協会総会、また23日には芸術文化団

体連絡協議会総会が開催予定となっています。 

 最後になりますが、市内の小中学校の入学式については、８日に、午前中が小学校、午後が中学

校において、それぞれ開催されます。 

 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。 

 ないようですので、（４）、３月の行事報告及び４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。 

 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３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４月22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。 

 お疲れさまでした。 

 


