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令和３年６月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年６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 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市いじめ問題対策連絡協議会） 

  議案第２号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市学校給食運営委員会） 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）６月市議会概要について 

  （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推進検討委員会） 

     （四街道市教科協力員） 

     （四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会） 

  （４）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市青少年補導委員） 

  （５）６月の行事報告及び７月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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令和３年６月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年６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  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       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６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条により池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、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 

        （四街道市いじめ問題対策連絡協議会） 

指導課 

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。 
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 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

問題対策連絡協議会）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 議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ問題対策連絡協議会）は、

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。 

 本案は、四街道市いじめ問題対策連絡協議会の組織及び運営に関する規則第３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７月１日から令和４年６月30日まで

です。委員候補者については、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。よろしいですか。 

 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（四街道市いじめ問題対策連絡協議会）、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（四街道市いじめ問題対策

連絡協議会）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 

        （四街道市学校給食運営委員会） 

指導課 

〇教育長 次に、議案第２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市学校給食運営委員会）を議

題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 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２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市学校給食運営委員会）は、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。 

 本案は、四街道市学校給食運営委員会条例第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７月１日から令和４年５月31日までです。委員候補者については、

５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】 
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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。よろしいですか。 

 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（四街道市学校給食運営委員会）、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２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市学校給食運営委

員会）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 ２点お願いします。 

 １点目は、令和３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会が５月27日と28日に

市原市市民会館で開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、総会は中止になりま

した。代わって、動画配信による研修が行われ、そちらを視聴しましたので報告します。少人数学

級によるきめ細かな指導体制の計画的な整備について、文部科学省より説明がありました。国際比

較、いじめや特別な指導が必要な児童生徒数、各自治体の取組の状況を基に、学びの環境整備に関

する提言や政府方針、そしてポストコロナ時代の新たな学びの実現に向け、文部科学省の取組が報

告されました。四街道市においても各学校への独自の教職員配置など、効果を検証しつつ、より各

学校の実態に応じた市雇用の教職員の配置をお願いしたいと思います。 

 ２点目は、６月５日土曜日、吉岡小学校運動会に出席しました。半日日程で新型コロナ予防対策

を講じ開催されました。児童が個人、団体種目に力一杯取り組みました。その中で、個人種目の入

退場時にダンスを取り入れるなど工夫がありました。また、全校ラジオ体操は、特に入学間もない

１年生のうまさが目立ちました。６年生全員による吉岡小学校伝統の太鼓演技は迫力があり、保護

者のカメラ撮影を考え、急遽テント前を開放して披露しておりました。臨機応変な対応は評価され

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 私からは、２点ご報告します。 
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 １点目は、令和３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会の研修会が動画配信により実施され

ましたので、ご報告します。研修内容は、文部科学省初等中等教育局財務課長、森友氏から少人数

学級によるきめ細かな指導体制の計画的な整備についてでした。国際比較すると、日本の１学級当

たりの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数は、ＯＥＣＤ平均よりも大きく上回っています。

多数の現場の先生方も少人数学級を望まれていましたので、このコロナ禍により急速に進められた

ことはよかったと思いますが、教職員や教室の確保等の問題もあります。ですが、児童生徒の十分

な距離を保ち、少人数によるきめ細かな指導等はとても大切なことですので、今後も推進を願って

います。 

 ２点目は、本日午前中に四街道中学校の体育祭を参観してまいりました。昨年に続き、感染防止

のため距離を保ち、競技時間の短縮等工夫しての体育祭でした。校長先生は、「全校生徒そろって

の数少ない貴重な行事で、若い力を集結し、体育祭を盛り上げましょう」と話されました。生徒も

それに応え、他学年の競技中も応援団を中心に応援している姿はすばらしかったです。美術部作成

の垂れ幕には、スローガン「燃え上がれ、空に届け、我らの応援」、空に羽ばたく３色のバトンを

握りしめた応援団長が描かれ、生徒の一丸となる気持ちがうかがえました。生徒は活気にあふれ、

体育祭を楽しんでいました。また、ＰＴＡ本部でビデオ撮影をしたものを、後日修正をして、期間

を決めてユーチューブで保護者向けに公開するそうです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私からは、２点ご報告します。 

 １点目ですが、６月５日土曜日、八木原小学校と南小学校の運動会の様子を参観してきましたの

で、ご報告します。八木原小学校は、大変校庭が広いということで、469名の児童が一斉に運動会

をしていました。プログラムを午前中の２時間ほどにまとめて、保護者には検温、消毒を徹底しな

がら取り組んでいました。６年生を中心にした係活動も、子どもはきびきびとしていて、大変すば

らしい運動会だったなと思いました。 

 その後、南小に移動しまして、様子を拝見しました。打って変わって校庭が大変狭くて、そうい

う中でソーシャルディスタンスをしっかりと取って、１、３、６年生の第１部、２、４、５年生の

第２部とに分け、八木原小と同様に検温等のコロナ対策をしていました。特にこの南小においては

第１部が終わると、児童は保護者とともに下校をする。そして、第２部の方たちと入替えをする。

この動きが大変スムーズで、学校の置かれた環境から創意工夫が随所に見られる運動会の運営だっ

たなと感心しました。 

 ２点目ですが、昨日６月24日、北総教育事務所長の山梨小学校の訪問に同行させていただきまし

た。この所長訪問は、四街道市教育委員会の要請に基づいて、千葉県教育庁から各学校にご訪問い

ただきながら、教育課程の実施の状況あるいは職員の人事管理、不祥事の防止等の服務の管理ある

いは安全、施設の状況、様々な観点から大所高所からご指導をいただくという機会だそうです。概

要の資料とともに、冒頭に校長から丁寧な学校説明があり、大変分かりやすい学校運営の様子だと

思いました。その後、全学級の授業参観あるいは諸表簿の点検をいただいて、県教委の各担当から
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全体の場において、特に総務課からは適正、的確な事務執行についての指導。管理課からは不祥事

の防止、人材育成、働き方改革。この３点について特に指導をいただいたところです。 

 最後に、所長からもご指導をいただきましたが、たくさんありましたので、１点だけご報告しま

す。昨年度整備したタブレットの端末を授業の中で指導していたけれども、ＧＩＧＡスクールの実

現に向けて、これからもどんどんこのタブレットを使用し、活用につなげ、さらに子どもたちのＧ

ＩＧＡスクールへ向けた力をつけてほしい、こういうお願いと要請をいただきました。 

 なお、関東甲信越静に関わる研修については、先ほど２名の委員から報告があったとおりですの

で、割愛します。 

 以上です。 

 

〇教育長 では、私から報告します。 

 私は、６月５日に吉岡小、南小、八木原小学校の３校の運動会を参観しました。そして、本日の

午前中、四街道中学校の体育祭を参観しました。４校とも、児童生徒が一生懸命運動している。そ

れを支えている、支援している学校の先生方が非常に努力をされている。しっかりと児童生徒と向

き合って競技活動を展開している。そのような姿を見せていただいて、これからの四街道の学校教

育をどのように支えていくかという気持ちを新たにしたところです。運動会を４校が６月に実施で

きたということで、この後も市内の小中学校、運動会を実施予定だと聞いています。児童生徒には

しっかりと取り組んでいってもらいたいですし、先生方にはしっかりと支えていってもらいたい

と、そのような感想を持って帰ってきたところです。 

 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）６月市議会概要について 

教育部 

〇教育長 次に、報告事項（２）、６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 それでは、令和３年６月定例市議会の概要についてご報告します。 

 ６月定例市議会は、５月31日に開会され、６月23日までの24日間の日程で開催されました。教育

委員会関連の議案は、専決処分の承認を求めることについて及び一般会計補正予算（第２号）につ

いての２件が提出され、原案どおり可決されました。 

 一般質問の日程は、６月11日から17日までのうち５日間で15名の議員が質問に立ち、そのうち８

名から教育委員会が所管する事項に関する質問がありましたので、主な事項について申し上げま

す。学校教育に関しましては、小中一貫教育の取組状況、コロナ禍での学校行事の影響、不登校児

童生徒のオンライン授業の状況、スクールカウンセラーの取組、ヤングケアラーの実態調査、学校

給食費の無償化や助成、学校生活における現状と課題、オンライン授業の目指すところ、中学生の

広島・長崎派遣の考え方、学校での感染症対策について。社会教育、スポーツに関しましては、地

域未来塾設置の見解、コミュニティスクールの状況、総合公園多目的運動場の利用者推移と市民か
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らの要望内容について。施設に関しましては、校庭の遊具点検、学校施設設備の管理方法、四街道

小学校給食室の老朽化における現状と対応方針について。そのほかにも通学路の危険箇所への対

応、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した上での避難所の在り方、職員の労働状況の実態と実

施可能な施策、就学援助金制度の周知についてなど、多岐にわたる質問があり、それぞれ答弁をい

たしました。 

 報告は以上です。 

 

【質疑応答】 

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

 質問がないようですので、（２）、６月市議会概要についてを終了します。 

 

 （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推進検討委員会） 

     （四街道市教科協力員） 

     （四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会） 

指導課 

〇教育長 次に、報告事項（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

国語教育推進検討委員会）、（四街道市教科協力員）、（四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会）

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 初めに、四街道市外国語教育推進検討委員会につきまして、これは外国語教育につい

ての理解を深め、児童生徒の学力及び教師の指導力向上を図る施策を検討するために組織するもの

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日までです。 

 次に、四街道市教科協力員につきまして、これは各学校の研究をより充実したものとするため、

各教科、行事に関して識見のある教員で組織するものです。 

 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、ご報告します。

任期は、令和３年５月１日から令和４年３月31日までです。 

 最後に、四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会につきまして、これは子どもの読書活動の

さらなる充実を目指し、四街道市子ども読書活動推進計画（第４次）を策定するために組織するも

のです。 

 資料２の１、３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、ご報告します。

任期は令和３年６月23日から令和４年３月31日までです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 
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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

国語教育推進検討委員会）、（四街道市教科協力員）、（四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会）

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 

     （四街道市青少年補導委員） 

青少年育成センター 

〇教育長 次に、報告事項（４）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市青

少年補導委員）に入ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 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 それでは、資料２の２を御覧ください。四街道市青少年補導委員の委

嘱についてです。教職員の異動、ＰＴＡ役員の改選により欠員が生じた青少年補導委員につきまし

て、教職員14名、ＰＴＡ17名を新たに委嘱しました。 

 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。 

 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）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市青

少年補導委員）を終了します。 

 

  （５）６月の行事報告及び７月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、報告事項（５）、６月の行事報告及び７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 ６月の行事報告及び７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、６月の行事についてご報告します。資料２の３、１から２ページを御覧ください。学校

関係では、４日に四街道小学校で学校音楽鑑賞教室、５日に南小学校、八木原小学校、吉岡小学校

で運動会、17日に四街道西中学校、18日、四街道中学校で非行防止教室、本日25日に四街道中学校

で体育祭が実施されました。 

 事業関係では、１日以降、各公民館で各種講座が実施されたほか、８日にスポーツ青少年課所管

の東京2020聖火リレートーチ巡回展示が市役所１階玄関ホールで行われました。明日26日からは、

社会教育課所管の市民大学講座が開講となります。 
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 続いて、７月の行事予定ですが、３から４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日に指導課所管の特別支援連携協議会、学務課所管の養護教

諭連絡会議、社会教育課所管の生涯学習審議会、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、19日には図書館所管の「はじめまして、絵本」事業が実

施予定です。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、（５）、６月の行事報告及び７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。 

 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６月四街道市教育委員会会議定例会を閉会します。 

 次回の会議は、令和３年７月１日木曜日、午後１時30分から第２会議室にて臨時会を開催します。 

 お疲れさまでした。 

 


