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令和３年２月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年２月１８日（木） 

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 四街道市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

  議案第２号 四街道市歴史民俗資料施設整備事業基金条例の制定について 

  議案第３号 令和３年度四街道市一般会計予算 

        （教育委員会所管分）について 

  議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第７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）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３年２月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      平成３年２月１８日（木） 午後２時～午後２時５０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 職 務 代 理 者  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 副 参 事  伊藤 克紀 

          教 育 総 務 課 長  伊藤 智剛 

          学 務 課 長  石川 智彦 

          指 導 課 長  峯島 正樹 

          社 会 教 育 課 長  真田 裕之 

          ス ポ ー ツ 青 少 年 課 長  末永 忠幸 

          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                               教育長職務代理者

〇教育長職務代理者 ただいまの出席委員は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いたしましたので、令和３年２月四街道市教育委員会会議定

例会を開会いたします。 

 本日は、府川教育長が不在となっておりますので、四街道市教育委員会行政組織規則第14条の規

定により、私が教育長の職務代理者として議事の進行を務めさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 今回の議事録署名人は、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。 

 加えて新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議の傍聴を中止しておりますので、ご報告

いたします。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 四街道市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

図書館 

〇教育長職務代理者 議事日程１、議決事項に入ります。 
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 議案第１号 四街道市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とし

ます。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

 図書館長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇図書館長 議案第１号 四街道市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について、

ご説明いたします。 

 資料の１ページを御覧ください。議案第１号 四街道市立図書館管理運営規則の一部を改正する

規則の制定については、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第２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、本案は市民の求めに応じ、図書館間で行っている資料の相互貸借に当たり、当

館が資料を借り入れる際に発生する送料を、令和３年４月１日の申込受付分から当該資料の利用者

が負担するものとするため提案するものです。 

 資料の３ページ、新旧対照表を御覧ください。四街道市立図書館管理運営規則第13条について、

見出しを「貸出冊数、貸出期間等」と改めること。第３項として、他の図書館から図書館資料を取

り寄せる際に生じる送料の実費を負担することを追加しております。また、送料負担が生じない国

立国会図書館からの片道分と、県内を巡回する図書館協力車による運搬について適用されない旨を

記載しております。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 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。 

 ございませんか。 

 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、採決を採りたいと思います。 

 議案第１号 四街道市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について、原案のとお

り可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成と認めます。 

 議案第１号 四街道市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定については、原案のと

おり可決されました。 

 

  議案第２号 四街道市歴史民俗資料施設整備事業基金条例の制定について 

社会教育課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第２号 四街道市歴史民俗資料施設整備事業基金条例の制定につ

いてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 
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 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇社会教育課長 資料１の５ページをお開きください。議案第２号 四街道市歴史民俗資料施設整

備事業基金条例の制定についてですが、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

りまして、教育委員会の議決を求めるものです。 

 内容につきましては、６ページをお開きください。設置、積立て、管理、運用基金の処理、処分、

委任について定めております。 

 提案理由ですが、本案は地方自治法第241条の規定に基づき、令和元年11月から行っております

プロジェクト型ふるさと寄附による寄附金の管理を行う基金を設置するために、四街道市歴史民俗

資料施設整備事業基金条例の制定について、市長が令和３年第１回四街道市議会定例会に議案を提

出するに当たり、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

見を求めるため提案するものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 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。 

 ございませんか。 

 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、採決を採ります。 

 議案第２号 四街道市歴史民俗資料施設整備事業基金条例の制定について、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） 

〇教育長職務代理者 全員賛成によりまして、議案第２号 四街道市歴史民俗資料施設整備事業基

金条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第３号 令和３年度四街道市一般会計予算 

        （教育委員会所管分）について 

教育部 

〇教育長職務代理者 次に、議案第３号 令和３年度四街道市一般会計予算（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いたします。 

 伊藤副参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 議案第３号 令和３年度四街道市一般会計予算（教育委員会所管分）について。

このこと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。 
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 提案理由ですが、本案は令和３年度四街道市一般会計予算（教育委員会所管分）について、市長

が令和３年第１回四街道市議会定例会に議案を提出するに当たり、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ため提案するものです。 

 それでは、お手元の資料に基づき主なものをご説明いたします。予算書の14ページをお開きくだ

さい。９款教育費の令和３年度予算額は32億874万8,000円で、前年度予算額26億9,369万2,000円と

比較しまして、５億1,505万6,000円の増額。全体予算額に占める教育費の割合は、10.9％となりま

した。予算額は、前年度から19.1％の増額となっております。この増額の主たる理由ですが、八木

原小学校校舎大規模改造工事、南小学校教室改造工事、四街道中学校及び旭中学校の屋上防水工事、

小中学校における樹木剪定委託などにより、前年度予算と比較して大幅な増額となっております。

なお、令和３年度予算におきましても、経常収支比率の改善を念頭に経営改革会議の方針に基づき、

徹底した経常経費の見直しが行われ、予算の削減が図られているところです。 

 それでは、歳入の主なものを個別にてご説明いたします。28ページをお開きください。 

 16款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、第１節小学校費補助金の学校施設環

境改善交付金4,156万7,000円は、八木原小学校校舎大規模改造工事に充当されるものです。 

 44ページをお開きください。23款市債、１項市債、６目教育債、１節小学校債のうち義務教育施

設整備事業債4,870万円は南小学校教室改造工事に充当されるもので、充当率は75％になります。

同じく同節の小学校施設大規模改造事業債２億4,220万円は八木原小学校校舎大規模改造工事に充

当されるもので、充当率は75％になります。 

 次に、同款同項同目２節中学校債の義務教育施設整備事業債2,400万円は、四街道中学校の屋上

防水工事及び空調設備設置工事に充当されるもので、充当率は75％になります。 

 続きまして、教育委員会所管の主な事業につきましてご説明いたします。 

 それでは、195ページからが９款教育費となります。まず初めに、197ページをお開きください。

教育委員会事務局運営事業の4,746万円は213万8,000円の減額となっています。主なものとしまし

て、12節委託料の３段目、学校連絡便・第二庁舎駐車場等管理委託料のうち、土曜日、日曜日、祝

祭日の利用が見込まれます市民ギャラリーの第二庁舎駐車場等管理委託料分については、社会教育

総務費の芸術文化活動支援事業に移したことによるものです。 

 次に、199ページをお開きください。学校支援事業の595万6,000円は、232万7,000円の増額とな

っており、主なものとしまして、13節使用料及び賃借料の自動車借上料になりますが、昨年のダイ

ヤ改正によりまして、旭中学校の生徒がバスで帰宅する際、17時台の運行がなくなってしまったこ

とから、生徒専用の帰宅バスを借り上げるものです。 

 次に、202ページをお開きください。外国語教育推進事業の5,616万7,000円は、304万6,000円の

減額となっており、主なものとしましては、昨年度計上しておりました備品購入費が新年度におい

ては、ないことによるものです。 

 206ページをお開きください。教育ネットワーク基盤整備事業の8,685万1,000円は、3,713万

8,000円の増額となっており、主なものとしましては17節備品購入費で、南小学校及び和良比小学

校の無線ＬＡＮアクセスポイントの追加や学習支援ソフトを購入するものとなっております。 

 続いて、207ページをお開きください。学校体育振興事業の892万9,000円は、211万8,000円の増

額となっており、主なものとしましては、１節報酬の部活動指導員報酬であり、今年度につきまし

ては、週６時間のところ、新年度は12時間に変更するものとなっております。 
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 208ページをお開きください。小学校施設設備維持管理事業の２億726万円は、5,703万5,000円の

増額となっており、主なものとしましては、12節委託料、209ページをお開き願います。下から３

段目の教室改造工事設計業務委託料287万1,000円は、今後、学級数の増加が見込まれる和良比小学

校の設計委託で、その下の教室改造工事監理業務委託料782万1,000円は南小学校教室改造工事にお

ける監理業務委託です。 

 また、その下の屋外避難階段改修工事設計業務委託料365万2,000円は、中央小学校の北棟非常階

段の改修設計業務委託となっております。 

 また、その下の14節工事請負費になりますが、今後学級数が見込まれる南小学校教室改造工事

6,502万2,000円が主なものとなっております。 

 財源につきましては、歳入でご説明しました23款市債の義務教育施設整備事業債4,870万円が充

てられるものです。 

 続きまして、211ページをお開きください。小学校施設大規模改造事業の３億7,169万6,000円は、

八木原小学校校舎南棟の大規模改造工事をするものであり、２年間の継続事業となっております。

なお、財源につきましては、歳入でご説明いたしました16款国庫支出金のうち学校施設環境改善交

付金4,156万7,000円と、23款市債の小学校施設大規模改造事業債２億4,220万円が充てられます。 

 その下の中学校施設設備維持管理事業の１億96万9,000円は、3,523万5,000円の増額となってお

り、主なものにつきましては、12節委託料の上から７番目、樹木剪定委託料が前年比より913万

8,000円の増額、14節工事請負費が、昨年比より2,647万5,000円の増額となっております。なお、

工事請負費の中には四街道中学校屋上防水工事及び空調設備設置工事が含まれており、財源につき

ましては、歳入でご説明しました23款市債の、義務教育施設整備事業債2,400万円が充てられてお

ります。 

 続きまして、214ページをお開きください。中学校学習教材整備事業1,589万9,000円は、769万

9,000円の増額となっており、主なものとしましては、教科書の変更に伴う教師用の教科書及び指

導書の購入となっております。 

 220ページをお開きください。公民館管理運営事業の8,968万9,000円は、1,989万8,000円の減額

となっており、主な要因につきましては、四街道公民館の屋上防水工事や工作室解体工事が令和２

年度に完了したことから減額となったものです。 

 次に、222ページをお開きください。図書館管理運営事業の881万2,000円は、2,177万1,000円の

減額となっており、主な要因につきましてはエレベーター改修工事が令和２年度に完了したことか

ら減額となったものです。 

 224ページをお開きください。文化財保護管理事業の248万1,000円は、179万7,000円の減額とな

っており、主な要因については樹木伐採委託料が令和２年度に完了したことから減額となったもの

です。 

 226ページをお開きください。市史編さん事業の525万円は、167万4,000円の増額となっており、

10節需用費のうち印刷製本費165万円が主な要因となっており、市制施行40周年の写真集を作成す

るための経費となっております。 

 続いて、230ページをお開きください。学校衛生管理事業の541万6,000円は、252億8,000円の増

額となっており、主なものは健診時における消毒薬等の購入となっております。 

 235ページをお開きください。体育施設管理運営事業の１億4,257万1,000円は、1,015万9,000円



 7 

の増額となっており、主なものとしましては、14節工事請負費の温水プール改修工事と総合公園の

体育施設改修工事が増額分となっております。 

 236ページをお開きください。学校給食管理運営事業の７億2,278万円は、1,681万5,000円の増額

となっており、主なものとしましては、10節需用費のうち６段目の賄材料費が児童生徒の増加のた

め775万6,000円の増額、12節委託料のうち２段目の小中学校給食運営委託料は、入札が今年度予定

されておりますことから、1,371万5,000円の増額、17節備品購入費、学校給食用備品購入費は、給

食用調理器具購入分として261万8,000円の増額となっております。 

 238ページをお開きください。共同調理場運営事業9,667万1,000円は、1,636万6,000円の増額と

なっており、主なものとしましては、12節委託料のうち市有施設事業所ごみ収集運搬業務委託料の

入札が予定されておりますことから170万円の増額であり、学校給食共同調理場運営委託料も、入

札が予定されておりますため1,475万8,000円の増額となっております。 

 最後に、共同調理場維持管理事業の2,782万5,000円は、1,671万5,000円の増額となっております。 

 239ページをお開きください。主なものとしましては、17節備品購入費の学校給食用備品購入、

スチームコンベクションオーブンなどの料理機具を購入するものです。 

 以上が令和３年度四街道市一般会計予算のうち、教育委員会所管分の主なものについてご説明を

させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 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。 

 よろしいですか。 

 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、採決を採ります。 

 議案第３号 令和３年度四街道市一般会計予算（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、挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 全員賛成によりまして、議案第３号 令和３年度四街道市一般会計予算（教育委員会所管分）に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第７号） 

        （教育委員会所管分）について 

教育部 

〇教育長職務代理者 次に、議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第７号）、四街

道市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。 

 伊藤副参事、お願いします。 
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〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 それでは、議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第７号）（教育

委員会所管分）について、このこと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、本案は令和２年度四街道市一般会計補正予算（第７号）（教育委員会所管分）

について、市長が令和３年第１回四街道市議会定例会に議案を提出するに当たり、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ため提案するものです。 

 それでは、お手元の資料に基づきまして主なものをご説明いたします。 

 まず初めに、補正予算書の８ページをお開き願います。第３表、繰越明許費補正の追加です。 

下から４段目の、９款教育費、１項教育総務費の教育ネットワーク基盤整備事業1,505万2,000円

は、予備のタブレット端末を整備するものです。 

 その下の、同款同項学校教育活動継続支援事業2,160万円は、国の３次補正予算における新型コ

ロナウイルス感染症対策等の学校教育活動継続支援事業によるもので、学校における感染症対策な

どに必要な消耗品等の購入費になります。 

 その下の、同款２項小学校費の小学校施設設備維持管理事業の4,272万円は、四街道小学校他２

校の空調設備設置改修工事費になります。 

 その下の、同款３項中学校費の中学校施設設備維持管理事業２億2,968万9,000円は、四街道中学

校空調設備改修工事費及び千代田中学校、旭中学校トイレ改修工事費とその施工監理委託費になり

ます。 

 それぞれ令和３年度に繰越して使用するため設置したものです。 

 

 ９ページをご覧ください。第４表、地方債補正になります。変更の下から３段目の義務教育施設

整備事業につきましては、四街道小学校他３校の空調設備設置工事と千代田中学校他２校のトイレ

改修工事の増額分と、その下公民館整備事業は四街道公民館屋上防水工事、図書館整備事業はエレ

ベーター改修工事がそれぞれの契約額が確定したことによる減額分になります。 

 

 続きまして、歳入の主なものでございますが、18ページをご覧ください。 

16款国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費国庫補助金、１節教育総務費補助金の学校保健特

別対策事業費補助金1,080万円は、繰越明許費補正の追加でもご説明しました学校教育活動継続支

援事業の経費に充当するものです。 

同款同項同目、２節小学校費補助金の学校施設環境改善交付金1,714万8,000円は、小学校施設設

備維持管理事業の経費に充当するものです。 

その下の３節中学校費補助金の学校施設環境改善交付金7,284万1,000円は、中学校施設設備維持

管理事業の経費に充当するものです。 

 

23ページをお開きください。22款諸収入、３項雑入、１目雑入、１節雑入の学校給食費現年度分

9,835万5,000円の減額は、喫食内容及び児童生徒対象者数について、今年度実績を考慮して再計算

した結果、減額となったものです。 

その下の学校臨時休業対策費補助金340万円は、臨時休校により中止となった学校給食の米飯等



 9 

委託加工費に補助されるものです。 

 

 24ページをお開きください。23款市債、１項市債、６目教育債、１節小学校債の義務教育施設整

備事業債2,330万円は、四街道小学校他２校の空調設備設置工事等の財源として充てるものです。 

次にその下の、同款同項同目、３節中学校債の義務教育施設整備事業債１億3,880万円は、四街

道中学校空調設備改修工事及び千代田中学校、旭中学校におけるトイレ改修工事の財源として充て

るものです。 

 

 次に、歳出補正予算の主なものをご説明いたします。68ページを御覧ください。９款教育費、１

項教育総務費、３目教育研究指導費、学校教育活動継続支援事業、11節需用費の消耗品費2,160万

円は、歳入のところでご説明しましたが、国の第３次補正予算を活用し、新型コロナウイルス感染

症対策の強化に必要な物品などを学校の判断で購入できる経費となります。 

 次に、同款２項小学校費、１目学校管理費、小学校施設設備維持管理事業、15節工事請負費の小

学校維持補修工事4,272万円は繰越明許費補正の追加などでもご説明しましたが、四街道小学校、

八木原小学校、和良比小学校に設置します空調設備設置工事の経費となります。 

 69ページをお開きください。９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、中学校施設設備維持

管理事業、13節委託料のうちトイレ改修工事監理業務委託料536万9,000円は、繰越明許費補正の追

加などでもご説明しましたが、千代田中学校及び旭中学校の湿式和式トイレを、乾式洋式トイレに

改修するための監理業務委託になります。 

 15節工事請負費の中学校維持補修工事、２億2,432万円は繰越明許費補正の追加などでもご説明

しましたが、四街道中学校における空調設備改修工事の経費と千代田中学校、旭中学校における乾

式化洋式化トイレの改修工事の経費になります。 

 73ページをお開きください。９款教育費、４項社会教育費、４目文化財保護費、歴史民俗資料施

設整備事業、25節積立金の歴史民俗資料施設整備事業基金積立金1,070万円は、今議会で四街道市

歴史民俗資料施設整備事業基金条例がご承認いただけましたら基金に積立てるものです。 

 75ページをお開きください。９款教育費、５項保健体育費、２目体育施設費、体育施設管理運営

事業、22節補償補填及び賠償金の体育施設使用料補填金1,320万2,000円は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、総合公園体育館施設を休館したことから、当初見込まれていた利用料金収入に

不足が生じたため、その差額を補てんするものです。 

説明は、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 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。 

 よろしいですか。 

 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、採決を採ります。 

 議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第７号）（教育委員会所管分）について、
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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） 

〇教育長職務代理者 全員賛成によりまして、議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算

（第７号）（教育委員会所管分）については、原案のとおり可決されました。 

 ありがとうございました。 

 

２．報告事項 

（１）委員報告事項 

 

〇教育長職務代理者 次に、議事日程２、報告事項（１）、委員報告事項に入ります。 

 委員の皆さんから報告がございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からは１点、令和２年度第２回教育長・教育委員研修会が動画配信により実施され

ましたので、ご報告いたします。研修内容は第３期千葉県教育振興基本計画について、千葉県教育

庁企画管理部教育政策課、中西課長より、「次世代へ光り輝く「教育立県ちば」プラン」の講演が

ありました。最初に、千葉県教育をめぐる現状の説明があり、その中で気になりましたのは、日本

の子どもは非常に自己肯定感、自尊感情が低いということでした。これは、家庭や学校での評価の

表れでもあるならば、大人の責任は重く、未来を切り拓く子どもたちの自己肯定感や自尊感情の向

上を育むこと、高めることはとても大切だと思いました。基本理念は、このこと等も含め、第３期

計画では基本目標の柱を、「学校」を「家庭と地域」から分けたことも意味深く、人間形成の場と

しての活力ある学校づくりや学校における働き方改革の推進、家庭教育力の向上等も重要であると

感じました。また、ＡＩなど技術革新がどんなに進展しても、アナログかデジタルかの二項の対立

ではなく、教育で培った実績とデジタルによりできることのベストミックスを図ることが大切であ

るとお聞きし、本当にそうであると感じました。 

 次に、新型コロナウイルスによる学校教育への影響と県教育委員会の取組について、千葉県教育

庁教育振興部学習指導課、佐藤課長より「臨時休校中の家庭学習についてと今後の取組について」

の講演がありました。臨時休校中の県教育委員会の取組では、授業動画を作成し、配信したそうで

すが、調査結果では「内容はよい」と高評価を受けていましたが、残念ながら、半数は家庭学習の

課題までに至らなかったそうです。ですが、今後は、ＧＩＧＡスクール構想の推進も進み、学習支

援ソフトの導入や学習サポーターの配置を支援し、児童生徒の学ぶ意欲の向上と教員の授業改善に

向けて、ちばっ子学びの未来デザインシート事業を開発していくそうです。本市におきましても、

臨時休校中や学校再開後、そして現在に至るまで学びを止めることなく継続できているのも、現場

の先生方や事務局皆さんのご尽力によるおかげです。大変感謝申し上げます。 

 そして最後に、今年度の県立高校入学者選抜について説明がありました。コロナ禍により受験生

やご家族も大変気をもむ中、来週入試が行われます。受験生皆さんがベストを尽くせるよう願って

います。 

 今回の研修会は、初の動画配信で実施されましたが、基本計画の再認識等、勉強になりました。 

 以上です。 
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〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 私も、豊田委員と同様でユーチューブ配信を視聴しましたので、そのことをご報告さ

せていただきます。 

 まず、研修内容は２点、千葉県教育庁企画管理教育政策課、中西課長による、第３期千葉県教育

振興基本計画についてです。千葉県教育をめぐる現状説明があり、子どもをめぐる重大事案の発生

や自己肯定感、自尊感情の向上、教員の多忙化、働き方改革、人口減少、少子高齢化の進行や地域

格差への対応など、幾つもの課題を抱えております。自己肯定感、自尊感情の向上に関しては、高

校生に「自分は駄目な人間だと思うことがあるのか」という問いに、約70％以上の生徒が「自分は

駄目な人間だと思っている」というデータ結果が出ていました。ちなみに25年前の調査ですが、10歳

から12歳の子どもを持つ親に「自分の子どもの成長に満足しているか」という問いに、４割の親が

満足していると答えたそうです。逆を言えば、約６割の方々が満足していないということになりま

す。このことから、子どもたちの自己肯定感の低さは、学校や家庭での評価がそのまま表れている

のであれば、教師や親の責任は重大と言えると語っておりました。 

 人口減少、少子高齢化の進行と地域格差への対応として、人口減少や少子高齢化が進むと学校の

小規模化、統廃合が進み、地域の教育格差が拡大する、ひいては生産人口が減ると地域の活気が低

下し、地域全体が衰退すると懸念されるのではということでした。 

 様々な課題があり、本市においても同様の課題が存在していると考えられます。県からも発信し

ているように、家庭と地域の絆を深め、自信と安心を育む学校をつくっていくことが大切だと感じ

ました。 

 続いて、千葉県教育庁教育振興部学習指導課、佐藤課長による、新型コロナウイルスによる学校

教育への影響と県教育委員会の取組についての授業動画の作成と活用についてでした。インターネ

ットを活用し、905本の動画をユーチューブで配信し、84本の動画を千葉テレビにて放送したとい

う報告でした。しかしながら、休校期間中における家庭学習の状況として、ユーチューブの動画の

内容は95.6％の方が「よい」と答えているが、「家庭学習に活用した」と答えた人は43.2％でした。

同様に千葉テレビの授業動画の内容が「よい」と答えた方は94.5％に対し、「家庭学習に活用した」

と答えた方は42.2％だったということです。今後普及させるためにも、学校便りなどを活用して広

報活動が必要なのではないかと感じました。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 報告等がないようですので、（１）、報告事項は終了いたしました。 

 

（２）２月の行事報告及び３月の行事予定について 
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〇教育長職務代理者 続いて、（２）、２月の行事報告及び３月の行事予定に入ります。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 伊藤副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 それでは、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いたします。 

 初めに、２月の行事について報告いたします。資料２の１ページを御覧ください。２日火曜日に

は、指導課所管のキャリア教育推進会議がオンラインで開催されました。 

 ５日金曜日には、図書館所管の「はじめまして、絵本」事業が保健センターで実施され、48人に

絵本の配付を行いました。 

 15日月曜日には、社会教育課所管の第１回文化財審議会、指導課所管の外国語教育研修会が開催

され、外国語教育研修会につきましては、オンラインで動画配信を行いました。 

 24日水曜日には、青少年育成センター所管の第２回小中生徒指導担当者会議を青少年育成センタ

ーで開催する予定であり、26日金曜日には、スポーツ青少年課所管の青少年問題協議会小委員会が

予定されております。 

 また、新型コロナウイルス対策のため２月１日より市内の屋内公共施設が一斉休館となってお

り、文化センターを会場とする市民大学や公民館を会場とする各種講座などが中止となっておりま

す。 

 続いて、３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。３日水曜日には、指

導課所管の子ども読書活動推進会議、青少年育成センター所管の青少年補導委員役員会が予定され

ております。 

 学校関係では、12日金曜日には市内中学校で、17日水曜日には市内小学校で卒業式が予定されて

おり、24日水曜日には市内中学校において修了式が予定されております。 

 最後になりますが、26日金曜日には、市教職員辞令交付式が予定されております。 

 報告は以上でございます。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、委員の皆様から何か質問等ございますか。 

 よろしいですか。 

 質問がないようですので、（２）、２月の行事報告及び３月の行事予定については終了いたします。 

 

３．その他 

 

〇教育長職務代理者 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 委員の皆様から何かありますか。 

 ございませんか。 

 では、私から１点よろしいでしょうか。ただいま議決事項が４点議決されました。令和３年度に

向けて規則が制定され、あるいは、条例が制定されるということで、さらに予算の取組についても、
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事務局の皆さんのお骨折りで、無事、案が作成できたという運びになりました。本当にありがとう

ございました。午前中、委員会議で教育施策について協議をいたしましたが、とりわけこの予算は、

教育施策と車の両輪といいますか、予算がなければ何も政策が動かない。そういう性格を持ってい

ますので、例年に増して予算額が大きく膨らんでおりますが、それだけ準備等大変だったのではな

いかと思います。議会の承認を得ないと執行はされないため、どうか議会の皆さんに教育委員会の

思いがしっかりと届くように丁寧な説明をして、この予算が計画どおりいただけるようにご努力を

お願いしたいと思います。 

 そういう中で、先ほどのいただいた情報では図書館の予算の執行について、電子書籍がマスコミ

に取り上げられたそうです。それがすばらしい使い方だというお褒めの言葉をいただきましたが、

そのような声が市民の皆さんや子どもたちから出てように一層努めたいと思いました。予算がいい

使われ方された、教育施策がすばらしい取り組みだったと言っていただけるような、令和３年度は

そんな年にしていただけると、大変ありがたいと思います。 

 いずれにしても、何よりも諸準備が全てといってもいいぐらい大変なものだと思いましたので、

本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 そのほかございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

 

〇教育部副参事 特にございません。 

 

〇教育長職務代理者 では、特にないようですので、その他報告を終了いたします。 

 

閉会宣告                               教育長職務代理者 

〇教育長職務代理者 以上をもちまして令和３年２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３月26日金曜日午後３時30分から第２会議室で行います。 

 皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 
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