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令和２年１１月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和２年１１月２０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 四街道市学校運営協議会規則の制定について 

  議案第２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３号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第５号） 

        （教育委員会所管分）について 

  議案第４号 四街道市温水プールの指定管理者の指定について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）１１月の行事報告及び１２月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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  令和２年四街道市教育委員会会議 １１月定例会会議録 

 

日  時      令和２年１１月２０日（金）  午後２時～午後２時４０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 

          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 長  濱田 宗孝 

          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 

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２年11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します。 

 加えて、会議は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、３つの密を避けるため、窓開け

による換気、傍聴人の人数制限、会議時間短縮に向けた議事日程の簡素化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 四街道市学校運営協議会規則の制定について 

社会教育課 

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 四街道市学校運営協議会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します。 

 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 それでは、資料の１ページ、資料１をお開きください。議案第１号 四街道市学

校運営協議会規則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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５第１項の規定に基づき、

教育委員会の定めるところにより、その所管に属する学校ごとに当該学校の運営及び当該運営への

必要な支援に関し協議する機関として、学校運営協議会を設置するために提案するものです。 

 内容につきましては、２ページから５ページのとおりです。概要をご説明いたしますと、２ペー

ジの第３条第１項を御覧ください。委員の数は12人以内としています。委員については、第２項の

とおり（１）、対象学校の所在する地域の住民、（２）、対象学校に在籍する児童または生徒の保護

者、（３）、学校の運営に資する活動を行う者、（４）、学識経験を有する者、（５）、対象学校の校長、

（６）、対象学校の教職員、（７）、その他教育委員会が認める者を教育委員会が任命いたします。 

 次に、３ページ、第８条を御覧ください。協議会の承認を得なければならない事項等につきまし

ては、第１項に記載の（１）、対象学校の経営計画に関する事項、（２）、対象学校の組織編成に関

する事項、第２項に記載の承認された基本的な方針に従い、対象学校の運営を行うものです。 

 同ページ下の第11条を御覧ください。対象学校の職員の任用に関する協議会の意見につきまして

は、第１項、（１）、対象学校の運営の基本的な方針の実現に資する当該対象学校の職員の任用に関

する事項、（２）、対象学校の教育上の課題を踏まえた当該対象学校の職員の任用に関する事項、た

だしどちらも特定の職員の任用に関する事項を除くとしています。 

 ４ページの下の附則を御覧ください。附則の１に記載のとおり、施行日は令和３年４月１日です

が、附則の２のとおり、委員の任命のために必要な行為、その他協議会の設置のために必要な準備

行為は、規則の施行の日前においても行えることとなっております。 

 概要は以上です。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 ただいま説明がございました議案第１号について、質疑はございますか。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 よろしくお願いします。四街道市学校運営協議会規則が制定された後、各学校への設

置における動きですが、それぞれについてのスケジュールについてお教え願いたいと思います。 

 

〇教育長 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 令和３年度におきまして、小学校１校をモデル校として実施し、当該学校運営協
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議会に関する成果と課題について検証を行うとともに、中学校への設置に向けての検証も行い、順

次進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 では、池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 スケジュールはよく分かりました。１つ意見を出させていただきます。 

 地域と学校の共同体制づくりに多大なる地域住民等の参画を得て、社会総がかりで教育を実現し、

地域を活性化するものと文科省は示していますので、内容は多岐にわたり、課題が多くあります。

「拙速は巧遅に勝る」という言葉がありますが、学校運営協議会の設置については巧遅は拙速に勝

るという考えで、モデル校での取組に十分時間をかけ慎重に進め、関係機関、学校、団体、保護者、

地域住民への周知を丁寧に行うことから向かい合おうと考えております。これから徐々に、徐々に

達成しながら進んでいただければと思っております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか、よろしいですか。 

 では、ほかには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１号 四街道市学校運営協議会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 四街道市学校運営協議会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 次に、議案第２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します。 

 小野図書館長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇図書館長 それでは、議案第２号について説明いたします。 

 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ですが、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、本案は令和３年２月１日から電子図書館サービスの提供を開始するに当たり、

利用期間や数量など所用の規定を整理するため、提案するものです。 
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 詳細は18ページとなっております。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ありがとうございます。 

 ただいま説明がございました議案第２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。よろしいですか。 

 討論がないようですので、採決をとります。 

 議案第２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します。 

                   （全員賛成） 

〇教育長 ありがとうございます。全員賛成により議案第２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３号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第５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３号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第５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。 

 伊藤教育部副参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 それでは、議案第３号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第５号）（教育

委員会所管分）について、このことに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５号）（教育委員会所管分）

により取り組む事業について、市長が令和２年第４回四街道市議会定例会に議案を提出するために、

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。 

 それでは、補正予算書について説明いたします。令和２年度四街道市補正予算書抜粋の教育委員

会所管分をご用意願います。 

 初めに、６ページをお開きください。第２表、繰越明許費補正の（追加）分ですが、９款教育費、

２項小学校費、事業名、小学校施設設備維持管理事業4,373万6,000円は、後ほどご説明いたします

が、八木原小学校北校舎改修工事の繰越分となっております。 

 次に、７ページ目からは、第３表、債務負担行為補正の（追加）になっており、令和３年度の当

初から行う業務であるため、本年度中に契約を締結する必要があることから、債務負担行為を設定

するものです。 

 ８ページをお開きください。初めに、２段目の通学用バス借り上げ料は、限度額が299万8,000円
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で、所属は学務課です。この借り上げ料は、旭中学校におけるバス借り上げですが、今年度４月の

ダイヤ改正によりまして、鷹の台へ帰宅するための１便が廃止となったことにより、最長で１時間

45分の待ち時間が発生してしまうため、生徒専用の帰宅便１便を運行するものです。 

 次に、その下の段、社会科見学等バス借り上げ料は、限度額が660万4,000円で、所属は指導課で

す。 

 次に、下の段、プリンター消耗品購入（小中学校）は、限度額が496万6,000円で、所属は指導課

です。 

 次に、下の段のＩＣＴ支援員業務委託は、限度額が2,200万円で、所属は指導課です。 

 次に、下の段のスクールソーシャルワーカー業務委託は、限度額が277万2,000円で、所属は青少

年育成センターです。 

 その下の段の小中学校給食運営委託（四街道小学校、四街道西中学校）は、期限が令和６年度ま

でで、契約期間は３年４か月であり、限度額は１億8,859万3,000円で、所属は指導課です。 

 次に、下の段の小中学校給食運営委託（中央小学校、四街道北中学校）は、期間が令和６年度ま

でで、契約期間は３年４か月であり、限度額は１億8,906万7,000円、所属は指導課です。 

 最後の下の欄でございますが、北部、東部学校給食共同調理場給食運営委託は、期間が令和６年

度までで、契約期間は３年４か月であり、限度額は２億8,044万円、所属は学校給食共同調理場で

す。 

 続きまして、９ページ目を御覧ください。第４表、地方債補正で、中段の（変更）になりますが、

起債の目的は義務教育施設整備事業で、限度額は変更前の1,470万円に八木原小学校北校舎改修工

事の起債額3,950万円を加算した5,420万円が変更後の額です。 

 続きまして、12ページをお開きください。中段の16款国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費

国庫補助金、２節小学校費補助金の学校施設環境改善交付金1,014万8,000円は、八木原小学校北校

舎改修工事の財源として措置するものです。 

 14ページをお開き願います。一番下の欄、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3,950万円は、先ほどご説明いたしました地方債補正と重複しますが、八木

原小学校北校舎改修工事の財源として措置するものです。 

 次に、歳出補正予算の主なものをご説明いたします。30ページ目をお開きください。９款教育費、

２項小学校費、１目学校管理費の小学校施設設備維持管理事業11節需用費の修繕費100万円は、学

校からの修繕要望や法定点検の結果から修繕を行うものです。 

 次に、13節八木原小学校北校舎改修工事監理等業務委託料591万8,000円及び15節八木原小学校北

校舎改修工事6303万円は、今後南校舎大規模改造工事をするに当たりまして、北校舎の２階、３階

の10教室の内装工事等によるものと、北校舎西側トイレを乾式洋式化に改修する経費となっており、

南校舎大規模改造工事が終了するまでの間、一部を代替教室として使用するものです。 

 一番下の欄の小学校施設管理事業のうち、18節一般管理用備品購入費351万9,000円は、南小学校

及び八木原小学校のクラス増に伴う教卓等の購入費と毎年度定期的に購入している児童用の机、椅

子の購入費です。 

 31ページをお開きください。９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費の中学校施設管理事業

のうち、18節一般管理用備品購入費310万3,000円は、四街道中学校、旭中学校、四街道西中学校の

クラス増に伴う教卓等の購入費と毎年度定期的に購入している生徒用の机、椅子の購入費です。 
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 32ページをお開き願います。９款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費の中段の学校給食管

理運営事業のうち、18節学校給食用備品購入費776万4,000円は、南小学校、八木原小学校、和良比

小学校のクラス増に伴う配膳台や運搬車等と、四街道西中学校調理場にあります真空冷却機の交換

による経費です。 

 最後に、33ページを御覧ください。同じく同款、同項、同目の共同調理場維持管理事業のうち、

学校給食用備品購入費203万9,000円は、クラス増に伴い北部学校給食共同調理場に食器消毒保管機

１台を購入する経費です。 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 ただいま説明がございました議案第３号について、質疑はございますか。よろしいです

か。 

 では、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３号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第５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 ありがとうございます。全員賛成により、議案第３号 令和２年度四街道市一般会計補

正予算（第５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。 

 

  議案第４号 四街道市温水プールの指定管理者の指定について 

スポーツ青少年課 

〇教育長 次に、議案第４号 四街道市温水プールの指定管理者の指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。 

 末永スポーツ青少年課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇スポーツ青少年課長 それでは、資料１、15ページを御覧ください。議案第４号、四街道市温水

プールの指定管理者の指定について、本案は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。 

 管理を行わせる施設の名称及び所在です。四街道市温水プール、所在は四街道市山梨2027番地。 

 指定候補者は、名称、四街道市温水プール管理運営共同事業体、代表者名は公益財団法人四街道

市地域振興財団。 

 共同事業体の代表団体及び構成団体です。代表団体、公益財団法人四街道市地域振興財団、構成

団体、株式会社フクシ・エンタープライズ。 

 指定期間は、令和３年10月１日から令和６年９月30日までです。 

 提案理由といたしまして、本案は四街道市温水プールの管理を指定管理者に行わせるため、市長

が令和２年第４回四街道市議会定例会に議案を提出するにあたり、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。 
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 続きまして、16ページを御覧ください。大項目４の審査の経過についてですが、四街道市温水プ

ールの指定管理者募集に際し、指定期間を３年とした理由及び四街道市温水プール管理運営共同事

業体を指名した理由として、令和６年10月に予定されている次期ごみ処理施設が供用開始予定であ

り、温水プールは四街道市クリーンセンターの附帯施設であること、また公募により指定管理者が

変わった場合には３年という短期間で採算を取らなければならず、サービスの向上や経費節減等の

指定管理者のメリットが損なわれることが懸念されることによるものです。令和２年７月29日に選

定第１回会議が開催され、指定管理者の募集方法等の審査に関して審議が行われ、当該施設におい

て指名により選定を行うことが適当である旨、市長に答申されました。 

 続きまして、17ページを御覧ください。令和２年10月８日に開催された選定第２回会議では、指

定候補者の選定に関して提出された事業計画書等や申請者からのプレゼンテーションの内容から

審査、採点を行った結果、四街道市温水プール管理運営共同事業体が選定、答申されたことから、

その結果を踏まえて市が当該団体を指定候補者として決定したところです。 

 以上で本案の説明を終了いたします。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 ただいま説明がございました議案第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。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４号 四街道市温水プールの指定管理者の指定について、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４号 四街道市温水プールの指定管理者の指定については、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 

 

〇教育長 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 よろしくお願いします。２点あります。 

 １点目は、文部科学省主催による全国市町村教育委員オンライン協議会への参加についてです。

日時は、令和２年11月17日火曜日、午後２時から４時35分でした。日程については開会行事、行政

説明、グループ協議１、２がございました。私が参加したのは、グループ協議１では各教育委員会

の特色ある教育活動について、グループ協議２では教育の情報化でした。 

 内容ですが、グループ協議１では、本市の取組について特色あるものとして少人数教育推進、小
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中一貫教育、外国語教育、特別支援教育体制、食育と健康教育、校務支援システムなどを挙げまし

た。グループメンバーである北海道紋別市、岐阜県大垣市、大分県豊後高田市の各委員さんとオン

ライン学習、ふるさと教材、小中一貫教育と幅広く意見交換を行いました。 

 続いて、グループ協議２では、北海道中頓別町、愛知県みよし市、山口県美祢市、沖縄県沖縄市

の各委員と１人１台タブレットの設置状況等を踏まえた情報交換を行い、教職員の意識、技術の格

差是正に向け取り組むことが肝要であると、同様の意見が出ておりました。 

 まとめとして、オンライン会議を初めて体験し、今回のような内容によっては対面式と同じ効果

があると感じました。長時間の旅行移動や大会場確保が必要無いことも良い面だと感じました。本

市においても、オンラインによる会議をまず市内教育委員会が率先して各学校と連携して進めてい

ただければと思います。 

 ２点目は、みそら小学校運動会参加についてです。令和２年11月12日木曜日、８時40分開会、11

時半終了でした。学校のほうは、コロナ感染予防対策を講じておりました。種目については、各学

年の徒競走、低中高別の表現活動でした。中央保育所分園の園児の皆さんも、徒競走、表現活動を

行っておりました。 

 感想として、中央保育所分園の園児の参加は例年のことだと聞いておりましたが、小学校敷地に

ある保育所との交流は特色ある学校と言え、小保連携のいい例だと感じました。２つ目は、種目数

は２つでしたが、その分子どもは演技に集中し、保護者、参観者も参観に集中していたと感じまし

た。 

 まとめですけれども、時間、内容はシンプルですが、一体感や達成感などと教育効果は大きいと

感じました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございます。 

 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、１点ご報告がございます。 

 10月30日金曜日に四街道中学校の合唱祭に行ってまいりました。例年は文化センターで行われま

すが、今年はコロナ禍により体育館で実施され、ソーシャルディスタンスのため、１、２年生の発

表は他学年は教室でリモート鑑賞をし、３年生の発表のみ２部に分け、前半は１、２年生の１組か

ら３組、後半は４組から６組の生徒が体育館で３年生の生の歌声を聞けるように配慮していまし

た。体育館では、密にならないように、席の間隔を空け、換気し、歌の発表のときは口元が見える

クリアマウスシールドを着用していました。 

 参観できない保護者向けには、初のユーチュウブライブ配信を行いました。１、２年生の発表は、

スムーズに行われましたが、３年生の発表前に接続が切れてしまうハプニングがありました。しか

し、教頭先生の機転で20分程度の遅れで新たなＱＲコードを保護者に再配信し、視聴できました。

教頭先生いわく、配信トラブルの悪夢を見て、事前に対応を想定していたそうです。保護者方は、

ライブ配信を大変喜んでいました。また、講師は佐倉市の先生でしたが、四街道市は各教室にテレ

ビが設置され、リモート鑑賞やユーチュウブ配信と進んでいるとおっしゃっていました。 
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 合唱祭の様子は、１年生の発表のときは３年生の教室でのリモート鑑賞を廊下から参観しました

が、どのクラスも聞く姿勢がしっかり取れていました。２、３年生の発表は、体育館で参観いたし

ました。３年生の歌声はすばらしく、スローガンの「響け我らのハーモニー、歌で伝えるみんなの

想い」を強く感じました。１、２年生も３年生の生の歌声を聞き、心に響いたと思います。１学年

上がるたびに成長を感じ、来年の合唱祭も楽しみです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私からは、11月14日に四街道小と四和小学校の運動会を参観してきましたので、その

様子について報告いたします。 

 四街道小では、競技を学年ごとの分散で行いまして、保護者には検温、それからリストバンドの

識別を徹底するという取組を行っていました。また、保護者には学年立ち見席という特別コーナー

が用意され、学年ごとによく見える場所をお互いに移動し合うという工夫がされておりました。特

に四小では、６年生の子どもたちが係活動を積極的に行っていました。それから、校長先生も応援

席での席を温めることなく、全ての競技に自ら躍り出ていき運動会を盛り上げていました。そのよ

うな雰囲気づくりに努力している姿をみて、大変感動いたしました。 

 次に四和小学校ですが、笑顔をテーマにしておりました。先生方が手づくりの笑顔の花を咲かせ

ようという、おそろいのＴシャツで運動会に臨んでいました。大変狭い学校の校庭ですので、密を

避けるために開閉会式は放送によって行いました。その後、保護者は立ち見となります。何分校庭

が狭いので、自分の子どもの競技が終わると門の外に出て、外で待機している保護者に席を譲ると

いうような場面もありました。コロナ禍という負の面が強調されがちですが、これを機会にうまく

これを利用して、みんなで子どもたちのためにいい学校づくりをしていこうと、そういう雰囲気が

伝わってくる運動会の様子だったと感じました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 では、私から２点報告します。 

 １点目は、委員の３名の方にご報告いただきましたが、特に今年の小中学校の運動会、本市17校

ありますが、それぞれの小中学校、新型コロナウイルスの感染防止対策に神経を使っていると感じ

ました。今できることをどうやればいいかと、校長先生を中心に先生方が子どもたちのためを考え

て運営されていたと思いました。子どもたちにとっては、いろいろな学校教育活動が中止や延期に

なり、そういう状況の中で新しい形ではありますが、思い出に残る運動会になったのではないかと

思いました。学校の運営に対するご努力に、教育委員会としては何が今後学校のためになるかを真

剣に考えながら、学校と連携して取り組むことが四街道市の児童生徒のためになっていくと思いま

した。これが１点目です。 

 ２点目は、11月13日に印教連の常任委員会に出席しました。常任委員会というのは教育長で組織
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しております。会議の内容ですが、令和３年度の行事予定の案が示されました。また、印教連とし

ては非常に功績のあった方を表彰しています。その表彰についての説明が事務局の富里市からござ

いました。そして、この印教連は７市２町、印旛地区で組織しているわけですが、９市町の教育委

員会の中で、10月に新たに３名の教育委員会委員の方が就任されていると話がございました。本市

からは、先ほどご意見を言っていただきました委員の池田さんが10月１日からということで、３名

の中の１人でございます。 

 その後に、教育長会議がございまして、その中で情報交換として話し合われたことをお話ししま

す。１点目は来年の学年初め休業日をどうするかについてでした。学年初め休業日は、本市の教育

委員会の管理規則では４月１日から４月４日と定められています。ただし、状況によって変更する

こともできるとされています。７市２町の間では、学校の年度当初のスタートのために土日を除い

て３日間あるいは４日間は必要であるなどの情報交換がございました。本市としての考え方は現時

点では４日間ということでほかの教育長の方々へ報告をしました。あくまでも現在の予定であり今

後変更になる可能性はございますとお話をいたしました。 

 また、令和２年度、冬休みの期間をどうするかという議論もございました。９市町の状況を報告

して、授業時数の確保等で冬休みの期間を短くするという市町もあるかもしれませんが、本市は、

今後の状況次第ですが現状ではこの10月末までの状況から、冬休みの期間は現在定められている四

街道市の管理規則の予定でありますと報告いたしました。 

 私からは以上です。 

 それでは、（１）、委員報告事項は終了いたします。 

 

（２）１１月の行事報告及び１２月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（２）、11月の行事報告及び12月の行事予定について入ります。 

 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。 

 

〇教育部副参事 それでは、11月の行事報告及び12月の行事予定について、資料ナンバー２を御覧

ください。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。 

 まず、１ページ目は教育総務課です。本日14時から教育委員会会議定例会を開催しており、12月

の定例会議は25日の金曜日、14時から開催予定となっております。また、ホームページ及び市政だ

よりにおきまして、令和２年度教育委員会表彰候補者の募集記事を掲載しております。 

 次に、２ページ目をお開きください。こちら学務課です。11月は就学時健康診断、非行防止教室、

薬物乱用防止教室などが実施予定されており、来月につきましては記載のとおりですが、23日は市

内小中学校２学期の終業式となっております。 

 ３ページを御覧ください。指導課です。11月には四街道小学校、四和小学校、みそら小学校にお

いて運動会が開催されました。また、11月11日から12月10日までの間、いじめ撲滅キャンペーンを

実施しており、12月予定は記載のとおりです。 

 続きまして、４ページ目及び５ページ目を御覧ください。こちら両方とも社会教育課です。11月

９日から11日にかけまして子育て学習講座を開催しており、11月10日には和良比小学校におきまし
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て学校音楽鑑賞会を実施いたしました。また、５ページ目の公民館では、11月から12月にかけて記

載の主催講座が実施及び予定されております。 

 次に、７ページを御覧ください。７ページ目は、図書館です。11月は記載のとおりであり、12月

は「はじめまして、絵本」事業、ふゆのおはなし会等が予定されております。 

 最後に、８ページ目を御覧ください。青少年育成センターです。両月とも青少年補導委員役員会

及び理事会が実施及び予定をされております。 

 簡単ですが、以上です。お願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ありがとうございます。ただいまの説明につい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）、11月の行事報告及び12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 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。よろしいですか。 

 委員の皆様からないようですので、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２年11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２年12月25日金曜日午後２時から第２会議室で行います。 

 皆様、お疲れさまでした。 


