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令和２年２月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和２年３月６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 令和２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２号 令和元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 

  （１）その他 

 

閉 会 
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  令和２年四街道市教育委員会会議 ２月定例会会議録 

 

日  時      令和２年３月６日（金） 午後２時～午後３時２０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  髙橋 信彦 

          教 育 長 職 務 代 理 者  府川 雅司 

          委          員  田中友季子 

          委          員  小舘  修 

          委          員  豊田 恵子 

 

出席職員      教 育 部 長  荻野 武夫 

          教 育 総 務 課 長  伊藤 克紀 

          学 務 課 主 幹  礒辺 邦彦 

          指 導 課 長  秋庭 行雄 

          社 会 教 育 課 長  真田 裕之 

          ス ポ ー ツ 振 興 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  峯島 正樹 

 

傍聴人       なし 

 

 

 

開会宣言                                   教 育 長

〇教育長 本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。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２月四街道市教育委員会会議定例会を開会いたします。 

 日程に入るに先立ち、定例会開催日時の変更について申し上げます。本来であれば２月28日金曜

日に開催する予定でございましたが、新型コロナウイルス感染症に関する対応等に伴い、日程を変

更いたしました。 

 今回の会議録署名は、教育委員会会議規則第26条により、会議録署名人を小舘委員にお願いしま

す。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 令和２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 
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〇教育長 それでは、議事日程１、議決事項に入ります。 

 議案第１号 令和２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。 

 議案第１号について事務局より説明をお願いします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 それでは、議案第１号 令和２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ございます。 

 提案理由ですが、本案は令和２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２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あります。 

 それでは、お手元の資料に基づきまして説明をさせていただきます。初めに、予算書14ページを

お開きください。９款教育費の令和２年度予算額は26億9,369万2,000円で、前年度予算額31億7,315

万5,000円と比較しまして４億7,946万3,000円の減額、全体予算額に占める教育費の割合は9.9％と

なりました。予算額は前年度から15.1％の減額となっています。この減額の主たる理由ですが、教

育ネットワーク基盤整備事業における教職員向けパソコン及び児童生徒向けパソコン購入を含め

た機器等の整備を来年度予算で行うとともに、千代田中学校大規模改造事業が完了したため、前年

度予算と比較して減額となるものです。 

 

〇教育長 暫時休憩します。 

休 憩 午後２時04分 

再 開 午後２時05分 

〇教育長 再開いたします。 

 お願いします。 

 

〇教育総務課長 なお、令和２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ござ

います。 

 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。27ページをお開きください。15款国庫支出金、

２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、２節小学校費補助金、学校施設環境改善交付金332万3,000

円は、和良比小学校空調設備設置工事に充当されます。補助率は３分の１になります。 

 続きまして、42ページをお開きください。23款市債、１項市債、６目教育債、義務教育施設整備

事業債1,470万円の中には、対象起債が２つ含まれております。まず、学校教育施設等整備事業債

として、和良比小学校の空調設備設置工事、充当率75％及び緊急防災・減災事業債として四和小学

校フェンス改修工事と南小学校ブロックフェンス改修工事、充当率100％が計上されております。 

 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させていただきます。190ページか

らが９款教育費となります。 

 初めに、192ページをお開きください。教育委員会事務局運営事業の4,959万8,000円は、881万
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6,000円の減額となっています。主な内容としまして、次のページの13節委託料の上から４段目、

学校用務員業務委託料3,927万円が、884万4,000円の減額となっております。これは長期継続契約

の２年目に当たることによるものです。 

 続きまして、194ページをお開きください。学校支援職員派遣事業の61万円は、1,009万4,000円

の減額となっております。関連がありますので、次ページをお開きください。少人数教育推進事業

の4,761万5,000円につきましては、654万1,000円の減額となっております。これは２年度から生徒

指導補充教員と少人数指導教員を統合し人数を精査したため減額となったものです。 

 なお、統合したことで、学級在籍児童数による人的配置から各小学校全てに少人数指導教員を配

置することにより、児童一人一人の実態に応じたきめ細やかな指導の充実を図るものです。 

 その下の事業の外国人市民コミュニケーション支援事業63万7,000円は、31万3,000円の増額とな

っております。これは外国にルーツを持つ児童生徒に対する言語、文化等の相違への対応など、教

育現場のコミュニケーションと児童生徒の包括的な支援を図るために、昨年度から引き続き多文化

教育スーパーバイザーの養成やモデル校での保護者向け説明会等への講師派遣に充てるものです。 

 197ページをお開きください。外国語教育推進事業5,921万3,000円は、845万6,000円の増額とな

っています。主な要因としましては、全小学校が教育課程特例校に指定されることに伴い、デジタ

ル教材使用料などの経費が増加したことと、外国語教育推進事業と外国語指導助手派遣事業を統合

したことによるものです。 

 201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4,971万3,000円は、２億3,130万

8,000円の減額となっています。昨年は教職員用及び児童生徒用パソコンの更新等の経費が計上さ

れておりました。 

 なお、ＩＣＴを活用した事業に対応できるよう、新たにＩＣＴ支援員業務委託を計上しておりま

す。 

 203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１億5,022万5,000円のうち、204ペ

ージをお開き願いまして、15節工事請負費4,156万6,000円では、和良比小学校空調設備設置工事、

南小学校ブロックフェンス改修工事、四和小学校外周フェンス改修工事を実施いたします。 

 なお、この財源ですが、先ほど歳入のところでご説明いたしました27ページの15款国庫支出金、

２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、２節小学校費補助金、学校施設環境改善交付金332万3,000

円と、42ページにあります23款市債、１項市債、６目教育債、義務教育施設整備事業債1,470万円

が充てられるものでございます。 

 206ページをお開きください。小学校施設大規模改造事業の2,368万9,000円は、今年度９月補正

予算として計上しました２年間の継続事業であります八木原小学校校舎大規模改造工事設計委託

料になります。 

 次のページをお開きください。中学校施設設備維持管理事業の6,573万4,000円は、1,545万5,000

円の増額となっています。主なものとしまして、14節使用料及び賃借料の学校用地借上料が635万

5,000円の増額、15節工事請負費が781万8,000円の増額になります。学校用地借上料は、関東財政

局千葉財務事務所からお借りしております四街道北中学校用地の単価が上がったことによるもの

と、工事請負費は、旭中学校のトイレ改修工事、四街道北中学校の教室改造工事及び空調設備設置

工事を実施することによるものです。 

 212ページをお開きください。成人式事業235万2,000円と、次ページの市民文化祭事業391万4,000
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円につきましては、増額分は少額ですが、令和元年度に実施された文化センター耐震工事のため使

用できなかった部屋等を例年同様の規模で実施できるよう計上したものです。 

 215ページをお開きください。公民館管理運営事業の１億958万7,000円は、2,028万8,000円の増

額となっております。これは次ページの15節工事請負費において四街道公民館屋上防水工事1,496

万円と、同じく四街道公民館工作室解体工事540万9,000円が計上されたことによります。 

 217ページをお開きください。図書館管理運営事業の3,058万3,000円は、703万3,000円の増額と

なっています。増額の主な要因ですが、15節工事請負費のエレベーター改修工事2,202万2,000円に

よるもので、設置後37年を経過した油圧式エレベーターを改修するための経費でございます。 

 同じく図書館の資料管理整備事業8,404万9,000円は、842万2,000円の減額となっております。減

額の主な要因ですが、元年度に図書館システム機器の入替えがあり、備品購入費等の経費が計上さ

れましたが、２年度はその経費が必要ではないため減額されたものでございます。 

 227ページをお開きください。スポーツ普及促進事業272万5,000円は、43万5,000円の減額となっ

ています。スポーツ教室数の見直しによる講師謝礼の減額等によるものでございます。 

 次のページをお開きください。ガス灯ロードレース大会事業の450万円は、162万5,000円増額と

なっております。これは第22回大会の参加申込み者が増加したことによるものでございます。 

 231ページをお開きください。学校給食管理運営事業７億596万5,000円は、1,390万2,000円の増

額となっています。四街道小学校のガス給湯器などの学校給食用備品を整備するものです。 

 233ページをお開きください。共同調理場維持管理事業の1,111万円は、214万6,000円の増額とな

っています。これは次ページですが、18節備品購入費の183万6,000円で、北部共同調理場の食器消

毒保管庫１台及び東部共同調理場のガス回転釜１台を購入するものです。 

 以上が令和２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 ご苦労さまでした。 

 ただいま説明がありました議案第１号について質問はございますか。 

 質問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、表決をとります。 

 議案第１号 令和２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２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２号 令和元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 
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〇教育長 次に、議案第２号 令和元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）についてを議題とします。 

 議案第２号について事務局より説明をお願いします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 議案第２号 令和元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ございます。 

 提案理由ですが、本案は令和元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２年第１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。 

 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させていただきます。補正予算書９ペ

ージをお開きください。第３表、繰越明許補正となります。下から３段目からになりますが、教育

総務費、教育ネットワーク基盤整備事業は、小中学校ＬＡＮ等整備事業で２億8,000万円、１段下

の小学校費、小学校施設設備維持管理事業は、山梨小、中央小体育館床改修及び旭小空調設備設置

で2,012万9,000円、そのまた１段下の社会教育費、歴史民俗資料施設整備事業は、歴史民俗資料館

基本設計委託料500万円の３件について、令和２年度に繰り越しして使用するため設定したもので

ございます。 

 11ページをお開きください。第５表、地方債補正の主なものです。追加分の２段目、公立学校情

報通信ネットワーク環境施設整備事業、限度額１億4,000万円は、繰越明許費補正でご説明しまし

た教育ネットワーク基盤整備事業、小中学校ＬＡＮ等整備事業の地方債対象経費になります。 

 次に、変更点の８段目、学校施設大規模改造事業においては、限度額が310万円の減額により２

億1,600万円になったものですが、国庫補助額の増額に伴い、借入額が減額されたものです。 

 次に、１段下の義務教育施設整備事業は、限度額が2,280万円増額され4,600万円になったもので

す。これは学校教育施設等整備事業債の和良比小学校教室改造工事と、緊急防災・減災事業債の四

和小学校フェンス改修工事を併せて活用することにより増額されたものでございます。 

 続きまして、歳入の主なものでございますが、18ページをお開きください。15款国庫支出金、１

項国庫負担金、２目教育費国庫負担金、１節小学校費負担金、公立学校施設災害復旧費国庫負担金

922万5,000円の増額は、台風15号などによる災害によって破損した山梨小学校体育館床復旧工事と、

栗山小学校倒木撤去及びフェンス復旧工事並びに南小学校フェンス復旧工事の経費に充当するも

のでございます。 

 19ページをお開きください。同款２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、１節教育総務費補助

金、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金１億4,000万円の増額は、児童生徒１人

１台端末における校内通信ネットワーク環境を構築する経費に充当するものでございます。 

 １段下になりますが、同款同項同目３節中学校費補助金、学校施設環境改善交付金395万8,000円

の増額は、国の定める国庫補助建築単価が改正されたことによるものであり、千代田中学校大規模

改造事業の経費に充当いたします。 

 23ページをお開きください。21款諸収入、３項雑入、１目雑入、１節雑入の上から11段目、学校



 7 

給食費（現年度分）1,425万1,000円の減額は、喫食内容及び児童生徒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ございます。 

 続きまして、歳出でございますが、各事業における減額補正は、執行額の確定、または執行見込

みに基づく不用額の整理となっております。主なものについて説明いたします。 

 56ページをお開きください。１項教育総務費、２目事務局費の教育委員会事務局運営事業920万1,

000円の減額につきましては、学校用務員業務委託料の入札差金を減額するものでございます。 

 58ページをお開きください。同項３目教育研究指導費の教育ネットワーク基盤整備事業につきま

しては、インターネット回線使用料、四街道北中ＰＣ教室復設作業委託、千代田中学校ＬＡＮ等移

設工事等を合わせて執行残2,707万円を減額するとともに、繰越明許費補正及び歳入でもご説明し

ました小中学校ＬＡＮ等整備工事の２億8,000万円の増額と合わせまして、差引き２億5,293万円を

増額するものでございます。 

 次に、同ページの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のうち、13節の

施設安全点検委託料、四街道小学校非構造部材点検は19万1,000円の入札差金の減額と、繰越明許

補正でご説明しました15節の小学校維持補修工事、山梨小、中央小体育館床改修及び旭小空調設備

設置工事2,012万9,000円の増額を合わせまして、差引き1,993万8,000円を増額するものでございま

す。 

 59ページをお開きください。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103

万7,000円の減額につきましては、自家用電気工作物保安管理委託料、エレベーター保守点検委託

料、受水槽・高架水槽清掃業務委託料の入札差金を減額するものでございます。 

 60ページをお開きください。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50

0万円の増額につきましては、歴史民俗資料館整備に関わる基本設計を委託するものです。 

 61ページをお開きください。５項保健体育費、２目体育施設費、体育施設管理運営事業の59万円

の増額につきましては、台風15号等の災害により休館した総合公園体育施設使用料を補填するもの

です。 

 同項保健体育費、３目学校給食費の学校給食管理運営事業につきましては、11節需用費、消耗品

費において食器等消耗品55万5,000円の増額と、同じく11節需用費、賄材料費の1,475万2,000円の

減額、18節備品購入費、配膳台などの購入費48万7,000円の増額と合わせまして、差引き1,371万円

を減額するものです。 

 なお、賄材料費につきましては、給食の喫食内容及び児童生徒数を考慮して再計算した結果、減

額となったものです。 

 各項目に記載の職員人件費の補正につきましては、人事異動等の要因による増減がそれぞれ計上

されています。 

 教育費の総額ですが、戻っていただいて13ページをお開きください。９款教育費、補正額は２億

3,191万9,000円の増額で、総額として34億8,931万円4,000円となり、予算額全体に占める構成比は

12.1％となりました。 

 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 ご苦労さまでした。 
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 ただいま説明がありました議案第２号について、質問はございますか。 

 質問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、表決をとります。 

 議案第２号 令和元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、

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 令和元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。 

 以上をもちまして議事日程１、議決事項は終了いたします。 

 

２．報告事項 

（１）委員報告事項 

 

〇教育長 続いて、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、何かございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からは２点ご報告がございます。１点目は、１月30日木曜日に市原市市民会館で行

われました令和元年度第２回教育長・教育委員研修会に他の委員の方と出席してまいりました。「特

別な支援を必要とする子どもへの支援～発達障害児を取り巻く多様な支援策と現場の対応～」と題

して、認定ＮＰＯ法人発達わんぱく会理事長の小田知宏氏の講演がございました。発達障害は、脳

機能障害であって、通常低年齢において発現するもので、外見からは分かりにくく、境界は明確で

はないそうです。発達障害のある人たちは、周囲に正しく理解されず不適切な対応を受けることか

ら、不登校やひきこもり、非行や自傷、自殺など、２次障害にもつながるそうで、そこで小田氏ら

は、試行錯誤しながら発達障害の公的支援の空白地帯、１歳半から５歳児の未就学児を対象にした

教室を開設したそうです。発達障害は、幼児期からの療育を受けることで、本人が脳の特徴とうま

く付き合うことができるようになり、併せて周囲の環境に働きかけ、子どもの理解を深め、障害の

深刻化を防ぐことができるため、早期発見と早期支援が大切ですが、現状は保護者の我が子の発達

障害の受入れや検診等での早期発見の難しさや個人情報の壁などがあり、１歳から５歳までの発達

障害児のうち、児童発達支援の利用者は全体の１割ほどであり、支援サービスの供給不足で待機児

童が発生しているそうです。小田氏は、「家庭と教育と福祉の連携で適切な支援と情報の引き継ぎ

を行い、10年後は特別ではなく、普通もなく、みんないろいろ全てが個性、一人一人に合わせた教

育に取り組み、発達障害の子どもたちが伸び伸びと成長できる社会の実現を目指している」と語っ

ていらっしゃいました。私もこの研修会を通し、発達障害について学ぶことができました。 

 ２点目は、２月14日金曜日に令和元年度第２回地域コーディネーター会議に、こちらも他の委員

と出席してまいりました。学校支援活動事業の取組についてでは、今年度の活動状況と八木原小学

校の実践例の紹介がありました。各学校支援活動本部からの報告では、５学区に分かれて次年度の

活動の充実に向けて成果と課題によりグループ協議及び発表がありました。全体的に５学区の成果
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として、小学校では地域の方々と交流が盛んに行われており、子どもたちが地域の方々に感謝の気

持ちを持つことや体験から学ぶことができているそうです。中学校では、なかなか交流の時間が取

れないのが現状だそうですが、着付けやキャリア教育、また学生の方からボランティア等で地域に

出ていくなど、小中学校では支援の仕方も別にしているそうです。 

 課題としては、ボランティアの方々の高齢化が進んでいることや、学校支援地域本部から地域学

校協働本部への発展として、地域が、学校・子どもたちを応援・支援する一方向的な活動から、地

域と学校が目標やビジョンの共有をして行う双方向の連携・協働型の協働活動の充実に向けてどの

ように取り組んでいくかが課題であるそうです。書面にての学校と地域学校協働本部と地域の関係

構図は理想の形ではありますが、実現に向けては様々な問題もあると思われます。ですが、根本は

皆、児童生徒の健やかな健全育成を思ってのことですので、いい形での協働活動の推進を願ってい

ます。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 ほかに。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 まず１点目は、１月30日木曜日市原市市民会館で行われました令和元年度第２回教育

長・教育委員研修会に参加いたしました。認定ＮＰＯ法人発達わんぱく会理事長、小田知宏氏によ

る「特別支援を必要とする子どもへの支援～発達障害児を取り巻く多様な支援策と現場の対応～」

と題した講演を聞かせていただきました。 

 まず、皆さんにお聞きします。４つの事柄から自分が当てはまるものは幾つありますか。①正し

いと思い込むとほかの人の反対が全く気にならない。②毎日の日課を自分で決めたらずっと続けら

れる。③興味の湧いたことや新しいアイデアはすぐに実行したい。④数字がとっても好きだ。私は

１つ当てはまります。たくさん当てはまっている方ほど、発達障害、自閉症スペクトラム障害や注

意欠陥・多動性障害などの傾向があるそうです。となると、考えている以上の多くの方が発達障害

の傾向にあると思われます。現代では就職してから社会不適合だと判明する事例が多くなっていま

す。そして、社会不適合は、幼児期での関わり方でその後が大きく変化すると分かってきました。

乳幼児健診などにおいて、発達障害が疑われる子どもの早期発見と適切な対応が不可欠とされま

す。四街道市でも多方面の医療関係者が関わりながら、１歳半健診、３歳半健診を行っております。

今以上の注意をしながら健診を行っていただきたいと思っております。 

 続いて、２月14日金曜日に行われました地域コーディネーター会議に出席いたしました。この１

年間の成果と課題を持ち寄り、中学校区ごとで協議し発表しました。ボランティアの方々の高齢化

が課題との意見が毎年出る内容ですが、今年度はＰＴＡ、保護者にも参加を促すなどの努力が行わ

れました。そして、これからは地域と学校が目標を共有して双方向の連携・協働型の活動の充実に

向けて取り組みを推進していくため、各中学校区での横のつながりを強くしていく必要があるとい

う意見が出ました。来年度以降の活動に反映されることを願います。 

 以上です。 
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〇教育長 ありがとうございました。 

 府川職務代理者、お願いします。 

 

〇府川委員 私から２点報告します。１点目ですが、２月13日木曜日、第22回四街道ガス灯ロード

レース大会第３回実行委員会が行われ出席しましたので報告をします。 

 会議では、事務局より資料を基に、まず大会結果について説明がございました。説明の中で出走

者数は各種目合計で3,641名であり、盛会裏に終了することができましたなどのお話がございまし

た。 

 次に、協議に入り、大会の決算について事務局より説明がございました。実行委員から残額が昨

年の大会と比べて多くなっている。その要因は何かとの質問があり、事務局からは申込み者数が増

加したこと、科目の中で予算より少ない支出で行うことができましたと説明があり、決算は承認さ

れました。そのほか実行委員からは、特に課題についての意見はございませんでした。次回の第23

回大会は、令和２年11月15日日曜日に開催予定とのことでした。 

 ２点目ですが、先ほど委員の方からご説明ございましたが、２月14日金曜日に令和元年度第２回

地域コーディネーター会議が行われ出席しましたので報告します。 

 髙橋教育長が他の公務で不在でしたので、教育長職務代理の私から会議の冒頭挨拶をさせていた

だきました。まず、本市においては市内全小中学校で始まった学校支援地域本部事業ですが、現在、

学校支援活動事業として10年目を迎え、その間、各学校においては学校の実情に応じて工夫された

活動が実施され、その中でボランティアの方々の献身的な支援が、子どもたちの学習や生活環境の

改善、安全の確保等充実させていただき、地域と学校の連携強化につながっていますと、出席の地

域コーディネーターの皆様や学校の代表者に感謝の言葉を述べさせていただきました。 

 次に、現在の国の動向は、学校の支援という一方向からではなく、学校と地域の連携、協働とい

う双方向のつながりを求め、従来の地域学校協働活動推進事業から、地域と学校の連携協働体制構

築事業と名称を変更し、活動の総合化、ネットワーク化を強調しているとお話をし、本市において

は、次年度からこの事業の主管課を指導課から社会教育課に移管し、学校支援活動事業を進めてい

く予定であります。また、今後ですが、（仮称）地域学校協働本部の準備を進めていく、その旨の

話をさせていただきました。 

 次に、協議に入り、まず学校支援活動事業の取組について、本年度の活動状況の説明と八木原小

の実践報告がございました。 

 その後、次年度の活動の充実に向けて、各中学校区単位に分かれて、今までの取組の成果と課題

を中心にグループ協議が行われ、その後、グループの代表の方が協議内容を発表されました。発表

の中では、今後の方向として支援から協働へと変わっていくことについて、地域と学校が共通理解

をして取り組んでいくことが大切であるなどのお話がございました。 

 最後に、私からまとめということで、あくまでも感想と個人の考えをお話しいたしました。現状

の成果は、継続して進めていただき、改善点や課題については、地域と学校がよく話し合い、両者

が理解を深めて取り組むことが大切である。そして、最後に、学校は地域のふるさとであり、文化

の発信地であると私は思っています。学校という環境を通して地域の方々と児童生徒がつながる、

そのことで児童生徒は地域の方々からいろいろなことを学び、生きる力が育まれると思います。地
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域の方々も児童生徒との協働活動から充実した今を過ごすことができると思いますという話をさ

せていただきました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ありがとうございました。 

 コロナウイルスに関連して、休校措置について、現在は賛否両論があるようですが、四街道市教

育委員会が素早く取った３月２日月曜日からの休業措置、そして現在は小学校１、２年生と特別支

援学級の子どもたちを学校で預かるという、この措置は適正な判断であったと思っておりますし、

今後とも総理大臣の要請を踏まえて対応してまいりたいと考えております。行事ではありません

が、今までのコロナウイルスについての報告をいたしました。 

 なお、詳細につきましては、後ほど事務局より報告をいたしますので、よろしくお願いします。 

 

（２）２月の行事報告及び３月の行事予定について 

 

〇教育長 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。 

 初めに、教育総務課からお願いします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 それでは、資料２の１ページをご覧ください。 

 はじめに、２月28日金曜日14時から予定しておりました教育委員会会議定例会は、新型コロナウ

イルス感染症に係る休校対応のため本日に変更しており、当日は８時半から臨時会を開催しました

ので、記載されております「14時」を「８時半」に、また行事名、「定例会」を「臨時会」に訂正

していただきますよう、お願いいたします。 

 続きまして、３月の予定ですが、記載されておりませんが、３月６日金曜日、本日でございます

が、14時から教育委員会会議定例会を開催しておりますので、追加くださるようお願いいたします。 

 次に、３月７日土曜日10時から予定しておりました市教育委員会表彰式は、新型コロナウイルス

感染症の拡大という状況を受け中止としました。 

 次に、３月27日金曜日15時半からは、教育委員会会議定例会が開催予定となっています。 

 その他、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、学務課からお願いします。 

 礒辺学務課主幹、お願いします。 

 

〇学務課主幹 資料２の２ページをごらんください。学務課所管の行事報告と予定について説明い

たします。 

 定例の校長、教頭会議ですが、３月の会議は、新型コロナウイルス等感染症対策に伴い校長会議

を３月２日月曜日11時から第二庁舎にて行いました。 
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 教頭会議につきましては、青少年育成センターにて、同日の３月４日水曜日に行いましたことを

ご報告申し上げます。 

 現在、政府の要請にのっとり、市内小中学校は休校措置を取っておりますが、当初予定に従い、

３月12日木曜日には中学校の卒業式、17日火曜日には小学校の卒業式を感染拡大防止に十分配慮し

て実施する予定です。また、３月24日火曜日の全小中学校において予定していた修了式は、中止と

いたしました。 

 現状、県の動向にもよりますが、３月27日金曜日には市内教職員の辞令交付式が行われる予定で、

今年度末に退職する教職員と来年度に昇任する教職員、新規採用となる教職員が出席することとな

っております。 

 その他の行事については、資料のとおりでございます。今後、国や県等の動向を受けて行事等の

変更がある場合も予想されるところでございます。 

 以上です。 

 

〇教育長 暫時休憩します。 

休 憩 午後２時49分 

再 開 午後２時50分 

〇教育長 再開いたします。 

 荻野教育部長、お願いします。 

 

〇教育部長 臨時の校長会議ですが、２月28日金曜日の11時から第二庁舎で行っております。その

後、３月２日月曜日の11時からの校長会議、その後、３月５日木曜日の９時からの臨時校長会議を

第二庁舎で開催しております。 

 ３月１日日曜日につきましては、小学校の校長先生だけ集まっていただいて会議を行っておりま

す。 

 以上です。 

 

〇教育長 続いて、指導課からお願いします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 資料２の３ページをお開きください。まず、行事報告ですが、２月６日木曜日に第２

回いじめ問題対策連絡協議会並びに第２回学校給食運営委員会、７日金曜日に第３回サポートネッ

トワーク会議、14日金曜日に第２回地域コーディネーター会議、18日火曜日に第２回特別支援連携

協議会、21日金曜日に第２回子ども読書活動推進会議及び第２回教育ネットワーク連絡会議を実施

しました。 

 次に、３月の行事予定ですが、26日木曜日に旭中学校を会場として校務支援システム年次更新研

修会を実施する予定です。 

 その他記載のとおりです。 

 以上です。 

 



 13 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、社会教育課より公民館も併せてお願いします。 

 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 それでは、資料２の４ページ、社会教育課の行事報告・予定表をご覧ください。

２月の行事報告ですが、１日土曜日、15日土曜日に保健センターで市民大学講座（一般課程）が行

われ、15日土曜日に閉講式を行いました。 

 次に、３月の行事予定ですが、記載している３つの行事は、全て新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため中止いたしました。 

 また、後援行事の予定等に記載しております２月29日土曜日の第51回声楽と器楽の演奏会は中止

となっております。 

 その他につきましては記載のとおりです。 

 続きまして、資料２の５ページ、公民館の行事報告・予定表をご覧ください。２月の行事報告と

しましては、13日木曜日に千代田公民館で福寿大学、21日金曜日に四街道公民館で長寿大学、26日

水曜日に旭公民館であさひ寿大学の８回目が行われ、それぞれ終講いたしました。 

 なお、３月の主催講座はございません。 

 また、主要行事の実施状況等に記載しております３月26日木曜日のちよだ寺子屋、３月27日金曜

日のあさひ寺子屋につきましては、中止となっております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、スポーツ振興課からお願いします。 

 末永スポーツ振興課長、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長 それでは、資料２の６ページをご覧ください。 

 ２月の行事報告ですが、８日土曜日に小中学校体育施設開放説明会を中央小学校体育館で行いま

した。 

 13日木曜日には、第22回四街道ガス灯ロードレース大会第３回実行委員会が行われました。 

 次に、15日土曜日のニュースポーツ体験会、22日土曜日の第34回青少年つなひき大会は、中止と

なりました。 

 続きまして、３月の予定ですが、２日月曜日のからだ温めヨガ、３日火曜日、５日木曜日の体育

施設利用者説明会は、新型コロナウイルス感染症防止の関係で中止をいたしました。 

 その他は記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、図書館からお願いします。 

 小野図書館長、お願いします。 
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〇図書館長 資料２の７ページをご覧ください。２月は、「はじめまして、絵本」事業や絵本の会

など定例行事のほか、令和元年度第２回図書館協議会、市民である図書館サポーターを講師に迎え

たかぎ針編み講座「あんでつくろう」を開催いたしました。年に１回の開催ですが、こちらの「あ

んでつくろう」、リピーターの方たちと参加者が手作りしている身の回りの品の情報交換にも花が

咲きました。 

 ２月22日土曜日のおはなし会から３月のおはなし会、「はじめまして、絵本」事業などの定例行

事や催しについては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から全て中止といたしました。 

 また、３月５日木曜日より当面の間、図書館内での滞在時間を短くしていただくことを目的に、

提供するサービスを貸出、返却、予約等に限定させていただいているところです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、青少年育成センターからお願いします。 

 峯島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 資料２の８ページをご覧ください。行事についてですが、２月25日火

曜日に第３回小中生徒指導担当者会議を行いました。 

 ３月18日水曜日に第２回中高補導委員等連絡会で近隣の高等学校と情報交換を行う予定でした

が、中止といたしました。 

 その他につきましては記載のとおりです。 

 次に、主要行事の実施状況等についてですが、１月分相談活動は23件でした。補導活動では551

人に愛の一声をかけました。 

 ２月は５校の学校訪問を行いました。 

 以下、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいまの行事報告及び行事予定について質問はございますか。 

 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７日金曜日に実施されましたサポートネットワーク会

議と２月21日金曜日に実施されました教育ネットワーク連絡会議は、それぞれどのような内容だっ

たか教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 第３回サポートネットワーク会議では、各小中学校の長欠担当者、長期欠席児童生徒

指導員、市役所関係課の担当者が参加し、市内の長期欠席児童生徒の現状及び学校と学校教育相談
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室「ルームよつば」との連携について協議を行いました。 

 第２回教育ネットワーク連絡会議では、各小中学校の管理職を対象に学校ホームページや学習支

援ソフトなどの基本事項の確認、校務支援システムの活用やＩＣＴ環境整備の見通しなどについて

共通理解を図りました。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 

〇豊田委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長 ほかに質問はございますか。 

 田中委員。 

 

〇田中委員 スポーツ振興課に質問させていただきます。 

 ２月15日土曜日に開催が予定されていました市スポーツ推進委員連絡協議会主催「ニュースポー

ツ体験会」が中止となっていますが、理由を教えていただけますか。 

 

〇教育長 末永スポーツ振興課長、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長 市スポーツ推進委員連絡協議会主催の「ニュースポーツ体験会」は、年２回

程度、毎年市民を対象に開催しております。種目は、市スポーツ推進委員が会議の中で決定し実施

しており、主に室内ペタンクやラージボールテニスなど、大人も子どもも一緒に楽しめるような競

技を開催しております。２月15日土曜日に実施する予定の体験会では、室内ペタンク、ラージボー

ルテニスを予定し、市政だよりや市ホームページで参加者募集を行いましたが、新型コロナウイル

スの影響もあったかもしれませんが、残念ながら参加申込み者がいなかったため、やむなく開催中

止となりました。今後は開催方法や時期なども検討してまいりたいと思います。 

 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 青少年育成センターに質問させていただきます。２月25日火曜日、第３回小中生徒指

導担当者会議が行われましたが、市内の状況はいかがでしたか。教えてください。 

 

〇教育長 峯島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 担当者会議の中で各小中学校より報告があり、全体的に落ち着いた状

況であります。生徒指導上、課題となるような事案は報告されませんでした。 

 以上です。 
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〇教育長 田中委員。 

 

〇田中委員 今休校になりましたが、休校になってからの子どもたちの状況はいかがか、お聞きに

なっていますか。教えてください。 

 

〇教育長 峯島所長、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所員が、休校になった３月２日月曜日から毎日交

代で巡回しておりますが、大型店舗などに小中学生の姿はほとんど見られず、感染予防に気をつけ

た過ごし方ができているようです。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 それでは、ほかに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。 

 以上をもちまして議事日程２、報告事項を終了します。 

 

３．その他 

（１）その他 

 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 （１）その他に入ります。 

 委員の皆様より何かございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 新型コロナウイルスが国内に拡大しておりますが、今現在、拡大防止策はどのように

考えているのでしょうか。各学校の対応を含めて教えていただけたらと思います。 

 

〇教育長 礒辺学務課主幹、お願いします。 

 

〇学務課主幹 改めてこれまでの経緯も含めて報告いたします。 

 感染拡大防止のために、国や県から出される指針等に基づく通達を踏まえ、市教育委員会からは

「新型コロナウイルス等感染症への対応について」という文書を１月31日付で学校を通じて保護者

に発出いたしました。また、県教育委員会からの指示を受けて各学校は、「本校における新型コロ

ナウイルス感染症に係る当面の対応について」という文書を保護者向けに配布いたしました。これ

らの文書において、発症者が確認された場合の臨時休校措置等に関する原則や新型コロナウイルス

感染症対策として家庭に依頼する対応等を知らせてきたところです。 
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 そのような中、２月27日木曜日の夕刻、安倍晋三首相が感染の流行を早期に終息させるためには、

患者クラスターが次のクラスターを生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対

策を講じるべきとし、子どもたちの健康、安全を第一に考え、全国全ての小学校、中学校、高等学

校、特別支援学校について、３月２日月曜日から春休みまで臨時休校を要請しました。 

 翌２月28日金曜日８時半より、臨時教育委員会会議で臨時休校措置について説明を行いました。 

 同日９時には、「第４回四街道市新型コロナウイルス感染症対策本部会」が開かれ、教育委員会

が校長会と確認したことを受けて、四街道市として臨時休校を実施することを報告いたしました。 

 同日11時から臨時校長会議を招集いたしました。そこで４点、①３月２日月曜日から３月24日火

曜日までを臨時休校とすること、②定期的に家庭訪問を行い、児童生徒の安否、健康状況及び学習

状況等を確認すること、③卒業式は卒業生と教職員のみで実施すること、④修了式は実施しないこ

とを確認し、同内容を同日中に教育委員会からの通知の写しと学校からのお知らせとして保護者に

配布いたしました。 

 翌２月29日土曜日ですが、教育委員会内で各校の取組を校長会を通じて確認。依頼を行うことと

して、併せてこどもルームにおける児童の預かりに加えて、小学校１、２年生の児童と特別支援学

級の児童生徒の学校における預かりについて検討すべきとしました。 

 翌３月１日日曜日、13時頃から教育長、教育部長、学務課長で、①小学校１、２年生の児童と特

別支援学級の児童生徒の学校における預かり、②家庭訪問の実施方法についてを協議し、学校にお

ける預かりについては２日月曜日朝から早速対応すべきと判断をいたしました。 

 そして、急遽同日、３月１日日曜日の14時30分に小学校の校長を招集いたしました。小学校１、

２年生の児童と特別支援学級の児童の学校における預かりについて、保護者に連絡メールを配信す

るなどして周知を図ることとしました。中学校の特別支援学級の生徒については、各学校で個別に

対応していただきました。家庭訪問については、健康状況の把握、文書や課題等の配付など、短時

間で玄関先、インターホン等での対応となることもあるとして、訪問に当たる教職員の健康観察な

どにも十分留意して、感染拡大防止に当たることを確認いたしました。そして、16時30分から17時

までの間に保護者へメール配信等を行っていただきました。 

 そして、３月４日水曜日、卒業式の実施方法について、四街道市の医師会の役員から、医療の専

門的立場からの指導、助言、意見聴取を行いました。そして、参加者の席の間隔を十分に空け、そ

のために会場レイアウトを工夫する。それから、参加者全員マスクを着用し、アルコール消毒液を

入り口、会場に配置する。会場は窓を開放し、常時換気、暖かい服装での参加を呼びかけ、参加す

る児童生徒、教職員、保護者は、当日の朝、検温をし、異常のないことを確認して参加していただ

く。風邪の症状があれば参加をしない。時間短縮に努めるなどをご助言いただきました。このこと

を受けて、部内会議を開催いたしまして卒業式の実施方法について協議をいたしました。そして、

臨時校長会を開催して方向性を決定していく旨を確認し、昨日になりますが、３月５日木曜日９時

から臨時校長会議を開催いたしました。①卒業式の対応について、②休業中の児童生徒への対応に

ついて、登校日の設定等について協議し、本日意見聴取を行いました。卒業式については、保護者

の参加を可能とする点を確認いたしました。登校日を設けることについては、小学校と中学校で実

情が異なっており、状況を踏まえ教育委員会で検討を行い、改めて通知することといたしました。 

 そして、本日３月６日金曜日11時15分に、卒業式について各校で保護者に送付していただくメー

ル配信の案文と校長宛ての文書、保護者宛ての文書を送付したところです。引き続き、感染拡大防
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止に十分留意しながら、長期にわたる臨時休校の中で子どもたちや保護者等への適切な対応を検討

し実施できるように努めてまいります。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ほかに委員の皆様からご質問等ございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私は、質問ではなくて、お礼とお願いを申し上げたいと思います。この新型コロナウ

イルスに係る様々な対応についてお話を伺いました。改めて、教育長、先ほど国難というお言葉を

お使いになりましたが、この緊急事態において教育委員会の各課の皆さんが連携して一丸となっ

て、さらにまた市の本部会ですか、関係各所との連携を取りながら適切に対応をしていただいてい

るということに感謝を申し上げたいと思います。そして、しっかりとした方針を定めて、それらが

各学校を通して保護者の皆さんにも周知されている。この苦しい中でもしっかりと先を見通しなが

ら、それを受け止めてくださっているのではないかと。その先頭に立ってくださっている皆さんに、

まずお礼を申し上げたいと思います。 

 私からは３点ほどお願いをしたいと思いますが、１つは、国の首相といえども休校の命令はでき

ない。その権限を持っているのは各地の教育委員会の権限であるという、その責任の重さ、これを

重く受け止めて、まさに今、皆さんが寝る間も惜しんでやっていただいているかと思います。その

使命感をひしひしと感じているところですが、どうか災害等を想定して、できる限りの努力で子ど

もたちの命を守る。その強いリーダーシップをこれからもしていただきたいと思います。併せて既

に出している様々な指示ですが、きっといろいろな国等からの伝達等がある中で変えていかなけれ

ばいけないところもあるでしょうし、周囲の市町村の取組の状況を見ながら連携しなければいけな

い部分が出るかもしれません。ある意味柔軟な対応も含めて、これからも取り組みいただけるとあ

りがたいと思います。これが１点目です。 

 ２点目は、子どもの命と健康を守るという大義の上には、これに勝るものはないわけですが、一

面で考えると休校措置というのは子どもの教育を受ける権利を制限する行為です。特に学期の途中

で休みに入っていますので、中には全ての履修を終えていない子どもたちもたくさんいるのではな

いかと思います。学習の空白を作らないことへの取組というのは今後の課題になると思いますの

で、どうか先を見通し、まだ終わっていない子どもたちの教育内容をどう保障していくのか、そこ

は忘れないで手を打っていただけると大変ありがたいです。 

 ３点目ですが、本市には様々な国からの子どもたちがたくさんおります。また、テレビ等の報道

を見ていますと、既に中国等に対する根拠のない差別や偏見の言動が報道されていました。特に本

市において、いわれのない差別や偏見で苦しむ子どもが出ないように配慮していただきたい。既に

文書を教育長が出されておりましたが、一層注意を払って対応していただけるとありがたいと思い

ます。どうか、昼夜を問わず仕事をされていると思いますが、健康に留意して、この難局を乗り切

っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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〇教育長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

 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。 

 

○教育部長 特にございません。 

 

○教育長 それでは、以上をもちまして、（１）その他は終了いたします。 

 以上をもちまして、議事日程３、その他を終了します。 

 

閉会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして令和２年２月四街道市教育委員会会議定例会を終了します。 

 次回の会議は、３月27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。 
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   署 名 

 

     四街道市教育委員会教育長      髙 橋 信 彦 

 

 

     四街道市教育委員会委員      小舘  修 

 

 

     四街道市教育委員会教育総務課長    伊 藤 克 紀 

 

 


