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令和２年３月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和２年３月２７日（金） 

午後３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２年度教育施策について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）３月の行事報告及び４月の行事予定について 

 

３ その他 

  （１）３月市議会概要について 

  （２）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コーディネーター） 

     （四街道市巡回相談員） 

     （四街道市総括支援コーディネーター） 

  （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 ３月定例会会議録 

 

日  時      令和２年３月２７日（金） 午後３時３０分～午後４時１５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 部 参 事  濱田 宗孝 

          教 育 総 務 課 長  伊藤 克紀 

          学 務 課 長  安川 裕樹 

          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３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年度教育施策について 

教育総務課 

〇教育長 議事日程１、議決事項に入ります。 

 議案第１号 令和２年度教育施策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。 
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 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年度教育施策について、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１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、本案は四街道市教育振興基本計画の基本方針の下、令和２年度の教育施策を策

定するため提案するものです。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第１号については、事前に御覧いただいていると思いま

す。何か質問はございますか。よろしいですか。 

 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。 

 府川教育長職務代理者。 

 

〇府川教育長職務代理者 今新型コロナウイルス感染症拡大防止で必死の状況です。私たちは、こ

のことを十分理解して、そのための行動が求められています。ですから、今の令和２年度教育施策

の中でも、諸事業についてはそのことを十分意識しながら取り組むことが、例えばこの事業は中止

するとか、この事業は延期するとか、そういう判断がこれから非常に重要になってくると思います

ので、教育委員会事務局の所管課長には、そのことを十分考慮しながら本年度の事業を実施してい

ただきたいと思います。私からの意見です。お願いします。 

 

〇教育長 これからの状況によって行事の実施等は慎重に検討していくということですね。ありが

とうございました。 

 ほかに討論はありますか。 

 討論がないようですので、表決を採ります。 

 議案第１号 令和２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２年度教育施策については、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 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。 
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〇豊田委員 私からは２点ご報告がございます。１点目は、３月12日木曜日に旭中学校の卒業式に

出席してまいりました。例年の卒業式とは異なりましたが、義務教育の全課程を修了した128名、

残念ながら当日欠席３名の卒業生は、しっかりした姿勢で卒業式に臨んでいました。校長式辞では、

感謝の心の大切さと、米津玄師さんの「カイト」という前向きな元気になる楽曲を例に生徒に思い

を語っていらっしゃいました。卒業生皆さんの新たなスタートを心より応援いたします。 

 ２点目は、３月17日火曜日に大日小学校の卒業式に出席してまいりました。87名の児童が大日小

学校を卒業いたしました。式典での別れの言葉は本来であれば在校生との掛け合いですが、残念な

がら卒業生のみとなり、練習も当日の朝行ったそうで緊張感が伝わってきました。ですが、しっか

りした別れの言葉と歌声がすばらしかったです。また、式典後に校長先生から保護者の方へ、卒業

生には卒業前の貴重な日々を学校で過ごさせてあげられなかったことが残念で申し訳なく思うと

語られ、保護者の方々もそんな先生方の思いが伝わったと見受けられました。とても和やかな卒業

式でした。中学校でのさらなる成長と活躍を願っています。小中学校ともに人生の節目である卒業

式を挙行できたことは、大変よかったと感じました。また、各学校のＰＴＡ会長の祝辞ですが、卒

業生を思う気持ちが伝わりました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 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２校の卒業式に参加いたしましたので、その様子を報告させていただきま

す。 

 １点目、３月12日木曜日ですが、千代田中学校の卒業式に出席いたしました。在校生の出席はな

く、体育館の出入り口、あるいは窓、それらを全て開け放しての卒業式でした。校長先生からは、

主体的にこれからしっかりと生きていってほしいという餞の言葉がありました。在校生がいない中

でしたが、出席者全員がお互いに最後のいい思い出の時間をつくろう、そういう気持ちの伝わって

くるすばらしい式だったと思います。124名全員進路も決まって立派に巣立っていきました。 

 ２点目、３月17日火曜日ですが、山梨小学校の卒業式に出席いたしました。卒業生23名という大

変小さな学校ですが、群読形式を取り入れて体育館いっぱいに歌声を響かせて、卒業証書を受領し

た後は、それぞれの子どもがその親御さんの元に、その証書を見せながら感謝の手紙を手渡し、    

心温まる式だと思いました。子どもたちは式練習を一度もできなかったということでしたが、大変

落ち着いた態度で臨んでいたと思います。この年度末で定年退職される玉川校長先生からは、１つ

は、思いやりの気持ちを大切に、それから１つは、地域の皆さんや山梨の自然を大切にした山梨の

教育をやってきたが、卒業生はそれにしっかりと応えてくれた、立派に成長した、そういうお褒め

の言葉、そしてはなむけの言葉がありました。 

 以上です。 
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〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ほかにございますか。 

 田中委員。 

 

〇田中委員 私からも卒業式のお話をさせていただきたいと思います。西中学校の卒業式に参列い

たしました。保護者の出席は各家庭最低人数というお願いを皆さんが聞き入れてくださり、中学校

側も保護者の席を指定席にしたため混乱なく行うことができました。校長先生の式辞では、やれる

範囲で最高の卒業式にしようと先生方と頑張りました。在校生は残念ながら出席できませんが、在

校生の気持ちを込めて皆さんを送り出したいと思います。卒業生にはなむけの言葉として「塞翁が

馬」という言葉を贈りますというお話で、ことわざの意味を分かりやすく説明しておりました。こ

れからの長い人生、自分の予想や思いどおりにならないことが多々ありますが、くじけることなく、

感謝と謙虚な気持ちを忘れず前を向いて歩んでほしいと締めくくっておりました。 

 続いて、小学校の卒業式は吉岡小に伺いました。卒業生の服装ですが、女子は数人が中学校の制

服でしたが、男子は９割方が中学校の学ランでした。華美にならず、本来の卒業式とはこのような

雰囲気ではないかと感じました。呼名のときの返事も、どの子も元気がよくてよかったと思います。

校長先生の式辞では、自分の興味のあること、好きなことを見つけ、やり遂げてほしいです。今は

ＳＮＳなどの情報発信されるものの中には偽りが混ざっていたりします。自分でよいもの、悪いも

のを判断し、自分のやることは自分で決められる自己決定ができる人になってほしいとのお話でし

た。その後、本来は在校生からの歌を教職員全員で、別れの歌として「ビリーブ」を歌っておりま

したが、先生方の気持ちの籠もった感動的な歌となったと私は思っております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 府川教育長職務代理者、お願いします。 

 

〇府川教育長職務代理者 私から中学校と小学校の卒業式に参列しましたので、その感想を申し上

げます。 

 まず、３月12日木曜日に四街道中学校の卒業式に出席しました。春の日差しが差し込み、開かれ

た窓からは爽やかな風が入る体育館で、保護者、教職員が迎える中、卒業生が入場し式が始まりま

した。卒業生は213名でございました。式の中での校歌斉唱は、卒業生の元気な歌声が体育館に響

き渡りました。続いて、横山校長先生から卒業生一人一人に卒業証書が渡されました。校長式辞で

すが、卒業式が例年と異なる中での実施について、保護者の皆様への説明と感謝の言葉が述べられ、

次に録音してある歌声が流れました。その歌声は、合唱祭での卒業生の学年合唱でした。横山校長

先生は、その歌声の印象に触れながら、四街道中学校の校訓である自律、貢献について説明し、学

校のリーダーとして、卒業生が自律、貢献を見事に刻んでくれたと卒業生を褒めたたえました。次

に、今渡した卒業証書について、そこには皆さんの名前があります。担任は、皆さんの名前を呼び、  

一度も練習しないで立派にできたことを誇りに思います。人生には節目があると。中学校を卒業す

る、この節目に皆さんに考えてほしいこととして、応援してくださった周りの方々へ感謝をしてほ

しいなどの話をされました。送別の言葉は、体育館のステージのスクリーンに在校生代表の生徒が
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映し出され、その生徒が卒業生への感謝の言葉や卒業生から学んだことを述べる様子が映されまし

た。卒業の言葉は、卒業生代表の生徒が冒頭、当たり前の日常が当たり前でなくなる苦しさと悔し

さで胸が張り裂けそうですと。今は仲間たちとの思い出は尽きません。今日という日が長く続いて

ほしいと語り、次に３年間の思い出を語りました。修学旅行では地域の方々の温かさを学びました。

部活動ではたくさん怒られました。今後の人生でないと思うチームメートが互いに尊重し、心から

最高の仲間と出会えたことなどを涙声で語られました。最後に、会場にいない在校生へメッセージ

が述べられました。恐らくこの代表生徒は、このメッセージを在校生に機会あるたびに伝えてほし

いのではないかと、私は聞いていて想像をさせていただきました。四街道中学校の卒業証書授与式、

教職員、卒業生の底力を目の当たりにして大変感動させていただきました。 

 次に、中央小学校の卒業式に出席しました。中学校と同様に保護者、教職員が体育館で迎える中、

卒業生が入場して式が始まりました。卒業生は147名です。矢田部校長先生が卒業生一人一人に卒

業証書を渡されました。校長式辞ですが、矢田部校長先生が２月28日のことを卒業生に語りかけま

した。その日、６年生を慕う１年生から５年生が集まる中、６年生は「旅立ちの時」を在校生の前

で歌いました。そして、みんなで校歌を歌い、突然の別れに卒業生は在校生に励ましの言葉を送り、

今日集うことができました。そして、皆さんの中央小での学びが今日終わりました。卒業証書を手

にした皆さんから希望と決意が伝わってきました。学年の願いである一人一人の花を咲かせよう

と、皆さんはいろいろなことに頑張りましたと卒業生の活躍を述べられ、皆さんはこれから多くの

出会いがあり、悩み苦しむ時期もあると。そのときこそ周りの皆さんに感謝の気持ちを持って過ご

してください。最後に、出席の保護者の方へ感謝の言葉が述べられました。卒業の歌では、卒業生

がステージ前のひな壇へ移動し、保護者のほうに向かって歌われました。すばらしい歌声でござい

ました。その後ですが、卒業生一同から定年退職される矢田部校長先生ほか２名の先生方へ卒業証

書が手渡されました。式次第には書かれてありませんでした。その卒業証書の文面には、３名の先

生方へのこれまで指導してくださった感謝の言葉が記されていました。３名の先生方にとっては最

高のプレゼントになったのではないかと、視聴させていただきながら思いました。卒業生が自席に

戻った後、閉式の言葉があり、その後、体育館の職員席にいた教職員全員がひな壇に移動し、卒業

生に歌を贈りました。歌の題名は「いのちの歌」です。卒業生を励まし続けた中央小学校の先生方

の歌声は、すばらしかったです。卒業生、保護者、教職員の皆さんには、３月17日は恐らく忘れら

れない一日になったのではないかなと、私はその場にいて思いました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 私からは、四街道北中学校の卒業式と四街道小学校の卒業式について報告いたします。 

 四街道北中学校では、校長先生の式辞の中で、人生には思わぬことが起きると。皆さんは、この

卒業式を人生の糧にしていただきたいという話がありました。卒業生の代表の方の話の中で、ここ

にはいないけれども、在校生にこれからの北中学校を託したいという切々とした思いが語られまし

た。卒業生は、みんなほとんどが涙をして、一回も練習はなかったということですが、非常にきち

んとした態度で感動的な卒業式を行うことができました。この四街道北中学校の卒業式を見て、そ

れまでの教育活動の成果がここに表れたと感じました。 

 続いて、四街道小学校では、校長先生から保護者や自分の周りの人への感謝の気持ちを持ちまし
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ょう。これからの人生、自分の周りにいる人たちの気持ちが大切なのだという話がありました。 

 卒業式全体についてですが、北中と四街道小の卒業式から離れますが、保護者の皆さんは本当に

整然として、ほとんどの保護者が１名以下の参加でした。非常に良識的な保護者の方たちだと思い

ましたし、卒業式の様子も職員から聞きますと、どの卒業式も子どもたちがしっかり自分の卒業を

見つめ、感動的な卒業式が行われたという報告を受けました。私自身も卒業式に参加をして、この

子どもたちの姿に感動いたしました。 

 以上です。 

 

（２）３月の行事報告及び４月の行事予定について 

 

〇教育長 続いて、（２）、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。 

 はじめに、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ページを御覧ください。 

 ３月６日金曜日14時からは、２月の教育委員会会議、定例会を開催しております。 

 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が、新型コロナウイルス

感染症が拡大している状況を受け、中止といたしました。 

 ３月16日月曜日９時からは、教育委員会会議臨時会を開催しております。 

 本日金曜日15時30分からは、３月教育委員会会議定例会を開催しております。 

 続きまして、４月の予定ですが、４月24日金曜日14時からは教育委員会会議定例を開催する予定

です。 

 その他は記載のとおりです。 

 教育総務課からは以上です。 

 

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。 

 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 それでは、資料２の２ページを御覧ください。学務課所管の行事報告と予定について

説明させていただきます。 

 今月は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時校長会議を開催しております。期日はご確認

いただければと思います。国や県の通知に基づきまして十分な対策を講じて、小中学校ともに、先

ほど報告があったとおり卒業式を実施することができました。 

 本日３月27日ですが、縮小した内容ではありましたが、市教職員の辞令交付式を開催しておりま

す。 

 新年度、４月７日火曜日に市内小中学校において、現在始業式を実施し学校を再開する予定をし

ております。 

 また、４月９日木曜日に市内中学校の入学式、10日金曜日に小学校の入学式を行う予定です。 

 その他の行事については、資料のとおりです。 



 8 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 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。行事報告ですが、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しました。 

 次に、４月の行事予定ですが、７日火曜日に学校図書館システム研修会並びに特別支援教育支援

員・学校司書合同研修会、10日金曜日に第１回特別支援教育研修会、22日水曜日に第１回教育ネッ

トワーク連絡会議を実施する予定です。 

 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、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・予定表を御覧ください。

３月の行事報告ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事は全て中止となりました。 

 ４月の行事予定ですが、20日月曜日に市民ギャラリーの抽選会を予定しております。 

 続きまして、資料２の５ページ、公民館の行事報告・予定表を御覧ください。３月、４月の公民

館の講座はございません。 

 その他行事につきましては、記載のとおりです。 

 社会教育課と公民館の行事報告と予定は以上です。 

 

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ページを御覧ください。 

 ３月の行事報告ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全て中止となりました。 

 続きまして、４月の予定ですが、６日月曜日から17日金曜日にかけ、令和２年度学校体育施設開

放学校別説明会をそれぞれの学校において開催する予定となっております。 

 12日月曜日に市青少年相談員連絡協議会総会を、16日木曜日に市体育協会総会を、26日木曜日に

市子ども会育成連合会総会が予定されておりますが、今後新型コロナウイルスの状況によりまして

は日程変更等生じる場合があります。 

 その他、記載のとおりとなります。 

 以上です。 



 9 

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。 

 

〇図書館長 資料２の７ページを御覧ください。図書館の行事報告と予定です。 

 ３月の行事は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、全て中止といたしました。 

 健康増進課の３、４カ月児健康相談が中止となったことから、「はじめまして、絵本」事業も中

止となりました。 

 ４月は、子どもの読書週間に併せ、23日木曜日より中身の見えない袋にお薦めの本を入れて貸し

出す「ほんのおたのしみぶくろ」を実施する予定です。 

 その他、記載の集会行事を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら開

催の判断を行ってまいる予定です。 

 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ページを御覧ください。３月の行事については、11日水曜

日に青少年補導委員連絡協議会役員会及び理事会を行いました。 

 18日水曜日の第２回中高補導委員等連絡会は、感染拡大防止のため中止といたしました。 

 次に、主要行事の実施状況等についてですが、２月の相談活動は27件でした。補導活動では570

名に愛の一声をかけました。 

 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。よろしいですか。 

 では、質問がないようですので、議事日程２、報告事項（２）３月の行事報告及び４月の行事予

定については終了いたします。 

 以上をもちまして議事日程２、報告事項を終了いたします。 

 

３．その他 

 （１）３月市議会概要について 

 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 （１）、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。 
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 荻野教育部長、お願いします。 

 

〇教育部長 それでは、私から、資料３の１をごらんください、令和２年３月定例市議会の概要を

報告いたします。 

 ３月定例市議会は、３月10日火曜日に開会され、３月30日月曜日までの21日間の日程で開催され

ています。教育委員会関連の議案といたしまして２件上程しておりますが、令和２年度四街道市一

般会計予算については現在審議中でございます。 

 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第７号）につきましては、原案どおり可決されました。 

 代表質問の日程は、３月17日火曜日から19日木曜日までのうち３日間で、６名の議員が質問に立

ち、そのうち４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。 

 なお、１名が通告を取り下げました。 

 主な項目について申し上げます。学校教育に関しましては、新型コロナウイルス対策、次年度か

らの学習内容についてなど、社会教育、スポーツに関しましてはありませんでした。 

 施設に関しましては、学校の施設環境整備について、その他としましては、通学路の防犯、交通

安全対策についてなど、多岐にわたる質問があり、それぞれ答弁をいたしました。 

 報告につきましては、以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいまの説明について質問等はございますか。よろしいですか。 

 質問がないようですので、（１）、３月市議会概要については終了いたします。 

 

 （２）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コーディネーター） 

    （四街道市巡回相談員） 

    （四街道市総括支援コーディネーター） 

 

〇教育長 次に、（２）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コ

ーディネーター、四街道市巡回相談員、四街道市総括支援コーディネーターに入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 四街道市外国語教育コーディネーター、四街道市巡回相談員、四街道市総括支援コー

ディネーターにつきまして、資料３の２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、

ご報告をさせていただきます。任期は、いずれも令和２年４月１日から令和３年３月31日までの１

年間です。 

 以上です。 
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【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいまの説明について質問等はございますか。よろしいですか。 

 質問がないようですので、（２）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

国語教育コーディネーター、四街道市巡回相談員、四街道市総括支援コーディネーターは終了いた

します。 

 

 （３）その他 

 

〇教育長 次に、（３）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 指導課に質問させていただきたいと思います。今年度の中３での英検受検に関して、

受検者数と英検３級以上の合格率を教えていただけたらと思います。受検料補助での準２級以上の

受検者数も併せて教えていただけたらありがたいと思います。お願いいたします。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 今年度の中学３年生、公費負担による受検者数は634人でした。３級以上の合格率は

約41％でした。準２級以上の受検者数は125人でした。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございます。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 ほかに質問等ございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、実際の機能の面での扱いですが、新型コロナウイルスに関して１点だけ教

えていただきたいと思います。先週から今週にかけまして政府あるいは文科省等々から、今後の全

国一斉の休校措置の要請はしていただくという話が出ておりまして、ガイドラインについても簡単

に示されていることではあります。これから学校再開に向けまして、設置者にとっては大変難しい

対応が求められるところだと考えています。これから入学式、あるいは始業式、さらにまた４月か

らの正常な日々、これらがどのような姿で行われていくのか。この辺について現時点で持っておら

れる状況や見通し等、分かる範囲で教えていただけたら大変ありがたいと思います。 

 もう一つは、この間の休校の状況で、市民や保護者等から特に教育委員会に寄せられた声の中で

気になるものがあったら教えてください。よろしくお願いします。 
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〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 現時点における四街道市内小中学校の入学式や始業式等、それから４月以降の対応に

ついてですが、３月25日水曜日に臨時の校長会議を開催して、文部科学省より示された学校再開へ

のガイドライン等に基づきまして、市教育委員会が検討した内容を確認し共通理解を図ったところ

です。現状４月からは通常の教育活動再開を予定をしておりますが、感染拡大防止に当たって換気

の悪い密閉空間、それから人の密集、近距離での会話や発声といった３つの条件が重なる状況が生

じないように徹底すること。そして、毎朝の検温や風邪症状の確認、マスクの着用、教室等の小ま

めな換気、こういったことを行うように指示をいたしました。 

 なお、今後の情勢によっては、こういった対応についても、さらなる変更をする場合もあり得る

旨を確認しました。 

 入学式についてですが、卒業式と同様に来賓の参加を行わず教育委員会からのメッセージを伝え

させていただくのみとして、保護者の参加は感染防止対策を行った会場に見合う１名程度の参加、

在校生は代表等のみといたしまして、参加者のマスク着用、それから会場の常時換気、実施時間を

最小限にすること、連絡等確認をしています。 

 始業式についても、全児童生徒等が体育館等に集合して実施するのではなく、放送等で行う工夫

を検討するように指示をいたしました。 

 ２点目の休校中の子どもたちの様子や保護者から寄せられている声の中で気になる点ですが、小

中学校の家庭訪問を実施しており、小学校の子どもたちの様子は、家庭学習に取り組んでいる子ど

もたち、それから運動場に来て縄跳びなどをして過ごしている姿を確認しています。 

 中学校では、登校日に久しぶりに再会を喜ぶ姿や主体的に家庭学習に取り組んでいる状況を確認

しております。保護者の皆様からは、臨時休校措置について、もう少し準備の時間があったほうが

よかったというご意見や、集団感染防止の観点からは迅速な対応に安心をされたという意見も寄せ

られました。卒業式の実施については、例年と同じ式が開催できないことは残念ですが、我が子の

晴れ姿を見ることができて感謝をしていますといった声もいただきました。家庭訪問を行っている

点につきましては、子どもたちが、先生が来てくれて喜んでいる。それから、学習資料を届けても

らって大変助かる。本当にご苦労さまですといったねぎらいの言葉も多数いただいていると報告を

受けております。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 どうもありがとうございます。この間いろいろな対策会議や丁寧な指導を重ねていた

だいたということがよく分かりました。どうもありがとうございます。この休校中は登校日の設定

だけではなく、他の市町ではやっていない家庭訪問まで本市ではやってくださっていたということ

で、現場の人は大変であったと思いますが、それが保護者や子どもたちの安心や信頼というものに

つながっているのではないかと思います。その先頭に立ってご指導いただいた教育委員会の皆さん

には、まず御礼を申し上げたいと思います。とはいえ、これからの状況を考えていったときに、コ
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ロナウイルスに関するものが終息するかと言われたら、終息ではない可能性も大きい部分があると

思います。既に東京都と４つの県が、この週末は移動を自粛するというお知らせもしているという

ニュースが入ってまいりました。それらを考えたときに本当に事務局の皆さんは、心身ともに疲れ

ていくような状況がさらに続いていくと思いますが、ただこの状況を考えたときに、さらに学校現

場が混乱することなく、先生方や校長先生方が子どもたちや家庭にしっかりと向き合って教育活動

が正常に進行できるように、ぜひとも丁寧な指導だとか助言をお願いしたいと思いますし、先ほど

府川教育長職務代理者からもお話がありましたが、状況によっては大胆な決断を下さなければいけ

ないということも含めてお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

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 引き続き、学務課に質問いたします。先ほど家庭訪問ということが出ていましたが、

家庭訪問における休学中の児童生徒の生活面と学習面について、さらに詳しく様子を教えていただ

きたいと思います。 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 家庭訪問は、小学校では３回から５回、中学校では２回から３回の予定で計画を立て

て実施をいたしました。訪問時には、教職員はマスクを着用して感染防止に努めるとともに、必要

に応じて家庭学習のプリント等を届けさせていただいておりました。その家庭訪問の中で子どもた

ちが元気に生活できている様子も確認できました。自宅のそばで縄跳びをして体を動かしている姿

も見られたと報告を受けております。自宅で過ごす時間がどうしても長くなっていたようですが、

お届けする学習プリント等に取り組んだり、ラインズｅライブラリアドバンスを活用したりして、

スマートフォンやパソコン等で自宅学習にも取り組んでいたということも報告を受けております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 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 青少年育成センターも休校中巡回を行いましたので、その辺りをお話

しさせてください。大型店舗や児童公園等を巡回した様子ですが、休校した３月上旬はほとんど児

童生徒の姿が見られませんでした。３月下旬になり多くの児童生徒の姿が見られるようになってい

ますが、非行等問題となる行動は見られませんでした。 

 以上です。 

 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 
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〇豊田委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長 ほかにございますか。よろしいですか。 

 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、（３）、その他は終了いたします。 

 以上をもちまして議事日程３、その他を終了いたします。 

 

閉会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして、令和２年３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、令和２年４月24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。 
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