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令和３年８月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年８月２７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 四街道市立小学校及び中学校の通学区域規則の一部を改正する規則の制定につ 

        いて 

  議案第２号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）について 

  議案第３号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 

  議案第４号 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２年度対象）について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）８月の行事報告及び９月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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令和３年８月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年８月２７日（金）  午後２時～午後２時３３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  田中友季子 

          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       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３年８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条により田中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、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、また今定例会につきましては傍聴の

受入れを中止しておりますので、ご理解くださるようお願いします。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 四街道市立小学校及び中学校の通学区域規則の一部を改正する規則の制定につ 

        いて 

学務課 
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〇教育長 それでは、議事日程により会議を進めます。 

 議事日程１、議決事項に入ります。 

 議案第１号 四街道市立小学校及び中学校の通学区域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。 

 石川学務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇学務課長 お手元の資料１―１、１ページから３ページを御覧ください。議案第１号 四街道市

立小学校及び中学校の通学区域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。 

 本案は、令和４年１月31日より、成山及び中台の各一部で住居表示を実施することに伴い、みそ

ら小学校及び旭中学校の通学区域に、たかおの杜を加えるため提案するものです。 

 以上、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。 

 討論がないようですので、採決を行います。 

 議案第１号 四街道市立小学校及び中学校の通学区域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 全員賛成により、議案第１号 四街道市立小学校及び中学校の通学区域規則の一部を改

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 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第４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２号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第４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。 

 末永副参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 議案第２号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第４号）のうち教育委員会

所管分については、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。 

 本案は、令和３年度四街道市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）に同意すること

について、市長が令和３年第３回四街道市議会定例会に議案を提出するため、地方教育行政の組織
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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、資料１―２を御覧ください。補正予算書についてご説明します。 

 初めに、補正予算書７ページをお開きください。第３表、債務負担行為補正において、追加が17

件ございます。これは今後債務を負担するため、期間及び限度額を設定し、承認を得るものです。

教育部の案件は、７ページ、９段目、自家用電気工作物保安管理委託385万9,000円のうち、社会教

育課50万1,000円、スポーツ青少年課49万8,000円が含まれています。 

 その下、10段目、消防設備保守点検委託819万7,000円のうち、教育総務課612万3,000円、スポー

ツ青少年課20万1,000円が含まれています。 

 続いて、９ページをお開きください。上から８段目、学校用務員業務委託1,390万4,000円は、教

育総務課の事項です。 

 その下、９段目、通学用バス借上料297万4,000円は、学務課の事項です。 

 その下、10段目、ＩＣＴ支援員業務委託2,200万円は、指導課の事項です。 

 その下、11段目、機械警備委託（小中学校）174万円は、教育総務課の事項であり、小学校分が

122万8,000円、中学校分が51万2,000円です。 

 その下、12段目、小荷物専用昇降機保守点検委託99万2,000円は、教育総務課の事項です。 

 その下、13段目、自家用電気工作物保安管理委託（小中学校）436万3,000円は、教育総務課の事

項であり、小学校分が307万5,000円、中学校分が128万8,000円です。 

 その下、14段目、エレベーター保守点検委託270万円は、教育総務課の事項です。 

 その下、15段目、複写機等用紙購入（小中学校）653万5,000円は、教育総務課の事項であり、小

学校分は355万3,000円、中学校分が298万2,000円です。 

 その下、16段目、空調設備用ＬＰガス購入188万円は、教育総務課の事項です。 

 続いて、10ページをお開きください。１段目、複写機使用料（図書館）７万円、その下、２段目、

図書館業務委託2,859万円は、図書館の事項です。 

 その下、３段目、掘削業務委託89万5,000円は、社会教育課の事項です。 

 その下、４段目、スクールソーシャルワーカー委託285万2,000円は、青少年育成センターの事項

です。 

 その下、５段目、児童生徒教職員健康診断業務委託1,511万5,000円は、学務課の事項です。 

 最後になりますが、下段の学校給食業務用プロパンガス購入170万7,000円は、指導課の事項です。 

 次に、11ページを御覧ください。第４表、地方債補正、追加の下段、体育施設整備事業、限度額

5,530万円は、総合公園体育館空調設備熱源機更新工事の財源として措置するものです。 

 次に、歳入ですが、15ページをお開きください。20款繰入金、１項基金繰入金、１目基金繰入金、

１節基金繰入金、健康スポーツ振興基金繰入金マイナス32万5,000円については、印旛郡市民スポ

ーツ大会が中止となったことにより減額補正をするものです。 

 次に、16ページをお開きください。23款市債、１項市債、６目教育債、３節保健体育債、体育施

設整備事業債5,530万円は、総合公園体育館空調設備熱源機更新工事に充当するものです。 

 次に、歳出補正の主なものについてご説明いたします。39ページをお開きください。９款教育費、

１項教育総務費、３目教育研究指導費、教育ネットワーク基盤整備事業、17節備品購入費308万円

は、充電保管庫を購入する経費です。 

 その下の学校体育振興事業、13節プール使用料マイナス267万3,000円は、新型コロナ感染症の影
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響によりプール授業が中止となったため減額するものです。 

 同款２項小学校費、１目学校管理費、小学校施設管理事業、17節備品購入費324万2,000円は、和

良比小学校の教室が増えるための経費です。 

 次に、40ページをお開きください。同款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、14節工事請負費1,282万6,000円は、令和４年度に四街道北中学校、四街道中学校の生徒増

が見込まれるため、教室の改修工事の経費です。 

 次に、41ページをお開きください。同款４項社会教育費、１目社会教育総務費、文化講演事業、

青少年健全育成事業、青少年体験活動事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、それぞれ

事業が中止となったことから減額するものです。 

 同41ページから42ページになりますが、同款同項２目公民館費、公民館管理運営事業、12節委託

料19万8,000円は、券売機設定変更委託料で、11月から新500円硬貨発行に伴い、３公民館に設置し

ている券売機内の硬貨選別機の部品交換に伴う経費です。 

 次に、43ページから44ページですが、同款５項保健体育費、１目保健体育総務費、スポーツ普及

促進事業、ガス灯ロードレース大会事業、印旛郡市民スポーツ大会事業は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、それぞれ事業が中止となったことから減額するものです。 

 次に、同ページ、同款同項２目体育施設費、体育施設管理運営事業、14節工事請負費6,144万6,000

円は、総合公園体育館空調設備熱源機更新工事に伴う経費です。うち先ほど歳入でもご説明いたし

ましたが、5,530万円が体育施設整備事業債が充当されます。 

 次に、同ページから45ページですが、同款同項３目学校給食費、学校給食管理運営事業269万7,000

円ですが、１節報酬156万2,000円は、学級増や八木原小学校大規模改修工事に伴う配膳員の増員分

の経費です。 

 続いて、17節備品購入費113万5,000円ですが、四街道北中学校の冷凍冷蔵庫、八木原小学校のク

ラス用運搬車の更新に伴う経費です。 

 ほか職員人件費につきましては、人事異動等の要因により、それぞれ計上されております。 

 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。 

 討論がないようですので、採決を行います。 

 議案第２号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第４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３年度四街道市一般会計補正予算（第４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３号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 
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図書館 

〇教育長 次に、議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）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 議案第３号 附属機関委員の委嘱については、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、四街道市立図書館条例第８条第５項の規定により、図書館協議会委員を委嘱するために

提案するものです。資料１―１、５ページ及び６ページを御覧ください。市民公募による委員を含

め10名を任命いたします。委嘱年月日は、令和３年８月27日、任期は令和３年９月１日から令和５

年８月31日までの２年間です。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３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。 

 討論がないようですので、採決を行います。 

 議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）、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３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）

は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第４号 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２年度対象）について 

教育総務課 

〇教育長 次に、議案第４号 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２年度対象）

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 資料１―１、７ページ及び資料１―３を御覧ください。 

 議案第４号 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２年度対象）については、四

街道市教育委員会行政組織規則第８条第20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、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとと

もに、公表するため提案するものです。 
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 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４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。 

 討論がないようですので、採決を行います。 

 議案第４号 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２年度対象）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 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２

年度対象）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 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。 

 では、私から１点報告します。 

 ８月18日水曜日に、東京2020パラリンピック聖火リレー千葉県聖火フェスティバルが実施されま

した。当市では、プログラムの一つである東京2020パラリンピック聖火の元となる市町村の火を起

こすための採火を同日、総合公園多目的運動場で実施しました。オリンピック聖火リレーを走行す

る予定であった３名のサポートランナーが、伝統的な火起こしの方法の一つである、まいぎりを用

いて種火を起こし、車椅子陸上競技の選手としてアテネ、ロンドン両パラリンピックで活躍された

花岡伸和さんに火をつなぎ、四街道市の火を採火しました。その後、県内全ての市町村で採火され

た市町村の火は、市原市にある市原スポレクパークで一つに集められ、千葉県の火とする集火式が

実施されました。集火式には、私が当市の代表として出席し、ステージに登壇して集火台への点火

を行いました。採火や集火台への点火の様子は、四街道市のホームページに掲載しております。 

 以上です。 

 それでは、（１）、委員報告事項を終了します。 

 

（２）８月の行事報告及び９月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（２）、８月の行事報告及び９月の行事予定についてに入ります。 

 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 資料２を御覧ください。８月の行事報告及び９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。 
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 初めに、８月の行事についてご報告します。資料１ページを御覧ください。 

 会議関係は、指導課所管の研修会のうち、４日にいじめ防止に関する研修会、19日に教務主任研

修会、24日に人権教育・命の教育研修会及び読書活動研修会が、それぞれオンラインにて実施され

ました。 

 事業関係では、18日にスポーツ青少年課所管の東京2020パラリンピック聖火リレーとして総合公

園多目的運動場にて採火式、市原スポレクパークにて集火式が実施されました。 

 31日には社会教育課所管のアシスト事業一日体験講座が予定されています。 

 続いて、９月の行事予定について、資料２ページを御覧ください。 

 会議関係では、１日に青少年育成センター所管の市青少年補導委員連絡協議会役員会、８日に同

理事会が予定されています。 

 同じく８日には学務課所管の生活習慣病事後措置会議及び就学時健康診断会議が予定されてい

ます。 

 事業関係では、各種公民館事業、図書館事業ございますが、９月１日から９月12日、緊急事態宣

言が解除まで市の公共施設が休止となります。また、運動会並びに体育祭がそれぞれ予定されてお

りますが、こちらは新型コロナウイルス感染症の状況によっては、今後実施日の変更があると聞い

ております。 

 その他の行事については、記載のとおりです。よろしくお願いいたします。 

 

【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）、８月の行事報告、９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。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 学務課に質問します。 

 本市における教職員の働き方改革の現状と取組等について教えてください。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 お答えします。 

 現状としましては、本年度６月の月の時間外在校等時間が45時間を超えた職員が、小学校では

50.4％、中学校では58.8％でした。昨年度は、緊急事態宣言に基づく臨時休校があり、単純に比較

できないため、令和元年度と比較すると減少傾向にあります。感染症対策による教育活動の見直し

等による改善が促進される一方で、新たな業務負担もあり、単純には業務改善が進まない状況です。 

 教育委員会の取組みとしましては、教職員の長時間労働解消をはじめとした業務改善を重視し、

在校等時間を把握して指導、助言に努めるとともに、校長に対して今年度の学校経営の重点目標に
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業務改善に係る事項を設定するよう指示し、全教職員の実践を促進しています。また、学校行事や

その準備時間等の縮減、会議や打合せの精査等による時間の捻出、マークシートや集計ソフト等の

ＩＣＴ活用、データ共有やスケジュール管理、児童生徒の情報管理等には校務支援システムを活用

するなど、業務の合理化、効率化を図っています。さらに、少人数指導教員や特別支援教育支援員、

部活動指導員など、市費による人員の確保にも努めています。各校長は、これらの効果的な活用を

工夫して、学校の実情に応じた具体策を講じ、長時間労働解消も含め全職員で取り組んでいます。 

 以上です。 

 

〇教育長 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 ありがとうございます。子どもたちにとって、学校は一番身近な大人の職場であり、

教師という仕事は子どもたちの人生に大きな影響力を持つ職業だと思います。難しい問題も多々あ

ると思いますが、先生方が生き生きと働くことができるように、引き続きよろしくお願いします。 

 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 指導課に質問します。 

 全ての児童生徒にデジタル端末が配布されて初めての夏休みですが、自宅に持ち帰り、デジタル

端末で行う宿題が出されている学校、学年があると耳にしております。どのような内容の宿題なの

か、幾つか教えていただきたいと思います。さらに、四街道市内の何割程度が端末での宿題を行っ

ているのか、分かりましたら教えてください。 

 以上です。 

 

〇教育長 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 お答えします。 

 夏季休業期間中、持ち帰りをした学校の全てで課題を出しています。課題の内容としては、学習

支援ソフトによるドリル学習の推奨、オンライン機能を活用した小テストの実施、カメラ機能を活

用した観察記録や写真日記等を実施しています。課題ではありませんが、リモートによるオンライ

ン登校日を実施した学校もあります。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中委員、よろしいですか。 

 

〇田中委員 はい、ありがとうございました。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 
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 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、今定例会の議事日程は全て終了しました。 

 令和３年８月四街道市教育委員会会議定例会はこれにて閉会します。 

 次回の会議は、令和３年９月24日金曜日午後２時から第２会議室にて定例会を開催します。 

 お疲れさまでした。 

 


