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令和３年１０月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年１０月２１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 令和３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 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）事務局報告事項 

  （３）１０月の行事報告及び１１月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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          令和３年１０月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年１０月２１日（木）  午後２時～午後２時３４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 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  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10月四街道市教育委員会会議定例会を開会します。 

 今回の会議録署名人は、教育委員会会議規則第26条により豊田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 令和３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 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 令和３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
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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 資料１―１、議案第１号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第５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５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回四街道市議会臨時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。 

 資料１―２、補正予算書についてご説明します。 

 初めに、９ページをお開きください。最初に、歳入ですが、16款国庫支出金、２項国庫補助金、

５目教育費国庫補助金、学校保健特別対策事業費補助金135万円、その下の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金1,080万円となっています。 

 次に、歳出についてご説明します。18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、指導事務事業、18節負担金補助及び交付金82万円は、修学旅行を中止、延期

したことによるキャンセル料等の経費です。 

 次に、同ページ、同款同項同目学校教育活動継続支援事業270万円、10節需用費、消耗品費につ

いては、先ほど歳入でご説明しました学校保健特別対策事業費補助金を充当しています。 

 次に、19ページ、同款４項社会教育費、２目公民館費、公民館管理運営事業、17節備品購入費272

万3,000円、同ページ、同款５項保健体育費、２目体育施設費、体育施設管理運営事業、17節備品

購入費16万円は、公共施設の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、３公民館と温水

プールの空気清浄器購入に要する経費を計上するものです。財源については、国庫補助金の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当しています。 

 次に、同ページ、同款同項１目保健体育総務費、学校衛生管理事業、17節備品購入費351万円は、

公共施設の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、各学校の教室、職員室、保健室、

音楽室に室内の換気のタイミングや湿度、温度の状態を把握するために、ＣＯ２モニターの購入に

要する経費を計上するものです。財源については、国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を充当しています。 

 説明は以上です。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号について質疑はございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 歳出のところで、修学旅行キャンセル料等の補助金について、これは大体何校分に相

当するのか教えていただけますか。 
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〇教育長 末永副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 ２校分となります。 

 

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。 

 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 令和３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 全員賛成により、議案第１号 令和３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。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 次に、議事日程２、報告事項に入ります。 

 （１）、委員報告事項について、委員の皆様から報告等ございますか。 

 

〇池田委員 はい、お願いします。 

 

〇教育長 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 10月16日土曜日に参観した大日小学校運動会について報告します。 

 昨年は、低、中、高と学年別に時間を分けて実施したものを、今年度は全校で半日日程で行われ

ました。コロナ予防対策がしっかり取られ、保護者の応援は低、中、高学年ごとに入れ替えて行わ

れました。児童は、個人走、表現の２種目にどの学年も力いっぱい運動していました。 

 以上です。 

 

〇教育長 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、２校の体育祭と運動会のご報告をいたします。９月30日木曜日に四街道西

中学校の体育祭を参観してきました。各学年の団体競技はクラス対抗でしたので、しっかり作戦を

立てていたクラスは強いクラスの団結力を感じました。１、２学年の長縄跳びは、密を避けるため

に八の字の交差跳びにしていました。３学年の西中ソーランは、長ばんてんを着ての踊れるのは数
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十名で、その中でも選ばれた10名が黒長ばんてんを着て踊れるそうです。皆、自信を持ったいい笑

顔で、力強く踊っていました。校長先生から、西中の伝統で、１、２年生は、３年生の勇姿を見て、

長ばんてんを着て踊ることに憧れるとお聞きしました。閉会式での、実行委員長の話では、「成績

発表のときに勝っても、負けても拍手でお互いをたたえ合う姿がうれしかったです」と話され、私

もその姿がとてもほほ笑ましく、いい体育祭だったと感じました。 

 次に、10月16日土曜日に山梨小学校の運動会を参観してきました。準備体操は、初めて聞いた英

語バージョンのラジオ体操で行われました。競技は、低、中、高学年に分かれた徒競走と表現でし

た。表現では生き生きとダンスを披露し、最後にそれぞれの決めポーズを取り、退場しました。山

梨小学校では紅白の勝敗はつけず、全校での３つの縦割り団体競技のみ勝敗をつけていました。縦

割り活動は、日頃より多いらしく、高学年は低学年を上手にリードしていました。 

 両校ともに密を避ける競技の工夫や保護者数を制限し、正門でＰＴＡ役員の方が検温と消毒を

し、保護者方はリストバンドを着用していました。このリストバンドは、各校ＰＴＡで用意してく

れたそうですが、これは市Ｐ連で情報共有し、作成したそうです。ＰＴＡ役員の方も今できる形で

学校をバックアップしてくださり、感謝申し上げます。 

 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 今回は、運動会２校参観させていただきました。 

 まず、14日にはみそら小、16日には和良比小でした。どちらの学校も徒競走と表現の２種目でし

たが、どの児童も笑顔で明るく感じました。表現では、体全体を大きく使いリズミカルに踊ってい

たと思います。徒競走では、特に高学年ですが、体力がないのかゴール手前になると失速してしま

う児童が目につきました。両校の校長先生に「コロナ前と後での児童の体力の変化を感じますか」

とお聞きしましたら、お二人とも「体力が落ちていることは顕著に感じます」とお答えになってお

りました。これからの季節、寒くなりますが、できるだけ外に出て体をしっかり動かす行動を行っ

てほしいなと思っております。 

 和良比小は、児童数が758名と多く、密にさせない対策として、前半は２年、３年、５年生、後

半は１年、４年、６年生と入替え制とし、待機している児童は各教室で各自のタブレット端末で運

動会の映像をリアルタイムで鑑賞していました。この試みは、タブレット端末の有効活用のよいア

イデアの一つで、今後、さらなるタブレット端末の活用が進むのではないかと感じた一例でした。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私は、３校の体育祭と運動会を参観しましたので、その報告をいたします。 

 １点目ですが、９月30日、台風が接近していまして大変心配されましたが、千代田中学校の体育

祭を参観しました。手指消毒、１家庭１名に保護者の参観を限定、そういう中で、各家庭に対して
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は、ユーチューブの生配信をしながらの実施をされていました。体育祭は、全校で取り組む数少な

い行事の一つですので、皆さん大変楽しみにされていましたが、校長先生のお話では、この間、部

活動も十分できなかったために、100メートル走の場面もあったわけですが、体がついていかずに、

転んでしまう生徒が何人もいました。やっぱりここにもコロナの影響が出ているのだなと改めて思

った次第です。 

 また、先生の中には、競技の中で自ら積極的に参加していって場を盛り上げようとする姿もあっ

て、リモートでは味わえない生の授業というか、行事のよさというものを痛感した次第です。 

 また、10月16日には、中央小と四和小の運動会を参観してきました。中央小では、全校一斉に児

童が校庭に出て、午前中に低、中、高学年別の競技をまとめながら実施していました。また、四和

小では狭い敷地ですので、開閉会式をリモートで行っていました。そして、低学年、中学年、高学

年がそれぞれ１時間ずつ完全に保護者も児童も入れ替えをして取組をされていました。この両小学

校は、緊急事態宣言解除後でしたが、これまでどおりの感染防止に対する取組を慎重にされていて、

その中においても、子どもたちは大変いい表情で運動会を楽しむ印象的な場面がたくさんありまし

た。 

 以上です。 

 

〇教育長 では、私から１点報告します。今、教育委員の皆様が報告していましたが、私も10月16

日の土曜日に、小学校５校の運動会を参観しました。１校、大体20分程度の参観でしたが、その中

で５校とも子どもたちが大変一生懸命参加していました。それはすごく感動しました。子どもたち

にとって運動会が予定どおり実施できたことは非常によい思い出になったのではないかなと思い

ます。また、委員の皆様方がおっしゃられたとおり、学校の状況によって様々な工夫をされて運動

会が実施されていました。新しい運動会の形も試みている学校も、５校の中にありました。そうい

うことが非常に参観していて参考になりました。 

 私からは以上です。 

 

 （２）事務局報告事項 

 

〇教育長 次に、（２）、事務局報告事項に入ります。 

 前回の定例会以降に実施した各所属の主な事業等の報告について、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。 

 

〇教育総務課長 教育総務課の所管事業についてご報告します。 

教育委員会事務局運営事業では、10月18日に各学校に配置をお願いしています用務員委託につい

て、現在受託をしている株式会社総合環境と業務の内容について打合せを行いました。 

 次に、小学校及び中学校施設設備維持管理事業については、10月７日の地震により、翌８日の朝

８時前から各学校の被害状況の確認を行いました。被害のなかった学校は８校、エレベーターが停

止した学校が７校、停電等が１校、エアコンの配管が外れたところが１校、防火シャッターが下り

たところが１校という状況でした。エアコンの配管については学校で対処いただき、ほかの案件に
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ついては業者に連絡をして、早急に復旧を行いました。 

 そのほか、前回、八木原小学校大規模改造工事について、毎週金曜日に事業者と進捗の確認を行

いながら進めているとお話ししましたが、それに加えまして南小学校教室改造工事、旭中学校及び

千代田中学校のトイレ改修工事についても、隔週で事業者と当課の職員で進捗の確認を行っていま

す。 

 なお、八木原小学校北校舎改修工事については、10月７日に完了検査が終了しました。 

 以上です。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 学務課の所管事業についてご報告します。 

少人数教育推進事業では、11月１日から次年度の人員募集を開始するため、これに先立ち、現在、

近隣の７大学を訪問し、担当教授等に事業の説明と卒業予定の大学生に向けて募集案内の協力を依

頼しています。 

 外国人市民コミュニケーション事業では、19日に各学校の管理職等を対象に、千葉大学の新倉教

授を講師として「異文化理解研修会」を実施し、国籍による文化的背景の違いについて講義を受け、

外国籍児童生徒の理解を深め、今後の教育活動の工夫改善に資する機会としました。 

 健康診査事業では、教職員のメンタルヘルスの保持に向けて10月25日から各学校でストレスチェ

ックを実施します。専門機関による分析結果は、12月９日に学務課に届く予定となっています。 

 学校支援事業では、教育活動で生じた児童生徒のけが等の対応のためにタクシーを使用する緊急

搬送用自動車借り上げの９月の状況は、小中学校ともにゼロ件でした。 

 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 指導課の所管事業についてご報告します。 

 まず、教育支援事業において、10月５日に第１回教育支援委員会が開催されました。教育支援委

員会では、支援が必要な児童生徒の就学先について、障害の状態や教育上必要な支援の内容、本人

や保護者の意見、専門的な見地を踏まえ総合的に判断しています。また、就学後の支援の在り方の

助言を行うなど、継続的な教育的支援を行っています。当日の審議件数は65件でした。近年、審議

件数は増加傾向にあります。これは、保護者や教員が特別支援教育への視点を持ち児童生徒に接す

るなど理解が深まっているものと考えます。 

 続いて、指導事務事業において、修学旅行における感染症対策に万全を期すため、県外に宿泊す

る学校の参加児童生徒及び引率職員を対象に市負担によりＰＣＲ検査を行うこととしました。10月

に実施した中学校１校、11月以降に実施する小学校５校が対象となります。検査方法は、唾液採取

によるもので、検体をまとめて業者に発送し、検査結果を電子メールにて報告を受けることになり

ます。なお、実施した学校からは、大きな混乱があったという報告は受けておりません。 

 以上です。 
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〇教育長 久保木社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 社会教育課の所管事業についてご報告します。 

 市民芸術公演事業では、10月５日から17日の間、市民ギャラリーにおきまして、第30回郷土作家

展を開催しました。前期の５日から10日は書道、工芸、後期の12日から17日は絵画の展示を行い、

期間中899人の方が入場されました。 

 市民文化祭事業では、10月17日から11月７日の期間、市民文化祭が文化センターで開催されます。 

 10月17日に、市民芸能発表会、和太鼓フェスティバルの発表を行いました。 

 10月24日に、ダンシングフェスティバル、フラダンスフェアの発表を行います。 

 10月29日から11月３日に文化センター会館棟において、児童生徒作品展を開催します。 

 また、11月上旬に市民文化祭展示部門として、市内の文化芸術活動団体の活動の様子を撮影する

予定です。 

 今年度の市民文化祭については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、無観客または関

係者のみの公開で開催します。 

 市民文化祭、児童生徒作品展の様子については、今後、写真スライドショーなどの形でウェブ上

にて公開していく予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中スポーツ青少年課長、お願いします。 

 

〇スポーツ青少年課長 スポーツ青少年課の所管事業についてご報告します。 

 青少年健全育成事業では、青少年健全育成大会で毎年配布している啓発用ティッシュの内容を見

直して作成をしました。９月下旬に市役所第二庁舎、公民館、図書館に配布及び設置をしています。 

 青少年体験活動事業では、10月５日に開催されました青少年体験活動実行委員会の会議に出席し

まして、来年度の活動に向けた方向性について意見交換を行いました。 

 また、スポーツ普及促進事業では、10月７日から、昨年度、一度も開催できなかったスポーツ教

室を再開しました。 

 体育施設管理運営事業では、10月１日より休館をしていました各社会体育施設を再開しました。

なお、学校開放事業においても、同様に再開をしているところです。施設改修については、引き続

き現場確認、積算作業等を進めるとともに、10月初旬にはＰＣＢ廃棄物の処分を実施しました。 

 以上です。 

 

〇教育長 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 図書館の所管事業についてご報告します。 

 資料管理整備事業では、10月１日から図書館及び移動図書館の巡回の再開により、多くのご利用

をいただいているところです。入館時の体温計測、手指のアルコール消毒等、感染症対策は市民に

浸透しており、図書除菌機を利用される姿も多く見られました。 

 貸出冊数については、９月は5,241冊、10月は20日までで１万9,070冊となっています。 
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 読書学習推進事業では、10月19日に絵本の会を開催し、17人の参加がありました。 

 31日には、あおぞらおはなし会を開催し、併せて移動図書館の紹介、見学を行う予定です。 

 11月は、絵本の会等、定例行事のほか、栗山小学校と四和小学校の１年生を対象に移動図書館の

学校訪問として、ブックトークと「はたらく自動車」・移動図書館の見学を行う予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 鶴田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の所管事業についてご報告します。 

 青少年育成支援事業では、９月の相談活動については46件ありました。 

 補導活動については、緊急事態宣言発令中ですので、青少年補導委員による活動は行っていませ

ん。その間は、青少年育成センター職員により、大型店舗棟を中心に適宜見守り活動を行っていま

すが、補導対象となる青少年はいませんでした。 

 10月より、青少年育成センターによる市内小中学校の学校訪問を開始し、本日までに小学校５校、

中学校３校を終えました。訪問した学校においては、どの学校も落ち着いて学校生活を送っていま

した。10月においては、今後、小学校２校、中学校１校の学校訪問を予定しています。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの報告について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 学務課長にお伺いします。教職員のストレスチェックについて、その対象は誰ですか。 

 

〇学務課長 基本的には学校で勤務している職員全てが対象となります。市勤務の職員について

は、市で定期的に行うことになっていますので、そういう意味では、全勤務の者ということになり

ます。 

 

〇小舘委員 では、それに関して、要望とかではないのですが、今朝の新聞記事の中で、学校職員

の超過勤務の状況がちょっと記事に載っていて、特に中学校の教頭の５割以上がいわゆる過労死ラ

インを超えている勤務の実態になっていたと。それから、教諭でいうと30％程度が超えている。い

まだにそこが解決されない状況だというような記事がちらっと載っていました。そういうこととス

トレスというのは決して無縁ではないだろうとも思いますので、四街道の状況はどうなのか分から

ないのですが、ぜひ先生方の業務の負担軽減や、勤務環境の改善などについては、課長中心にまた

現場へのご指導をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 ないようですので、（２）、事務局報告事項を終了します。 
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（３）１０月の行事報告及び１１月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（３）、10月の行事報告及び11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、10月の行事報告及び11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。 

 初めに、10月の行事について申し上げます。１ページから２ページをご覧ください。 

 最初に、事業関係ですが、各種公民館事業、図書館事業のほか、社会教育課所管の市民文化祭が

17日から11月７日まで文化センターにて開催されています。ほか、小学校では運動会、中学校では

合唱祭が実施されます。 

 会議関係では、６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、13日に同

協議会理事会が実施されました。また、15日には教育総務課所管の総合教育会議がズームを活用し

たウェブ会議室にて開催されました。 

 続いて、11月の行事予定ですが、３ページから４ページをご覧ください。事業関係では、各種公

民館事業、図書館事業のほか、28日にはスポーツ青少年課所管の第41回子どもフェスティバルが四

街道総合公園キャンプ場で予定されています。 

 会議関係では、２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、10日に同

協議会理事会が、24日には第２回学校警察連絡委員会が予定されています。 

 22日には、指導課所管の市子ども読書活動推進計画策定委員会が、30日には教育支援委員会が予

定されています。 

 その他の行事については、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 ないようですので、（３）、10月の行事報告及び11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。 

 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。 

 末永副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 特にございません。 

 

〇教育長 ないようですので、その他を終了します。 
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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10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11月19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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


