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令和元年５月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年５月２７日（月） 

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 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市いじめ問題対策連絡協議会） 

  議案第２号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市いじめ対策調査会） 

  議案第３号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市学校給食運営委員会） 

  議案第４号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市社会教育委員） 

  議案第５号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市文化財審議会） 

  議案第６号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市スポーツ推進審議会） 

  議案第７号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会） 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）５月の行事報告及び６月の行事予定について 

 

３ その他 

  （１）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推進検討委員） 

     （学校支援地域本部事業 地域コーディネーター） 

     （教科協力員） 

     （四街道市特別支援教育専門家チーム委員） 

  （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市青少年補導委員） 

    （３）その他 

閉 会 
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令和元年四街道市教育委員会会議 ５月定例会会議録 

 

日  時      令和元年５月２７日（月） 午後２時～午後３時００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  須郷 恭子 

          委          員  小舘  修 

 

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 正之 

          スポーツ振興課長補佐  田中 紀道 

          図 書 館 長  小野日実子 

          青少年育成センター所長  峯島 正樹 

 

傍聴人       ２名（男性 １名、女性 １名） 

 

 

 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、令和元年５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田中委員にお願いします。 

 傍聴人の皆様にお願いを申し上げます。本日、教育委員会会議を傍聴される皆様にお配りしてあ

ります会議資料のうち、議事日程、行事報告・予定表はお持ち帰りが可能です。ただし、その他の

資料につきましては回収させていただきますので、ご了承願います。 

 それでは、四街道市教育委員会会議規則第23条の２の規定により、ここからの進行を府川職務代

理者にお願いいたします。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市いじめ問題対策連絡協議会） 
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指導課 

〇教育長職務代理者 それでは、議事日程により会議を進めさせていただきます。 

 議事日程１、議決事項に入ります。議案第１号附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ問

題対策連絡協議会）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いたします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇指導課長 議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ問題対策連絡協議会）、

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。 

 提案理由ですが、本案は四街道市いじめ防止対策推進条例第11条第１項及び四街道市いじめ問題

対策連絡協議会の組織及び運営に関する規則第３条第１項の規定により補欠委員を委嘱するため

提案するものであります。任期は、令和元年５月27日から令和２年６月30日までです。委員候補者

については、２ページのとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 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。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 教育長、お願いします。 

 

〇教育長 いじめ問題対策連絡協議会におきましては、ここにありますとおり、市内小中学校、Ｐ

ＴＡ、高校、それから関係機関、関係部署との連携を図るものです。現在いじめ問題は、新聞等で

報道されておりますが、本市においてはいじめ防止、そしていじめが発生したときの対策について、

この協議会でしっかり対応できるように対策を講じたいと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにありますか。 

 では、表決をとります。 

 議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ問題対策連絡協議会）、原案のとお

り可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により、議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市いじ

め問題対策連絡協議会）は原案のとおり可決されました。 

 

  議案第２号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市いじめ対策調査会） 

指導課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ対策調査
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会）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いたします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇指導課長 議案第２号 附属機関委員の委嘱について、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。 

 提案理由ですが、本案は四街道市いじめ防止対策推進条例第11条第２項及び第４項の規定並びに

いじめ対策調査会規則第２条第１項の規定により委員を委嘱するため提案するものです。任期は、

令和元年６月１日から令和３年５月31日までです。委員候補者については、６ページのとおりです。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 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。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 教育長、お願いします。 

 

〇教育長 四街道市いじめ対策調査会につきましては、その表のとおり、弁護士、それから発達心

理学の教授、警察関係者等から成っています。また、教育関係の経験者につきましても、このお二

人の方は四街道市での勤務の経験が全くない方であり、第三者機関としての役割をしっかり果たし

ていただけるものと考えております。客観的、公平公正な調査をしていただける方だと考え、委嘱

したいと考えております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 ないようですので、議案第２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ対策調査会）、

表決をとります。原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市いじめ

対策調査会）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 

        （四街道市学校給食運営委員会） 

指導課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市学校給食運営委

員会）を議題とします。 

 議案第３号について、事務局より説明をお願いいたします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 
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〈提案理由の説明〉 

〇指導課長 議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市学校給食運営委員会）、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。 

 提案理由ですが、本案は四街道市学校給食運営委員会条例第３条第４項の規定により補欠委員を

委嘱するため提案するものです。任期は、令和元年５月27日から令和２年５月31日までです。委員

候補者については８ページのとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第３号について質問はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、表決をとります。 

 議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市学校給食運営委員会）、原案のとおり可決

することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 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（四街道市学校給

食運営委員会）は原案のとおり可決されました。 

 

  議案第４号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市社会教育委員） 

社会教育課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第４号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教育委員）

を議題とします。 

 議案第４号について、事務局より説明をお願いいたします。 

 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１の11ページをお開きください。議案第４号 附属機関委員の委

嘱について（四街道市社会教育委員）ですが、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11号の規

定によりまして、教育委員会の議決を求めるものです。 

 １、附属機関の名称は、四街道市社会教育委員です。２、委員候補者につきましては、12ページ

の委員名簿（案）を提出しておりますが、竹澤英樹ほか13名です。公募委員に関しましては、３名

のところ２名の応募でしたので、６月から１名の再公募を行います。委嘱年月日は令和元年６月１

日、任期は令和元年６月１日から令和３年５月31日までの２年間です。 

 提案理由ですが、本案は社会教育法第15条及び四街道市社会教育委員設置条例第３条の規定によ

り委員を委嘱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いたします。 

 

 

【質疑応答】 
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〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第４号について質問はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、表決をとります。 

 議案第４号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教育委員）、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第４号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教

育委員）は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第５号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市文化財審議会） 

社会教育課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第５号 附属機関委員の委嘱について（四街道市文化財審議会）

を議題とします。 

 議案第５号について、事務局より説明をお願いいたします。 

 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１の13ページをお開きください。議案第５号 附属機関委員の委

嘱について（四街道市文化財審議会）ですが、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。 

 １、附属機関の名称は、四街道市文化財審議会。２、委員候補者につきましては、次の14ページ

に委員名簿（案）を提出しておりますが、樋口昭です。３、委嘱年月日は、令和元年５月27日。任

期は、令和元年５月27日から令和３年３月31日までの期間です。 

 提案理由ですが、本案は、四街道市文化財の保護に関する条例第25条第２項の規定により、委員

を委嘱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いたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第５号について質問はございますか。 

 ないようですので討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、表決をとります。 

 議案第５号 附属機関委員の委嘱について（四街道市文化財審議会）、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第５号 附属機関委員の委嘱について（四街道市文化財

審議会）は、原案のとおり可決されました。 
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  議案第６号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市スポーツ推進審議会） 

スポーツ振興課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第６号 附属機関委員の委嘱について（四街道市スポーツ推進審

議会）を議題とします。 

 議案第６号について、事務局より説明をお願いいたします。 

 田中スポーツ振興課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇スポーツ振興課長補佐 それでは、資料１の17ページをご覧ください。議案第６号 附属機関委

員の委嘱について（四街道市スポーツ推進審議会）、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11

号の規定によりまして教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、四街道市スポーツ推進審議会条例第３条第１項の規定により委員の任期満了に

伴い、新たに委嘱するために提案するものです。 

 委員候補者につきましては、次の18ページに委員一覧表を添付しております。 

 任期は、令和元年６月１日から令和３年５月31日までとなります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第６号について質問はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、表決をとります。 

 議案第６号 附属機関委員の委嘱について（四街道市スポーツ推進審議会）、原案のとおり可決

することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第６号 附属機関委員の委嘱について（四街道市スポー

ツ推進審議会）は原案のとおり可決されました。 

 

  議案第７号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会） 

スポーツ振興課 

〇教育長職務代理者 次に、議案第７号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立小学校及び中

学校の校庭、体育館開放運営委員会）を議題とします。 

 議案第７号について、事務局より説明をお願いいたします。 

 田中スポーツ振興課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 
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〇スポーツ振興課長補佐 それでは、資料１の19ページをご覧ください。議案第７号 附属機関委

員の委嘱について（四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会）、四街道市教育

委員会行政組織規則第８条第11号の規定によりまして教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会設置条例第２条第

１項の規定によりまして、補欠委員を委嘱するため提案するものです。今回対象になるのは、20ペ

ージに記載の３名の委嘱となります。 

 任期は、令和元年５月27日から令和２年５月31日までです。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいま説明がありました議案第７号について質問はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、表決をとります。 

 原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長職務代理者 全員賛成により議案第７号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立小学

校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会）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、議決事項を終了いたします。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長職務代理者 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。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、私から前回の定例会以後の活動について２点ご報告を申し上げます。 

 １点目ですが、５月14日火曜日、青少年育成センターにおいて行われました地域コーディネータ

ー会議に参加いたしました。今年で10年目を迎えるとのことで、市内各小中学校の地域コーディネ

ーターと学校担当者が一堂に会し、教育長から委嘱状が交付されました。その後、髙野総括支援コ

ーディネーターから４点留意事項を指摘いただきました。１つは、学校の願いを具現化していただ

きたい。１つは、学校の必要や教師の声をしっかりと届けてほしい。もう一つは、子どもたちにこ

の地域コーディネーターの取り組みをしっかりと周知してほしい、併せて地域にもそのことを知ら

せてほしい。そして、最後に予算執行上の留意事項等についてご指摘をいただきました。その後、

各中学校区に分かれまして、昨年度の成果と課題を確認し合って、本年度の取り組みについて熱心

な協議が行われました。最後に、各地区からの報告がありまして、今年度の充実した取り組みのス

タートが切られました。特に昨今子どもたちに関わる校外活動、あるいは登下校時の交通事故、こ

れらが頻発しているわけですが、地域の皆さんのおかげで安心して、そして安全な生活環境が保た
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れていること、あるいは学習環境が維持されているということを改めて感謝したいと思いますし、

この場をかりて御礼を申し上げたいと思っています。 

 これに関連しまして、指導課にひとつお願いですが、先般の新聞報道では県教委から子どもたち

向けの交通事故防止リーフレットがこの後配布されると報道されておりました。決して各学校配布

して終わりではないと思いますが、どうかそれらのものも含めてさまざまな形で子どもたちの交通

安全に関わる指導が実効になるようにご助言をお願いできたら、大変ありがたいと思います。１点

目は以上です。 

 ２点目ですが、５月21日火曜日、旧茂原市民会館を会場に千葉県市町村教育委員会連絡協議会総

会に参加しました。本年度の事業あるいは予算の決定をされた後、特別講演としまして「新しい学

習指導要領におけるプログラミング教育について」と題しまして、文科省の小林努氏から特別講演

をお聞きいたしました。これによると、新学習指導要領が2020年から全面実施されていきますが、

その柱の一つに情報教育が位置づけられていて、既に移行期間として各学校で実施されている。教

育の情報化というのは、１つは情報活用能力の育成、１つはＩＣＴの効果的な活用でわかりやすい

授業を提供する。そして、もう一つは、校務処理の効率的な遂行と。これらをもって最終的には教

育の質の向上を図りたいのだと。このために教育の情報化に力を入れているのだという説明でし

た。今後、子どもたちも含めて人口がどんどん減少していく、あるいは急激な技術革新がされてい

く社会。その中で子どもたちがしっかりと適応していく、あるいはたくましく生きていく。そのた

めには避けて通れないのがこのプログラミングを含めた情報教育の分野だということを力説され

ておられました。特にその中でも、ＯＥＣＤ諸国において授業やその他の活動の中のパソコンを活

用した状況というのは日本が一番遅れているという厳しい現状報告がございました。その資料等を

拝見しますと、教育用パソコン１台当たりの児童生徒数ですが、千葉県は全国の中でも最下位グル

ープに位置しておりました。本県の状況はどうなのか大変気になったところですし、その他のもの

でも例えば全国の普通教室の無線ＬＡＮ整備率は34.5％、あるいは普通教室の校内ＬＡＮの整備率

が90.2％、あるいは高速インターネットの接続の状況が91.8％という数字が報告されていて、私の

知っている学校でそんなに状況が高い数字が出ているだろうかと気になりながらその話を伺って

いました。当面１日１時間程度のパソコンを使える環境を整備している。そして、校内に４校に１

人程度のＩＣＴ支援員を配置していくということを文科省として計画しているといった特別講演

の概要でした。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 先ほどの小舘委員と同じ２点ほどご報告をさせていただきたいと思います。説明が同

じになりますので、そのとき感じたことをお話しさせていただきたいと思います。まず、５月14日

火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。この事業が始まりまして10

年を迎えます。本市の取り組みは、コーディネーターやボランティアのおかげで順調に進んでいる

かと思います。新しいことに挑戦することも大切ですが、今までやってきたことを継続するという

ことも、また重要で難しいことかと思います。ボランティアの方々の高齢化や保護者の多忙化など
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で今後の人材確保の問題がありますが、広報活動を広く行っていただいて問題解決の糸口につなが

ることを期待したいと思っております。 

 続いて、21日火曜日の茂原の千葉県市町村教育委員会連絡協議会の総会と特別講演ですが、2020

年度から小学校、2021年度から中学校で全面実施となるプログラミング教育ですが、まだまだ環境

が整っていない学校が多くあるのが現状だそうです。平成30年３月の状態で教育用のコンピュータ

ー、１台当たりの児童生徒数の全国平均は5.6人なのですが、これは３クラスに１クラス分程度の

整備と考えているということです。ですが、千葉県はその点7.9人ということに今なっていて全然

コンピューターが足らない状態ということが報告されています。本市でも、最低でも１クラス分以

上のタブレットやノートパソコンなど持ち運びが可能な整備をしていただいて、多くの授業に活用

できる準備を行っていけたらと思っております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 では、私からも２点報告させていただきます。小舘委員、田中委員からも報告がございましたが、

１点目、本年度の第１回地域コーディネーター会議が５月14日火曜日に行われ出席しましたので、

報告をさせていただきます。まず、本市の学校支援活動事業について、主管課である指導課の担当

職員より資料をもとに説明がございました。その後、昨年度までの取り組みについて成果と課題や

今後の取り組みについてグループ協議が行われました。成果としては、教育活動の充実が図られて

いる、コーディネーターの方が地域と学校の関わりをつなげてくれているなどの話がございまし

た。課題としては、保護者の協力などＰＴＡ組織とどうつながりを持っていくか。ボランティア活

動のさらなる周知などが挙げられていました。会議の最後に、私からは、教育委員会としては、毎

年教育施策を策定し、教育活動を推進しています。その教育施策の中に、家庭、学校、地域の持つ

教育力を高め合い、３者が連携する体制づくりに取り組んでいく。その事業がこの学校支援活動事

業であります。またこの事業を通して大人の方の生涯学習や自己実現に役立つものになり、学校と

地域、地域と地域のつながりがさらに強いものになっていくと思いますと話をさせていただきまし

た。以上です。 

 ２点目は、先ほどもご報告がありましたが、５月21日火曜日に令和元年度千葉県市町村教育委員

会連絡協議会定期総会が旧茂原市民会館で行われ、出席しましたので報告をします。総会の中で、

齋藤晟会長からは、子どもたちが真に自立できること、力強い子どもの育成が私は重要であると皆

さんに話がございました。来賓祝辞では、千葉県教育委員会教育次長の吉野美砂子氏から３点お話

がございました。１点目ですが、千葉県教育振興基本計画第２次、本年度最終年度である、２月を

目途に第３期を策定していくとのお話でした。２点目は、学校における働き方改革について話があ

りました。業務改善や意識変化が大事であるが、まだ十分に教職員の意識改革が進んでいない状況

があるのではないかとお話がございました。３点目は、綱紀粛正についてでした。不祥事根絶の具

体的行動を促してほしいとのことでした。以下、特別講演は、小舘委員、田中委員からの報告のと

おりです。 

 以上です。 

 ほかにありますか。 

 髙橋教育長、お願いします。 
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〇教育長 私からは、２点報告いたします。まず１点目は、５月17日金曜日に行われました市ＰＴ

Ａ連絡協議会の総会に参加いたしました。市内の幼稚園、小学校、中学校、高校のＰＴＡの連絡協

議会です。幼稚園から高校までが入ったＰＴＡ連絡協議会は恐らく四街道だけだと思います。子ど

もたちのため、学校と車の両輪のごとく歩みを進めていっていただいたということを、その会議の

中で実感いたしました。市教育委員会といたしましても、ＰＴＡの皆様の意見や要望をしっかり受

けとめ、子どもたちの教育に臨んでいきたいと考えます。同時に行事や予算等の審議も真剣に行わ

れた総会でございました。 

 ２点目は、５月25日土曜日に行われました青少年補導委員連絡協議会総会に参加いたしました。

総会に先立ちまして23名の新たな補導委員の皆さんに委嘱状をお渡しいたしました。補導委員連絡

協議会は、愛の一声運動、それから補導活動、環境浄化等に積極的に取り組んでまいります。また、

近年は、高校生も参加するというような、ほかにはない新たな取り組みも行っていただいています。

20年前にこの青少年育成センターが立ち上がったときに、この青少年補導委員の皆様が本当に苦労

して愛の一声運動、補導、それから環境浄化、当時は補導する子どもたちがたくさんいました。今

はほとんどいません。環境浄化につきましても、20年前はそれこそポスター剥がし、シール剥がし

からたばこの吸い殻まで非常に熱心に環境浄化を行っていただきましたが、今はそのようなものは

ほとんど見ることはありません。このように子どもたちの状況や市内の環境がよくなったのも、こ

の青少年補導委員の皆様のご苦労があったからだと思います。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ありがとうございました。 

 ほかに委員の皆様からありますか。 

 それでは、議事日程２、報告事項（１）委員報告事項は終了いたします。 

 

 （２）５月の行事報告及び６月の行事予定について 

 

〇教育長職務代理者 次に、（２）行事報告及び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ページをご覧ください。本日14時からは、教育委員会会議

定例会を開催しています。 

 続きまして、６月の予定ですが、６月27日木曜日、14時からは教育委員会会議定例会が開催され

る予定となっています。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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。 
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〇学務課長 それでは、学務課の５月の予定ですが、資料２の２ページをご覧ください。学務課か

らの行事報告と予定についてご説明を申し上げます。 

 定例の校長、教頭会議は、資料のとおりとなっております。本日５月27日月曜日より北総教育事

務所による学校訪問が開始されております。この訪問は、教育事務所が各学校を支援する目的から、

その経営の改善の状況を把握し、適切な助言を行おうとするものです。本市は、この後引き続き７

月16日火曜日まで各小中学校を計画的に訪問していただきます。 

 また、６月からは市内全小学校において薬物乱用防止教室、市内全中学校において非行防止教室

を開催させていただきます。来月開催予定の学校は、資料のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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。はじめに、行事報告ですが、５月10日金曜日に

サポートネットワーク会議、14日火曜日に地域コーディネーター会議、21日火曜日に外国語教育推

進検討委員会並びに特別支援教育専門家チーム会議のそれぞれ第１回目を実施しました。22日水曜

日には就学相談説明会を南部総合福祉センターで実施しました。 

 次に、６月の行事予定ですが、１日土曜日に小学校９校で運動会を実施予定です。４日火曜日に

キャリア教育推進会議、５日水曜日に学校司書・学校図書館主任研修会、11日火曜日に第１回特別

支援教育連絡会議を実施予定です。また、19日水曜日に教育支援担当者会議、27日木曜日に第２回

いじめ対策調査会を実施予定です。その他、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 続いて、社会教育課から公民館もあわせてお願いします。 

 真田社会教育課長。 

 

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。

５月の行事報告ですが、11日土曜日に歴史民俗資料室でカイコ教室を開催し、参加人数は児童39名、

大人38名、計77名の参加がございました。17日金曜日に文化センターにおきまして市ＰＴＡ連絡協

議会総会、20日月曜日に市役所５階大会議室で第１回市民文化祭実行委員会を開催しました。 

 ６月の行事予定につきましては、22日土曜日に市民大学一般課程の開講式、続いて、翌週29日土

曜日に四街道市民大学講座一般課程第２講を予定しております。 

 後援行事等は記載のとおりです。 

 引き続き、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。５月の行事報告です

が、９日木曜日に福寿大学を千代田公民館で開講しました。17日金曜日に長寿大学を四街道公民館

で開講し、135名の参加がございました。そのほか、記載の各講座が開講しております。 

 ６月の行事予定につきましては、20日木曜日に千代田公民館でタブレット講座を予定しており、

20名程度のところを、５月24日金曜日現在、男性５名、女性15名が参加予定です。26日水曜日に旭

公民館で第２回目のあさひ寿大学を予定しております。その他行事につきましては、記載のとおり
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です。 

 また、後援行事等につきましても、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 続いて、スポーツ振興課からお願いします。 

 田中スポーツ振興課長補佐、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長補佐 それでは、資料２の６ページをご覧ください。５月の行事報告ですが、

23日木曜日に第22回ガス灯ロードレース大会第１回実行委員会を開催しました。24日金曜日につき

ましては、第１回市青少年問題協議会を開催いたしました。 

 続きまして、６月の予定ですが、１日土曜日17時から、四街道公民館において通学合宿親子説明

会、９日日曜日から11日火曜日まで同じく四街道公民館において第17回通学合宿を開催いたしま

す。それと13日木曜日、18時30分から文化センターにおきまして市体育協会理事会を、29日土曜日

17時から旭公民館において通学合宿親子説明会を予定しております。その他、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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 図書館の行事報告と予定です。５月は、定例のおはなし会、「はじめまして、絵本」

事業のほか、春の読書週間に合わせ、中勘助の著作「銀の匙」をテキストに読書会を開催しました。

また、毎年保育園等へ司書が出向いて行う出張おはなし会が始まりました。 

 ６月は定例のおはなし会、「はじめまして、絵本」事業などのほか、21日金曜日に主に乳幼児に

絵本を読み聞かせる機会を持つ大人を対象にした絵本の選び方講座を開催する予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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ページをお開きください。５月の行事報告についてです

が、７日火曜日に第１回小中生徒指導担当者会議を青少年育成センターで開催しました。25日土曜

日に市青少年補導委員の委嘱を行い、続いて第20回四街道市青少年補導委員連絡協議会定期総会が

開催されました。31日金曜日には第１回こども110番協議会が開催されます。その他、記載のとお

りです。 

 次に、６月の行事予定についてですが、21日金曜日に第１回中高補導委員等連絡会が開催され、

市内の中高等学校及び近隣の高等学校の生徒指導担当者が集まり、情報交換等を行います。その他、

記載のとおりです。 

 以上です。 
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【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 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。 

 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 社会教育課に質問させていただきます。公民館の行事やさまざまな講座が始まり楽し

そうな催しに心が躍ります。プログラミングやタブレット講座は、今の時代ならではだと思いまし

た。また、２・３歳児ひよこ教室と２歳児子育て教室の参加者が少ないと思いましたが、これも少

子化だからですか。 

 

〇教育長職務代理者 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 公民館ではニーズに合った講座の開催を毎年検討しております。プログラミング

やタブレット講座なども10年前、20年前にはなかった講座です。仰せのとおり、時代に合った講座

ということで近年開催を始めたところであり、好評価をいただいています。先ほどタブレット講座

の申し込み人数を申し上げましたが、定員20名のところ、申し込みは現在25名いるということで、

かなり好評価をいただいています。四街道公民館の２・３歳児ひよこ教室や千代田公民館の２歳児

子育て教室ですが、資料２の５ページの数字、こちらは５月13日月曜日現在で記載をしておりまし

て、５月24日金曜日現在では四街道公民館のひよこ教室は３組増の９組、千代田公民館の子育て教

室は９組増の12組となっております。とはいいましても、ひよこ教室は、昨年の21組から半減をし

ており、子育て教室も昨年の16組の４分３にとどまっている状況です。当市の２、３歳児の人数を

比較しますと、近年は大きく増減はしておりません。参加者が少なくなっている理由としましては、

公民館以外でも同様の教室が開催されるようになり、保護者の方の選択肢が増えていることも要因

の一つにあるものと考えます。 

 以上です。 

 

〇須郷委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 では、続けて、須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 図書館に質問させていただきます。６月10日月曜日の図書館訪問ですが、つぼみ幼稚

園のお子さんが来てくださるようですね。とてもよい機会になると思います。今後も幼稚園児の図

書館訪問はありますか。 

 

〇教育長職務代理者 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 つぼみ幼稚園とは開館以来の交流があり、毎年１回図書館を訪問してくださいます。

年中組の２クラスの子どもたちがバスに乗って来館し、児童室で自分の好きな絵本を選んで楽しん

でいます。１クラスずつおはなしのへやで図書館司書が絵本を１冊読み聞かせをしています。短い
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時間ですが、子どもたちが地域の図書館に足を運び、さまざまな絵本に触れる機会となっています

ので、今後とも園の希望を伺いながら続けていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 ほかの幼稚園の訪問はありますか。 

 

〇教育長職務代理者 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 つぼみ幼稚園のほかには、保育園ミルキーホーム四街道園、また、緑ヶ丘幼稚園の合

わせて３園が訪問をしてくださっております。 

 以上です。 

 

〇須郷委員 ありがとうございます。 

 

〇教育長職務代理者 ほかに委員の皆様から質問ございますか。 

 ないようですので、議事日程２、報告事項（２）行事報告及び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）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推進検討委員） 

    （学校支援地域本部事業 地域コーディネーター） 

    （教科協力員） 

    （四街道市特別支援教育専門家チーム委員） 

指導課 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 （１）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推進検討委員、学

校支援地域本部事業 地域コーディネーター、教科協力員、四街道市特別支援教育専門家チーム委

員に入ります。 

 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 まず、四街道市外国語教育推進検討委員につきまして、資料３の１の１ページに記載

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、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの１年間です。 

 次に、学校支援地域本部事業、地域コーディネーターにつきまして、資料３の１の２ページに記



 16 

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、平成

31年４月１日から令和２年３月31日までの１年間です。 

 次に、教科協力員につきまして、資料３の１の３ページ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、令和元年５月１日から令和２年３月31日

までです。 

 最後に、四街道市特別支援教育専門家チーム委員につきまして、資料３の１の４ページに記載し

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、平成31年

４月１日から令和２年３月31日までの１年間です。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいまの説明について質問等はございますか。 

 ないようですので、（１）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

育推進検討委員、学校支援地域本部事業 地域コーディネーター、教科協力員、四街道市特別支援

教育専門家チーム委員は終了いたします。 

 

 （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

    （四街道市青少年補導委員） 

 

〇教育長職務代理者 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（四街道市青

少年補導委員）に入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 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 四街道市青少年補導委員の委嘱について、資料３の２の１ページをご

覧ください。５月25日土曜日の四街道市青少年補導委員連絡協議会総会において、教職員の異動、

ＰＴＡ役員の改選などにより欠員が生じた青少年補導委員について学校職員７名、ＰＴＡの方16名

の23名を新たに委嘱しました。任期は、令和元年６月１日から令和２年５月31日までです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長職務代理者 ただいまの説明について質問等はございますか。 

 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（四街道市青少年補

導委員）は終了いたします。 

 

（３）その他 

 

〇教育長職務代理者 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。 
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 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 教育サポート室が開設されて今年で４年目になります。この３年間で相談件数や相談

内容、報告はいかがなものか教えていただきたいと思います。 

 

〇教育長職務代理者 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 平成28年度の相談件数は461件、平成29年度は413件、平成30年度は509件の相談を受

けました。相談内容は、不登校や交友関係といった学校に関すること、家族関係に関すること等多

岐にわたりますが、半数以上が登校渋りに関するものとなっています。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長職務代理者 ほかに委員の皆様からございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、先ほど委員報告の中で教育の情報化に関する報告を申し上げたところです

が、これに関連しまして、指導課に１点ご質問をさせていただきたいと思います。 

 １つは、教育の情報化ということで校内ＬＡＮですとか、無線ＬＡＮですとか、あるいはＩＣＴ

の活用状況等のことで数字を挙げて質問をしましたが、本市における校内のＬＡＮ、あるいは無線

ＬＡＮ、ネットの接続の授業、ＩＣＴ支援員の今後の活用の取り組み、あるいはまた授業における

パソコンの活用に向けた取り組み、これらについて簡潔に教えていただけたらありがたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長職務代理者 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 現在、市内小中学校には各普通教室及び一部の特別教室等に合計556個の無線ＬＡＮ

アクセスポイントが設置されています。これらは、平成22年度に整備されたものであり、インター

ネットへの同時接続台数は、アクセスポイント１台当たり、理論値で最大50個、接続速度は最大

300Mbps程度です。今年度の教育系パソコン等機器備品購入で339個の無線ＬＡＮアクセスポイント

に入れかえを行います。同時接続台数は、アクセスポイント１台当たり理論値で最大254台、接続

速度は最大1,267Mbpsになります。設置数は減りますが、性能の大幅な向上により、授業でより活

用されるよう環境を整えてまいります。 

 また、現在のところ、ＩＣＴ支援員の配置の予定はありませんが、担当指導主事が支援を行って

いるところです。また、ホームページの更新についても、指導課として各学校を支援しているとこ

ろです。 

 教職員一人一人の指導力向上に向けて、今後もプログラミング教育研修会や校務支援システム研

修会を実施していく予定です。 
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 次に、平成30年度の授業における教育用コンピューターの利用状況ですが、今のところインター

ネットを活用した調べ学習や動画の視聴が中心となっていますが、今後は学習支援ソフトを活用し

たドリル学習やプログラミング学習などにも積極的に活用が図れるよう支援してまいります。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 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した。パソコンの整備だけにとどまらず、この周辺の環境

整備というのは財政的な裏づけだとか人材育成も含めて、極めて時間も、また手間暇もかかる取り

組みだろうと思います。どうか関係部署と連携しながら計画的に、着実に進めて子どもたちが力を

つけていけるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長職務代理者 よろしいですか。 

 

〇小舘委員 はい。 

 

〇教育長職務代理者 ほかに委員の皆様から、何か。 

 では、髙橋教育長、お願いします。 

 

〇教育長 私からは、市内中学校教員が逮捕された件について報告したいと思います。５月13日月

曜日午前３時８分、四街道市立旭中学校に勤務している飯塚大介教諭が千葉県青少年健全育成条例

違反で逮捕されました。５月12日日曜日の午後６時８分ごろから同20分までの間、県内の店舗駐車

場に駐車中の普通乗用車内において、県内居住の女子高校生に対し、18歳に満たない高校生である

ことを知りながらみだらな行為をしたことによるものです。今後、千葉県教育委員会会議において

処分が決定するものと考えております。 

 この事案を受け、旭中学校では５月13日月曜日午後、全校集会を開催し、生徒に説明するととも

に同日夜保護者会を開催し、保護者の皆さんに説明をいたしました。保護者会の中では特に学校等

に対する批判等はなく、むしろ学校とともに歩んでいこうという雰囲気であったと報告を受けてお

ります。 

 教育委員会の対応といたしましては、教育部内に危機管理対策チームを編成し、対応に当たりま

した。５月13日月曜日午後に臨時校長会議を開催し、再発防止に向けた取り組み、教職員研修の実

施、意識づけの徹底等を指示いたしました。また、旭中学校の生徒への心のケアとして千葉県教育

委員会よりスクールカウンセラースーパーバイザーを派遣していただき、校内相談体制の充実に努

めました。市内全教職員に向けては、教育長緊急メッセージを発信し、高い倫理観と規範意識の徹

底を改めて周知いたしました。あわせて各学校で校内研修を実施するよう通知いたしました。 

 不祥事防止につきましては、常に各学校に指導してきたところであり、全ての学校の全教職員が

研修を日ごろから行ってきた中で、このような事態が発生したことは誠に遺憾であると思います。

また、学校教育に対する信頼を著しく失墜させかねない事態であり、許しがたい行為であると考え

ております。 
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 市教育委員会としましては、県教育委員会に対し、厳正な処分を求めたところです。特に旭中学

校の生徒、保護者の皆様にご心配をおかけしたことに対し、教育行政の責任者として大変申しわけ

ない気持ちであり、責任を強く感じております。今後は、さらに綱紀粛正、規律遵守の指示を徹底

することにより再発防止を図り、学校教育の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。教職

員は、児童生徒の人格の完成を目指した教育を実践しているという自負を持ち、崇高な使命と職責

を十分に自覚し、専門的な知識だけでなく、みずからの倫理観と規範意識を一層高めていくことが

大変重要です。どのような場面においても、心にすきをつくらず、一人一人が自分の心の中に不祥

事を絶対に起こさないという強い決意を持つことが必要です。 

 教育に携わる者は、高い倫理観と理性で遵法精神を貫かなければなりません。子どもたちの未来

のために、児童生徒の無限の可能性を育てるにふさわしい人格者として子どもや保護者の前に立つ

意識を強く持ってほしいと思います。 

 先ほども申し上げましたが、今後はさらに綱紀粛正、不祥事防止について努力してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

 

〇教育長職務代理者 ほかにございますか。 

 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。 

 

〇教育長職務代理者 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。 

 それでは、私の議事進行役はこれで終了し、進行を教育長にお戻しいたします。 

 

閉会宣言                                    教育長

〇教育長 以上をもちまして令和元年５月四街道市教育委員会会議定例会を終了いたします。 

 次回の会議は、６月27日木曜日、午後２時から第２会議室で行います。会議規則によりますと、

第４金曜日６月28日に開催するところですが、当日は四街道市議会定例会が開催されるため変更い

たしました。 

 皆様、お疲れさまでした。 
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