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令和元年１２月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年１２月２０日（金） 

午後４時から 

場所：市役所第二庁舎第２会議室 

 

開 会 

 

１ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）１２月の行事報告及び１月の行事予定について 

 

２ その他 

  （１）１２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 

     （四街道市放課後子ども教室コーディネーター） 

  （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 １２月定例会会議録 

 

日  時      令和元年１２月２０日（金） 午後４時～午後４時４０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 本日はご多用の中、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12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．報告事項 

（１）委員報告事項 

 

〇教育長 それでは、早速報告事項に入りたいと思います。 

 議事日程１、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。 
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 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からは１点、ご報告がございます。 

 12月６日金曜日に、四和小学校の薬物乱用防止教室、「ダメ・ゼッタイ」セミナーを参観させて

いただきました。講師として、富里地区ＢＢＳ会から６名、保護司２名の方が、６年生を対象に薬

物の種類と乱用の恐ろしさの説明、危険ドラッグの実験をクイズ形式やイタチのパペットを利用し

て、児童たちが理解しやすいように伝えてくださりました。危険ドラッグは、絶対に買わない、使

わない、かかわらない、一回でも使用すると乱用、依存、中毒の悪循環となり、薬物依存症の人の

回復には厳しい専門の治療が必要となり、また治ったように見えてもストレスなどが引き金となり

フラッシュバックすることもあるそうです。薬物の乱用で失うものは、健康、成長、自由、未来、

自分の心と体を守ろう、薬物の正しい知識と充実した生活、きっぱり断る勇気が大切だと教えてい

ただきました。 

 また、最後には、ロールプレイングで薬物の誘いを断り、逃げる疑似体験を行い、森田知事から

児童への薬物乱用防止のメッセージもございました。児童たちは、真剣に聞き入り、改めて薬物の

恐ろしさを認識したようです。 

 セミナー後に講師の保護司の方とお話をさせていただきましたが、小学校高学年から薬物乱用防

止教室を行うことは効果的であり、小中学生では伝え方も年齢に合わせて変えているそうです。ま

た、近隣他市に比べて本市は、薬物乱用防止教室を毎年開催し、力を入れてくれているとお言葉を

いただきました。私自身も先日、千葉県薬物乱用防止指導員の委嘱を受けましたので勉強になりま

した。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 それでは、私から２点ほど報告させていただきます。 

 まず１点目は、12月１日日曜日に行われました四街道市青少年補導委員連絡協議会20周年記念行

事に参加してまいりましたので報告します。 

 記念行事は、記念式典と記念講演、そして「愛の一声」の斉唱がございました。 

 記念式典では、開会から始まり主催者挨拶、育成センター所長の挨拶、功労者の紹介、そして来

賓祝辞として、佐渡斉市長、私、そして四街道警察署の生活安全課長の富永氏から挨拶がありまし

た。 

 記念講演として、育成センターができたときの初代の所員で、現在成田市立公津の杜中学校の校

長であります小川昌俊氏から、「20年を振り返って今思うこと」という演題で講演がありました。

この20年間、青少年補導委員は、本市の子どもたちの健全育成に大変な努力をしていただいており

ます。この青少年補導委員連絡協議会ができたときは大変な時代でありまして、市内には有害図書、

それから有害なポスター等がたくさんありました。まず、それらを整理するところから始まったと

聞いております。現在では行政と学校、そして地域の方々であります補導委員のこの３者がしっか

り連携して青少年の健全育成に取り組むことで、非常に子どもたちが落ちついた生活を送っている

のではないかと思います。ボランティアとして活躍していただいています青少年補導委員の皆様に

感謝を申し上げたいと思います。これからの10年に向けてという話も補導委員の皆さんからありま
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したので、さらに充実した活動になるよう行政としても支援をしてまいりたいと思いました。 

 ２点目は、12月７日土曜日の平和と文化のつどいに参加してまいりました。平和と文化のつどい

では、本年は広島市に派遣した中学生の発表がございました。教育委員会では、広島、長崎に隔年

でそれぞれの中学校２名ずつ10名の生徒を派遣しています。キャリア教育の一環として広島、長崎

を見ることで、自分の生き方を考えてもらうというのが主な目的であります。平和に対する思い、

原爆に対する思いをしっかりつかんで帰ってきたと感じました。また、それと同時に平和への思い、

そしてそれ以上にやはり壊滅的な打撃を受けた広島、長崎の人々が、将来の、未来のためにまちづ

くりに励み、今あるようなすばらしい都市をつくり上げた、その不屈の魂も学んでもらいたいと思

いました。 

 私からは以上です。 

 それでは、以上をもちまして報告事項（１）委員報告事項は終了いたします。 

 

（２）１２月の行事報告及び１月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（２）12月の行事報告及び１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１の１ページをご覧ください。本日16時から教育委員会会議定例

会を開催しています。 

 続きまして、１月の予定ですが、１月24日金曜日14時から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、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１の２ページをご覧ください。学務課所管の行事報告と予定について

ご説明を申し上げます。 

 定例の校長会議、教頭会議については、記載のとおりです。 

 12月10日火曜日、養護教諭連絡会議、12日木曜日に市学校保健会研修会を実施しております。研

修会では、市内の養護教諭、栄養職員、ＰＴＡ代表の20名の参加をいただき、ひかりが丘歯科、宮

本壮基先生から「歯と口の外傷について」をテーマに講話をいただきました。 

 計画的に実施をしております薬物乱用防止教室ですが、12月17日火曜日に旭小学校で開催をされ

ました。 

 引き続き、１月15日水曜日に山梨小、17日金曜日には中央小、31日金曜日には大日小で開催予定

です。 
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 12月24日火曜日から市内全小中学校は、冬季休業に入ります。 

 明けまして１月の始業式は、栗山小、四街道北中が６日月曜日、他の学校は７日火曜日からとい

うことで予定をしております。 

 その他は記載のとおりです。 

 

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１の３ページをお開きください。12月の行事ですが、３日火曜日に第２回教育支

援委員会を実施しました。 

 12月10日火曜日にいじめ撲滅キャンペーンを終了いたしました。 

 次に、１月の行事予定ですが、６日月曜日に学校司書雇用説明会及び特別支援教育支援員雇用説

明会、14日火曜日に第２回特別支援教育専門家チーム会議、22日水曜日に第３回特別支援教育連絡

会議、28日火曜日に第３回教育支援委員会、29日水曜日に第２回教務主任研修会を実施予定です。 

 30日木曜日に八木原小学校で県教育庁北総教育事務所指導室訪問が予定されています。 

 31日金曜日にキャリア教育推進会議を実施予定です。 

 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１の４ページをご覧ください。 

 12月の行事報告ですが、１日日曜日に文化センターにおきまして、四街道市民劇団、座・劇列車

主催、教育委員会と四街道市芸術文化団体連絡協議会で共催しました「天国までの百マイル」の公

演がありました。 

 ８日日曜日には人権週間講演会がわろうべの里におきまして、エンジョイキャップという団体の

滝沢代表を講師にお迎えして、子どものＳＯＳをキャッチする、「おとなＣＡＰワークショップ」

が行われました。 

 次に、１月の行事予定ですが、12日日曜日に令和２年新成人のつどいが行われます。 

 ほかに23日木曜日、24日金曜日、29日水曜日、31日金曜日に子育て学習講座が行われます。 

 その他行事等につきましては記載のとおりです。 

 続きまして、資料１の５ページ、公民館の行事報告・予定表をご覧ください。 

 12月の行事報告としましては、10日火曜日に旭公民館で滝澤浩代のお気楽健康体操教室の６回目

が行われ終講しました。 

 同じく10日火曜日、四街道公民館で２・３歳児ひよこ教室が行われ、こちらも終講しました。 

 １月の行事予定ですが、13日月曜日に千代田公民館でやさしいエクササイズの７回目が行われ、
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終講予定です。 

 25日土曜日に千代田公民館でチャレンジスクールの５回目が行われ、こちらも終講予定です。 

 その他行事等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１の６ページをご覧ください。 

 まず、12月の行事報告ですが、１日日曜日に第89回印旛郡市駅伝競走大会が岩名運動公園をメー

ン会場として実施されました。 

 続きまして、１月の予定ですが、９日木曜日に市体育協会理事会が予定されております。 

 その他記載のとおりとなります。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまです。 

 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１の７ページをご覧ください。図書館の行事報告と予定です。 

 12月は「はじめまして、絵本」事業などの定例行事のほか、冬休みに合わせての「ふゆのおはな

し会」、本年度の読書感想画コンクール優秀作品展を実施しております。 

 新年明けて1月は「はじめまして、絵本」事業など定例行事に加え、よつかるたや百人一首を楽

しむかるた会を開催する予定です。 

 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１の８ページをご覧ください。12月の行事報告ですが、18日水曜

日、青少年補導委員による千葉市・四街道市隣接地区交流会を開催しました。当日は、千葉市の青

少年補導委員とともに四街道市内の合同パトロールを行い、その後、情報交換を行いました。 

 次に、１月の行事予定ですが、15日水曜日に青少年補導委員連絡協議会役員会・理事会を実施い

たします。 

 次に、主要行事の実施状況等についてですが、11月の相談活動が30件です。補導活動では、補導

対象者は11人でした。 

 以下記載のとおりです。 
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 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 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。 

 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 指導課に伺います。11月11日月曜日から12月10日火曜日まで、市内の各

小中学校でいじめ撲滅キャンペーンが行われました。その取り組み内容を教えていただきたい。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 市教育委員会では、市ホームページや懸垂幕にて、いじめ撲滅キャンペーンについて

幅広く啓発活動を行いました。各学校に対しては、「いじめ問題に関する重点」を全職員へ配付し、

いじめ防止について周知を行いました。併せて、児童生徒、保護者に対しても、いじめ撲滅キャン

ペーンに関する資料を配付し、いじめ問題に対する啓発を行いました。各学校においては、いじめ

に関する職員研修を通し、いじめの定義等について職員で共通理解を図り、全ての学校において、

道徳の中でいじめについて考え、いじめをなくそうとする態度を育てております。また、児童生徒

に対する講話も実施しております。スクールロイヤーからの講話を実施した中学校もありました。

児童生徒による主体的なキャンペーン活動として、いじめ撲滅に向けた討論会、標語、スローガン、

合言葉の作成、掲示等が行われました。保護者や地域に対しても、学校だより、ホームページ等に

より呼びかけを実施しました。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 府川教育長職務代理者どうぞ。 

 

〇府川教育長職務代理者 ありがとうございました。今のお話の中でスクールロイヤーからの講話

を実施した中学校もありましたとお話がございましたが、スクールロイヤーからの講話とはどんな

お話ですか。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 この事業につきましては、県教育委員会の主催事業です。演題として「いじめについ

て法律や人権の観点から考えよう」ということで、県弁護士会から派遣された弁護士の方により講

話を伺ったものです。 

 

〇府川教育長職務代理者 ありがとうございました。 
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〇教育長 ほかにございますか。 

 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 社会教育課に伺います。行事予定の中で来月１月23日木曜日から31日金

曜日まで、市内の中学校で子育て学習講座が実施予定ですが、受講の対象者、その内容を教えてい

ただけますか。 

 

〇教育長 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 お答えいたします。 

 受講対象者は、令和２年度入学予定生徒の保護者を対象としています。日程は、各学校の入学説

明会の日に開催します。内容は、23日木曜日の四街道北中学校、24日金曜日の四街道西中学校、29

日水曜日の旭中学校におきましては、北総地区少年センターの少年補導員を講師にお迎えし、「イ

ンターネット、携帯電話との関わり」についてご講演をいただきます。31日金曜日の千代田中学校

は、千葉大学ジェネラルサポーター、元県警少年課長、元千葉南警察署長の星幸広氏に、「中学生

の我が子との関わり方」について講演をいただきます。 

 なお、今回の予定表に記載はありませんが、２月７日金曜日に四街道中学校を予定しており、同

中学校のスクールカウンセラーによる思春期の子育てについて講演いただく予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 

〇府川教育長職務代理者 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。よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして議事日程１、（２）12月の行事報告及び１月の行事予定については

終了いたします。 

 以上で、議事日程１、報告事項を終了します。 

 

２．その他 

 （１）１２月市議会概要について 

 

〇教育長 次に、議事日程２、その他に入ります。 

 （１）12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。 

 荻野教育部長、お願いします。 

 

〇教育部長 それでは、資料２の１をご覧ください。令和元年12月定例市議会の概要についてご報
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告いたします。 

 12月定例市議会は、11月25日月曜日に開会され、12月17日火曜日までの23日間の日程で開催され

ました。教育委員会関連の議案といたしまして１件、令和元年度四街道市一般会計補正予算（第５

号）が提案され、原案どおり可決されました。 

 一般質問の日程は12月５日木曜日から12日木曜日までのうち６日間で、17名の議員が質問に立

ち、そのうち７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ので、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、全国学力調査、県学力検査の分析結果と改善策、いじめ撲滅に向けて、

不登校児童生徒への対策についてなど、社会教育、スポーツに関しましては、郷土歴史館設立に向

けた取り組み、公民館活動の充実についてなど、施設に関しましては、山梨小学校体育館の被害と

今後の対応、そのほかといたしまして、通学路の安全対策について、教職員の増員問題など、多岐

にわたる質問があり、それぞれ答弁をいたしました。 

 報告は以上です。 

 

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）12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 

    （四街道市放課後子ども教室コーディネーター） 

 

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（四街道市放課後子ども

教室コーディネーター）に入ります。 

 事務局より説明お願いします。 

 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２をご覧ください。四街道市放課後子ども教室コーディネー

ターの委嘱についてですが、任期は令和元年12月１日から令和４年11月30日までの３年間となって

おり、厚生労働大臣と千葉県から主任児童委員として委嘱されております記載の３名の方になりま

す。この放課後子ども教室ですが、放課後等において子どもたちの安心・安全な居場所を設けるた

め、地域の方々の参画を得て、子どもたちに学習や体験、交流活動の機会を定期的、継続的に提供

するものです。現在市内では３つの団体が活動しており、活動拠点の地区に在任されております主

任児童委員の方にコーディネーターとして関わっていただき、活動内容の把握やＰＲ、報告等を行

っていただいております。 

 放課後子ども教室コーディネーターの委嘱については以上です。 

 

 

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 今回新たに２名の方が就任されましたが、今現在、放課後子ども教室の運営状況と子

どもたちの参加状況について教えていただきたいと思います。 

 

〇教育長 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 運営状況と子どもたちの参加人数につきまして、３カ所の団体ごとにご説明をい

たします。 

 四街道西中学校Ａ地区で活動しております教室名、「出会い体験夢ひろば」につきましては、Ｎ

ＰＯ法人四街道こどもネットワークに委託しており、原則水曜日、金曜日の放課後に四街道４区集

会所で年80回開催しています。子どもの自由遊びが主な活動内容で、登録児童数は70人となってい

ます。 

 千代田中学校地区で活動しております教室名、「にこにこ文庫さとの子会」につきましては、に

こにこ文庫さとの子会に委託しており、原則木曜日の放課後にもねの里の代表者自宅で年40回開催

しています。子どもたちの自由な読書活動が主な活動内容で、登録児童数は37人となっています。 

 四街道北中学校地区で活動しております教室名、遊びの城につきましては、四街道市レクリエー

ション協会に委託しており、原則木曜日の放課後に中央小学校体育館で年20回開催しております。

レクリエーションを通じた軽スポーツや昔遊び、工作活動などが主な活動内容です。登録児童数は

73人です。 

 放課後子ども教室は、一旦帰宅してからの参加が原則ですが、中央小で活動している遊びの城に

つきましては、学校から帰宅せず直接参加している状況です。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 質問等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

放課後子ども教室コーディネーター）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。 

 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 では、私から１点。学務課の所管だと思いますので、次年度の市内の小

中学校の児童数、生徒数、今現在の見込みで結構ですので教えていただければと思います。 



 11 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 令和２年４月１日の児童生徒数の予測ですが、児童の見込み数が5,161名、生徒の見

込み数が2,373名と見込んでおります。令和元年５月１日の数値と比べますと、児童数が微減、生

徒数が微増となっております。 

 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 学務課に質問させていただきます。今年は早くからインフルエンザが出ているようで

すが、各学校の状況はいかがなものでしょうか。 

 

〇教育長 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 インフルエンザの状況ですが、10月４日金曜日に山梨小学校３年生、在籍が19名のう

ち罹患者が３名、インフルエンザの疑いが３名という報告を受けまして、当日は給食後に下校、８

日火曜日までを学級閉鎖といたしました。以降12月に入りまして、南小学校、八木原小学校、和良

比小学校の３校で、インフルエンザの疑いも含めまして７名から10名の欠席がありましたので、２

日から３日間の学級閉鎖を行っております。また、四街道中学校、千代田中学校においても、イン

フルエンザの疑いを含めまして７名から13名の欠席がございましたので、２日から３日間の学級閉

鎖を行っております。今週も四街道西中学校の１年生、八木原小学校の２年生で、それぞれ罹患者

８名、疑いのお子さん２名から６名ということで、２日から３日間の学級閉鎖を行っているところ

です。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございます。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 豊田委員、お願いします。 

 

 

〇豊田委員 近年ＳＮＳ関連の犯罪等に巻き込まれる事件が多発していますが、冬休みに入ります

ので、児童生徒への注意や対策等は行っていますでしょうか。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 市教育委員会では、校長会議、教頭会議において、冬季休業日に向け、ＳＮＳトラブ
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ルに関する指導として、携帯電話やインターネットの正しい使い方と危険性の指導を依頼しました。

また、市内全小中学校へ県教育委員会から出された「スマホの適切な利用に向けて」を配布してお

ります。 

 以上です。 

 

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 青少年育成センターより補足させていただきます。 

 平成29年２月に四街道市の児童生徒の代表が一堂に集まり、ＳＮＳルールを策定しました。ネッ

トを利用する上での５つのルールを策定し、みずから守る取り組みとなっており、機会を捉えて周

知を図ってきております。 

 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。あと１点だけ。 

 

〇教育長 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 ＳＮＳは安易に人と知り合えますが、中には心ない方もいますので、今後も注意が必

要だと思います。引き続きご指導をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしくお願いします。 

 ほかに。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 それでは、私から１点、指導課に教えていただきたいと思います。プログラミング教

育が本格的にスタートしているという状況にあるわけですが、教育のＩＣＴ化に向けた取り組みと

いうのは、待ったなしの状況だと思っています。これに向けて事務局の皆さんも懸命に努力をして

いただいているということで話をさせてもらいますが、これについては本市の総合教育会議の中で

も取り上げられたことであります。このための学習用パソコンに関して、これまで国では配備計画

が3.6人に１台から、2017年には３クラスに１台ということで大きく目標値が上がりました。そう

こうしているうちに先だっての政府の発表で、補正予算が組まれまして2020年から22年までに、小

学校５年生から中学生まで１人１台配備を３年間でやっていくという発表がありました。さらには、

2024年までには、小学校１年生から１人１台を完全に配備していくのだという発表だったと思いま

す。８月の教育委員会議のときにいただいた資料では、本市で言えば今14人に１台のパソコンが配

置されている状況ですが、１人１台の配置というのは、自分の中でなかなかイメージがつきにくい

状況です。そういう意味で今わかっている範囲で結構ですので、これからの配置をしていく、その
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見通しですとか、市として今抱えている当面の課題だとか、そういうものがありましたら教えてい

ただきたいと思います。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 今般、閣議決定された令和元年度補正予算案において、義務教育段階の児童生徒１人

１台端末の整備を目的とした予算が計上されたところです。また、先日、文部科学省より各自治体

の学習用コンピュータの整備予定の確認調査が来ております。併せて、今後、さらに詳細な調査が

行われる旨の連絡もありました。市教育委員会としましては、今後、ＩＣＴ整備計画を策定し、Ｉ

ＣＴ機器配備の充実を図るとともに、教職員研修など、ＩＣＴ教育の充実を図ってまいりたいと考

えております。引き続き、国や県の動向を注視し、予算面も含めた情報の収集に努めてまいります。 

 以上です。 

 

〇教育長 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 もう少し具体的に今抱えている課題等があれば教えてください。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 先ほど小舘委員からもございましたように、本市においては、パソコンの国の配備計

画の数に対してパソコン台数が少ないという現状がございます。したがいまして、今般閣議決定さ

れた補正予算案より前に、来年度の予算においてパソコンの台数の増加というものを予算要求して

いるところです。また、パソコンのみでなく、その活用につきましての人的なものが必要というこ

とで、ＩＣＴ支援員等の配置などについても予算要求をしているところです。本市は財政が厳しい

ということもございますが、国から何らかの形で予算が配当されることを念頭に置きながら、この

５カ年の中での計画的な整備と併せて、先ほど申し上げましたが、使いこなす、さらにはパソコン

以外の、例えばパソコンをどのような形にしていくのか。タブレットがいいのか。また、タブレッ

トの場合には充電をする必要がございますので、充電用のキャビネットの配置とか、そういったさ

まざまなものが必要になってくるという課題があると感じていますので、それに向けての対応を計

画的に図っていきたいと考えております。 

 

〇教育長 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 ありがとうございます。県平均が7.7人に１台、国は5.9人に１台という状況から見た

ときに、本市が抱える課題は非常に大きいということを重く受けとめていただいているというよう

なお言葉だったと思います。そういう意味で学力・学習状況調査の結果からも、子どもたちがもっ

とＩＣＴ機器を使った勉強をしてみたい。そういう願いをたくさん持っているという回答結果が出

ています。そういう意味でも今回の国の方針を受けて、今から数年後に１人１台対応が完了すると

いう状況を見越して、できる準備はしておいていただきたいと思います。パソコン機器だけでなく
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て、その周辺機器であるさまざまな環境整備も時間がかかると思いますので、計画的に進めていっ

ていただけると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 よろしいですか。 

 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。 

 

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２、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、令和元年12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、１月24日金曜日、午後２時から第２会議室で行います。 

 皆様、お疲れ様でした。 
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