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令和２年４月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和２年４月２４日（金） 

午後２時００分から 

場所：市役所第二庁舎第二会議室 

 

開 会 

 

１ 臨時代理 

 

２ 議決事項 

 

  議案第１号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市教育支援委員会）     

 

  議案第２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）      

 

３ 協議事項 

 

  （１）令和２年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出について   

 

４ 報告事項 

 

  （１）委員報告事項 

  （２）４月の行事報告及び５月の行事予定について 

 

５ 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    

   （令和２年度学校医等） 

     （四街道市学校評議員） 

     （四街道市語学指導員） 

  （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市スポーツ推進委員） 

  （３）その他 

 

閉 会 
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令和２年４月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和２年４月２４日（金） 午後２時００分～２時２０分まで 

 

場  所      四街道市役所第二庁舎教育長室 

 

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 

 

出席職員      教 育 部 長  濱田 宗孝 

          教 育 部 副 参 事  伊藤 克紀 

          学 務 課 長  石川 智彦 

 

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４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４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豊田委員にお願いいたし

ます。 

 加えて、会議の傍聴についてですが、今回の緊急事態宣言を受けて、当面の間会議の傍聴を中止

することといたしましたので、ご報告いたします。 

 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。 

 

１.臨時代理 

○教育長 議事日程１、臨時代理に入ります。 

 四街道市教育委員会行政組織規則第９条第１項の規定により、新型コロナウイルス感染症対策に

ついて、３点臨時代理を行いました。その内容について、事務局より説明をお願いいたします。 

 濱田教育部長、お願いいたします。 

 

○教育部長 それでは、臨時代理について、ご説明いたします。 

 四街道市教育委員会行政組織規則第９条第１項の規定により、４月６日に「新型コロナウイルス

感染症対策のための小学校、中学校における一斉臨時休校（令和２年４月13日から令和２年４月30

日まで）について」、４月７日に「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校におけ
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る一斉臨時休校（令和２年４月８日から令和２年４月30日まで）について」、４月８日に「新型コ

ロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校における一斉臨時休校（令和２年４月８日から令

和２年５月６日まで）について」の３回にわたる方針決定を臨時代理により行いましたので、同規

則同条第３項の規定により、その経過を報告します。 

 はじめに、４月５日に県知事及び県教育長が緊急記者会見を開き、県立学校の臨時休校を４月30

日まで延長することを発表しました。 

 これを受けて、４月６日に、①始業は予定通り４月７日、②入学式は予定通り中学校４月９日、

小学校４月10日、③臨時休校を４月13日から30日まで、④４月８日から10日は、これまでの自宅学

習のまとめ、新年度の学級開きや各教科の学習ガイダンス、臨時休校の準備を午前中３時間で行う

方針を決定しました。 

 その後、４月６日深夜から７日にかけて、県教育委員会から国の緊急事態宣言の動向及びこれら

に伴う県立学校の対応について情報提供があり、４月７日に、①４月８日から臨時休校とする、②

入学式は延期とする、③中学校４月９日、小学校４月10日を入学手続きに係る連絡日とする方針を

決定しました。 

 さらに、４月７日に発表された国の緊急事態宣言を受け、４月８日に、①臨時休校終了を５月６

日とする、②入学手続きに係る連絡日を中学校は４月９日、10日、13日、小学校は４月10日、13日、

14日とする、③在校生の登校日を１回実施する方針を決定しました。 

 いずれも、重要または異例に属する案件でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、著

しく変化する事態への対応に緊急を要し、会議を招集する暇がなかったことから、臨時代理により

処理しました。 

 説明は以上です。 

 

○教育長 以上をもちまして議事日程１、臨時代理を終了いたします。 

 

２.議決事項 

  議案第１号 附属機関委員の委嘱について 

       （四街道市教育支援委員会）       指導課 

 

○教育長 議事日程２、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（四街道市教育支援委員会）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します。 

 濱田教育部長、お願いします。 

 

○教育部長 それでは、議案第１号 附属機関委員の委嘱について、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11項の規定により、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支援委員会条例第３条第１項及び第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。 

 委員候補者については、資料1の２ページに記載のとおりです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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【質疑応答】 

○教育長 ただいま説明がありました議案第１号について、何か質疑はございますか。よろしいで

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、採決を採ります。 

 議案第１号 附属機関委員の委嘱について（四街道市教育支援委員会）について、原案のとおり

賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

○教育長 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（四街道市教育支援委員会）

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 

      （四街道市立図書館協議会）        図書館 

 

○教育長 次に、議案第２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）に入りま

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。 

 濱田教育部長、お願いします。 

 

○教育部長 それでは、議案第２号 附属機関委員の委嘱について、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、本案は四街道市立図書館条例第８条第５項の規定により、委員を委嘱するため

提案するものです。 

 委員候補者については、資料１の４ぺージに記載のとおりです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○教育長 ただいま説明がありました議案第２号について、何か質疑はございますか。よろしいで

すか。 

 質疑がないようですので、討論はございますか。 

 討論がないようですので、採決を採ります。 

 議案第２号 附属機関以外の委員の委嘱について、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） 

○教育長 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（四街道市立図書館協議会）

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２、議決事項は終了いたします。 
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３．協議事項 

  （１）令和２年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出について    学務課 

 

○教育長 次に、議事日程３、協議事項に入ります。 

 ここで、本協議に入る前に、令和２年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出については、教

科書採択に関わる事項で委員と業者等の間に利害関係が発生する恐れがあることから、「地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定では、人事に関する事件及びその他の事件に

ついて、教育長又は委員の発議により、出席委員の３分の２以上の議決で、公開しないことができ

ると規定されているので、私は非公開を発議します。 

 また、同条第８項により、この発議は討論を行わないでその可否を決しなければならないと規定

されております。 

 委員の皆様から何かご質問はございませんか。 

（質問なし） 

○教育長 ご質問がないようですので、直ちに採決に入ります。 

 会議の非公開に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

○教育長 全員の賛成がありましたので、本件は非公開とすることに決定します。議事日程５、そ

の他が終了した後、教育部長、教育部副参事、学務課長が出席の上、この場で引き続き非公開で会

議を行うこととします。 

 

４．報告事項 

  （１）委員報告事項 

 

○教育長 次に、議事日程４、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。 

 よろしいですか。 

 それでは、私から一件報告いたします。４月７日火曜日に中央小学校の始業式に参加しました。 

 始業式は３蜜への対処のため、校庭で行われました。天候もよく、スムーズに始業式が行われて

いました。 

 私からは以上です。 

 それでは、ほかに報告等がないようですので、議事日程４、報告事項、（１）委員報告事項は終

了いたします。 

 

  （２）４月の行事報告及び５月の行事予定について 

 

○教育長 次に、（２）４月の行事報告及び５月の行事予定に入ります。 

 それでは、事務局より報告をお願いいたします。 

 濱田教育部長、お願いいたします。 
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○教育部長 それでは、４月の行事報告及び５月の行事予定について、教育委員会各所属が所管し

ている事業等の報告及び予定につきましては、資料２の１ページから８ページに記載のとおりです。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月、５月に予定されていた行事等の多くが

中止又は延期となっております。 

 現時点では実施予定と記載されている行事も、状況によっては中止となる場合がございますので

ご了承願います。 

 以上です。 

 

○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。 

 よろしいですか。 

 質問がないようですので、議事日程４、報告事項、（２）４月の行事報告及び５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４、報告事項は終了いたします。 

 

５．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 

     （令和２年度学校医等）（四街道市学校評議員）（四街道市語学指導員）   学務課 

 

○教育長 次に、議事日程５、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（令和２年度学校医等）（四街道市学校

評議員）（四街道市語学指導員）に入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 濱田教育部長、お願いいたします。 

 

○教育部長 令和２年度学校等、四街道市学校評議員、四街道市語学指導員については、それぞれ

資料３の１の１ページから６ページに記載の方を委嘱いたしました。 

 以上です。 

 

○教育長 ありがとうございました。 

 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。 

 質問等がないようですので、（１）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（令和２年

度学校医等）（四街道市学校評議員）（四街道市語学指導員）は終了いたします。 

 

  （２）教育委員会附属機関委員以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市スポーツ推進委員） 

 

○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（四街道市スポーツ推進

委員）に入ります。 
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 事務局より説明をお願いいたします。 

 濱田教育部長、お願いいたします。 

 

○教育部長 四街道市スポーツ推進委員については、資料３の２の１ページに記載の方を委嘱いた

しました。 

 以上です。 

 

○教育長 ありがとうございました。 

 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

スポーツ推進委員）は終了いたします。 

 

（３）その他 

 

○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。 

 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。 

 

○教育部長 特にございません。 

 

○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５、その他を終了いたします。 

 以上をもちまして、令和２年４月四街道市教育委員会会議定例会の公開部分を終了いたします。 

  

 

＜非公開部分＞ 

○教育長 次に、先ほど非公開としました、議事日程３、協議事項、（１）令和２年度教科用図書

印旛採択地区協議会委員選出についてを協議します。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

○学務課長 令和２年４月１日付で、令和２年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出の報告に

ついて依頼がございました。こちらで２名の委員の方を選出いただきたくお願い申し上げます。 

 なお、令和２年度は中学校で使用する全教科に加えまして、特別支援学級で使用するいわゆる附

則第９条本の選定となっております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○教育長 ただいま説明のありました、令和２年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出につい
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て、２名を委員として指名するとのことですが、意見等はございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

○田中委員 私からは、府川教育長と小舘教育長職務代理者の２名を推薦させていただきたいと思

います。 

 

○教育長 ありがとうございました。ほかによろしいですか。 

 それでは、令和２年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出について、決定したいと思います。 

 ただいま田中委員より提案があり、ほかの委員より賛同の意を表していただきましたので、令和

２年度教科用図書印旛採択地区協議会委員選出については、小舘教育長職務代理者と府川教育長に

決定いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして議事日程３、協議事項を終了いたします。 

 

閉会宣言           教育長 

○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いたしました。 

 次回の会議は、５月２２日金曜日、午後２時から第二会議室で行います。 

 皆さん、お疲れさまでした。 


