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令和２年５月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和２年５月２２日（金） 

午後２時００分から 

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 

        （四街道市学校給食運営委員会） 

  議案第２号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市社会教育委員） 

  議案第３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） 

  議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第２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）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）その他 

 

閉 会 
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         令和２年５月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和２年５月２２日（金） 午後２時～午後２時３０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 

 

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 

          指 導 課 長  峯島 正樹 

 

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、４月定例会に引き続き緊急事態宣言を受けて会議の傍聴を中

止しておりますので、ご報告いたします。 

 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、ここからの進行を小舘委員に

お願いします。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市学校給食運営委員会） 

指導課 

〇小舘委員 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の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（四街道市学校給

食運営委員会）を議題といたします。 

 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。 
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 濱田教育部長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部長 それでは、議案第１号 附属機関委員の委嘱について（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あ

ります。 

 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。 

 

【質疑応答】 

〇小舘委員 それでは、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。 

 質問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。 

 討論もないようですので、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） 

〇小舘委員 ありがとうございます。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２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 

〇小舘委員 次に、議案第２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

いたします。 

 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。 

 濱田教育部長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部長 議案第２号 附属機関委員の委嘱について（四街道市社会教育委員）、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あります。 

 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の規定により委員

を委嘱するため提案するものであります。委員候補者については、資料１の４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。 

 

【質疑応答】 

〇小舘委員 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。 
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 質問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２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します。 

（全員賛成） 

〇小舘委員 ありがとうございます。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

（四街道市社会教育委員）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） 

スポーツ青少年課 

〇小舘委員 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）を議題といたします。 

 議案第３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。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部長 議案第３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号の規定により教育委員会の

議決を求めるものであります。 

 提案理由ですが、本案は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項の規定により委員を委嘱するため提案するものであります。委員候補者につきましては、

資料１の８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。 

 

【質疑応答】 

〇小舘委員 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。 

 質問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３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）、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） 

〇小舘委員 ありがとうございます。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。 

 

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

教育部 

〇小舘委員 次に、議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所
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管分）についてを議題とします。 

 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。 

 伊藤副参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 それでは、議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第２号）のうち

教育委員会所管分についてご説明いたします。 

 歳入歳出補正予算についてのご説明ですが、初めに歳入です。 

 補正予算書８ページをお開きください。16款国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費国庫補助

金、公立学校情報機器整備費補助金２億2,761万円については、児童生徒に対し、１人１台のタブ

レット端末の整備を実施するため、教育ネットワーク基盤整備事業の経費に充当するものです。 

 続きまして、９ページを御覧ください。22款諸収入、３項雑入、１目雑入、コミュニティ助成事

業助成金1,000万円については、令和２年度コミュニティ助成事業助成金の決定が千葉県よりあり、

移動図書館車両の買い換えを実施する資料管理整備事業の経費に充当するものです。 

 次に、歳出ですが、12ページをお開き願います。９款教育費、１項教育総務費、３目教育研究指

導費の指導事務事業54万1,000円ですが、５月から６月に予定しておりました中学３年生の修学旅

行が臨時休校となったため９月から11月に変更したことによるキャンセル料の経費を計上したも

のです。 

 次に、同じく同目の教育ネットワーク基盤整備事業４億9,876万8,000円ですが、国のＧＩＧＡス

クール構想の前倒しに伴いまして情報機器の整備に要する経費であり、児童生徒１人に１台ずつタ

ブレット端末を整備するためタブレット端末の設定費、学習支援ソフト費、タブレット端末の購入

費の経費を計上したものです。 

 13ページを御覧ください。同款、２項小学校費、１目学校管理費の小学校施設整備管理事業349

万4,000円については、南小学校におきまして、今後クラスの増加が見込まれますことから、既存

の教室等を改造しまして４クラス分を増やす設計業務委託の経費を計上したものです。 

 同じく同款、４項社会教育費、３目図書館費の資料管理整備事業1,766万3,000円については、令

和２年度コミュニティ助成事業助成金の決定がされたことから、移動図書館車両の買い換え経費を

計上したものです。 

 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】 

〇小舘委員 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。 

 田中委員。 

 

〇田中委員 タブレット端末を購入するとのことですが、予定台数と１台当たりの単価を教えてい

ただきたいと思います。 

 

〇小舘委員 台数。伊藤副参事お願いします。 
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〇教育部副参事 予定台数は8,072台。単価は４万5,000円です。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 

 

〇小舘委員 そのほかございますか。 

 では、質問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。 

 教育長、お願いします。 

 

〇教育長 これからの小中学校で、子どもたちが１人１台のタブレット端末を使用して学習を進め

ていくことは大事なことではないかと思っております。ですから、このタブレット端末の整備は非

常に重要な項目だと考えております。 

 以上です。 

 

〇小舘委員 討論、ほかにございますか。 

 では、討論がないようですので採決を採ります。 

 議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会所管分）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いたします。 

（全員賛成） 

〇小舘委員 ありがとうございます。 

 全員賛成によりまして、議案第４号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第２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。 

 以上をもちまして、議事日程１、議決事項は終了いたします。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇小舘委員 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は何かございますか。 

 教育長、お願いします。 

 

〇教育長 私から、今後の学校再開に向けて報告をさせていただきます。 

 入学式につきましては、６月２日火曜日、午前中、小学校、午後、中学校の予定で進めていきま

す。そのことにつきましては、小学校１年生、中学校１年生の保護者の方には連絡を進めておりま

す。 

 学校の再開ですが、現在のところ６月１日月曜日から段階的に再開をしていきます。そのことに

つきましても、市ホームページで連絡をしていく予定です。 

 以上、報告です。 
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〇小舘委員 ありがとうございます。 

 ほかに報告はよろしいですか。 

 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 

 

〇小舘委員 次に、（２）５月の行事報告及び６月の行事予定に入ります。 

 それでは、濱田教育部長より報告をお願いいたします。 

 

〇教育部長 それでは、５月の行事報告及び６月の行事予定につきまして、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、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、５月、６月に予定されていました行事等の多

くが中止また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おります行事も状況によ

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。 

 

【質疑応答】 

〇小舘委員 ただいまの行事報告及び行事予定についてご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２、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）その他 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 （１）、その他に入ります。 

 委員の皆様より何かございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 学務課に質問いたします。休校が長引く中における学校の連絡日での児童生徒の生活

面と学習面についての様子を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇小舘委員 石川学務課長、お願いします。 

 

 

〇学務課長 子どもたちがおおむね元気よく登校し、出された課題にもしっかり取り組んでいま
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す。友達との再開や久しぶりに触れる学校の雰囲気を喜んでいる姿があり、僅かな時間ですが、教

師とも楽しそうに言葉を交わしています。一方で生活のリズムの乱れから連絡日に遅刻する、また

は欠席するという子どもも一部おりました。学習課題に取り組めない児童生徒は、生活のリズムの

乱れの影響や個別の支援を要する状況にあります。連絡日は希望者の登校としており、家庭の判断

で登校しない児童生徒には個別に対応をしております。 

 以上です。 

 

〇小舘委員 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 豊田委員。 

 

〇豊田委員 ６月１日月曜日からまた段階的再開が始まりますので、引き続きよろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

 

〇小舘委員 よろしくお願いします。 

 その他、質問ございますか。 

 田中委員。 

 

〇田中委員 指導課に質問させていただきます。休業中の児童生徒の生活と学習状況はいかがです

か。今後の学習に対しての対策も一緒に教えていただけたらと思います。 

 

〇小舘委員 峯島課長、お願いします。 

 

〇指導課長 お答えします。 

 各学校の休校中の取組として児童生徒に生活計画予定表を提示し、生活習慣を整える工夫をした

り、週に１度以上は連絡をして心のケアを行ったりしています。学習では指導計画を踏まえた内容

を課題としております。また、連絡日には課題の受渡しや個別の声かけなどを行っています。 

 今後の学習では、再開時には長期休業の短縮や行事の精選、家庭学習の定着を見極めながら学習

の支援を児童生徒一人一人に寄り添いながら行ってまいります。 

 以上です。 

 

〇小舘委員 ほかにございますか。 

 どうぞ、田中委員。 

 

〇田中委員 続いて、学務課に質問させていただきたいと思います。休業中の教職員の方々は、ど

のようなお仕事をなさっていたのか教えていただきたいと思います。 

 

〇小舘委員 学務課長、お願いします。 
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〇学務課長 お答えいたします。 

 休校中の教職員の業務は大きく分けると子どもたちの家庭学習支援、学校再開後の教育活動の調

整や新たな企画運営の準備など、児童生徒の預かりの３項目になります。具体的には家庭学習課題

の作成、家庭への配付、提出された課題の評価、児童生徒からの相談対応、連絡日の児童生徒の個

別指導、校外安全指導、学校再開後の教育課程の再編成に向けた検討、授業内容の再計画、校内の

清掃、除菌等での衛生管理、準備、預かり児童生徒への対応などに取り組んでおります。 

 以上です。 

 

〇小舘委員 田中委員、どうぞ。 

 

〇田中委員 授業時数が不足していると思います。夏季休業を使う方法もあるかと思いますが、解

消策はどのようにお考えでしょうか。 

 

〇小舘委員 学務課長。 

 

〇学務課長 ４月からこれまでゴールデンウィーク期間を除いて、約７週分の授業日が臨時休業と

なりました。学習指導要領は、小中１年生は34週、他の学年は35週で授業を進めることを標準とし

ていますが、文部科学省では既に実施授業時数のみをもって学習の完了を判断しない方針を示して

います。各学校では効率よく子どもたちが学習を進められるよう指導計画を見直し、内容の工夫を

図っています。また、行事等の計画の縮減及び精選を行い教科の学習の時間を確保します。さらに

県民の日を授業日とし、夏季休業期間、冬季休業期間を短縮して授業時数を確保してまいります。 

 以上です。 

 

〇小舘委員 田中委員。 

 

〇田中委員 追加ですみません。夏季休業をするとのことですが、今のところで結構ですので、い

つからいつを予定しているのか教えてください。 

 

〇小舘委員 学務課長。 

 

〇学務課長 現時点では夏季休業を８月８日土曜日から８月11日火曜日の間に短縮し、追加となっ

た７月と８月の授業日を合わせて20日分の授業時数を確保してまいります。 

 以上です。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。 

 

 

〇小舘委員 そのほかよろしいですか。 
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 では、私から何点かお願いを申し上げたいと思います。 

 まず、１点目ですが、この学校再開に向けて先ほど教育長からも段階を踏んで丁寧にスタートを

切っていきたいというお話がありました。また、過日は動画配信によって教育長から市民の皆さん

や子どもたちに対して、これからの取組について丁寧に説明がありました。きっと安心をしていた

だけたと思っています。このような状況において、この間、経済格差と教育格差、これが大きな問

題になっていたと思います。家庭での学習を余儀なくされた中で、それでも比較的裕福な子ども、

環境の整った子どもは学習塾ですとか家庭教師ですとか、あるいは有償のオンライン学習ですと

か、そういうものに取り組めた子もいると聞いています。また、一方でそれがなかなか実現できな

いご家庭においては、学習課題を渡されてもなかなか自分では学習を進めることも難しい、そうい

う状況の子もいて、この間でもかなり学力の差が出ているのではないかと思います。そういう中で

のスタートになっていきますので、どうかそれぞれの子どもたちの大きな悩みや問題について丁寧

な対応をしながらスタートを切っていただけると大変ありがたいというのが１点です。 

 それから、２点目ですが、先ほどこれからの予算編成の中で子どもたちにパソコン等の機器が一

人一人に行き渡るような予算編成が組まれているということで大変感謝しております。問題は、こ

のパソコン機器が子どもたちの手元にいずれ行き渡っていくと思いますが、それが今年度のどの段

階になるのかがまだ定かではありません。一方で、それを上手に使いこなしていけるのか、有効に

活用していけるのかがこれからの指導の部分だと思いますので、大きな課題も含んでいるのだろう

と思います。 

 その中で、いずれ現在の緊急事態宣言が解除されて、平常な学校生活がスタートしていく。しか

しながら、いずれ第２波、第３波が来るだろうと言われています。そのときに、これらのパソコン

機器の活用も含めて、どのように教育活動に臨んでいけるのかというのは大変大きな課題ではない

かと思いますし、市民の皆さんの心配事でもあると思います。いずれやってくるであろう危機的な

状況も視野に入れて今から準備をしておいていただけると大変ありがたいです。 

 最後になりますが、それは本当に心からのお願いであります。本市には外国にルーツを持つ子ど

もたちがたくさん学校で学んでいます。そういう中で、今回のコロナ対応についても学校から様々

な文書等が発出されて情報提供がされていますが、その情報の中にさえ保護者の中にはその言葉が

よく理解できなかったり、不安になったりするような状況があると伝え聞いています。どうか、そ

ういった人たちが市民の中にはいるのだということを踏まえて、様々な情報発信においては分かり

やすい言葉で丁寧にお伝えできるように心を砕いていただけると大変ありがたいと思います。ただ

でさえ不安になりがちな状況ですので、どうか安心して学校や教育に向き合えるように配慮をお願

いいたします。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいでしょうか。 

 

〇小舘委員 教育長、お願いします。 

 

〇教育長 今、小舘委員から貴重なご提言をいただきました。今のご提言を大切にしながら、これ

からの本市の教育を進めていきたいと思います。また、教育委員会は、学校を応援していく、市民
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を応援していくというスタンスに立ちながら今後の教育活動に取り組んでいきたいと思っており

ます。 

 

〇小舘委員 ありがとうございます。 

 そのほか委員の皆様からございますか。 

 よろしいですか。 

 委員の皆様からないようですので、事務局からは何かございますか。 

 

〇教育部長 特にございません。 

 

〇小舘委員 特にないようですので、（１）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、私の議事進行を終えまして、府川教育長に進行役をお返しいたします。 

 

閉会宣告                                    教育長

〇教育長 以上をもちまして令和２年５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、令和２年６月26日金曜日午前10時から第２会議室で行います。 

 皆様、お疲れさまでした。 


