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令和２年７月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和２年７月３１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 令和３年度使用教科用図書の採択について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）７月の行事報告及び８月の行事予定について 

  （３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市教科協力員） 

     （四街道市特別支援連携協議会委員） 

 

３ その他 

 

閉 会 
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         令和２年７月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和２年７月３１日（金） 公開部分 午後２時～午後２時２０分 

 

場  所      四街道市役所第二庁舎第２会議室 

 

出 席 者      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 

          教 育 総 務 課 長  伊藤 智剛 

          学 務 課 長  石川 智彦 

          指 導 課 長  峯島 正樹 

          社 会 教 育 課 長  真田 裕之 

          ス ポ ー ツ 青 少 年 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  鶴田 和則 

 

傍聴人       １名（男性 ０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７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。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 令和３年度使用教科用図書の採択について 

学務課 

〇教育長 議事日程１、議決事項に入ります。議案第１号 令和３年度使用教科用図書の採択につ

いてを議題とします。 
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 審議の前に、議案第１号については印旛地区で共同で採択することとなっています。そのため印

旛地区での採択が終了するまでの間、非公開にすべきだと思います。会議の非公開については、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項に、人事に関する事件及びその他の事件につ

いて、教育長または委員の発議により、出席者の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項の規定により、この会議は討論

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

問等ございませんか。 

 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します。 

（全員賛成） 

〇教育長 全員の賛成がありましたので、本件は非公開とすることと決定し、議事日程３、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、引き続き第２会議室で会議を再開

します。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 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 私から１点だけ報告いたします。７月29日水曜日に南小学校の授業を参観してまいり

ました。そのことを簡単に報告いたします。手洗いやうがい、換気等は当然のことですが、感染防

止のために様々な工夫が随所になされておりました。教室での学習も、全員マスクを着用して大き

な声を発しないということが徹底されていました。校長先生のお話ですと、もうじき梅雨が明け、

その後に来る猛暑への兼ね合いをどうしていくか、むしろそのこともきちんとしていかなければい

けない状況だというお話でした。 

 この日、たまたま歯科検診が行われており、その様子も参観させていただきました。検診場所に

フラフープがいっぱい並べられており、そのフープの中に子どもたち一人一人が入って自分の検診

の順番を待つことで密を防ぐという取り組みとのことでした。また、音楽の授業も参観させていた

だきましたが、音楽室ではなく教室で行っているそうです。なぜ教室を使うのか聞くと、音楽室は

いろいろな子が使っており、感染リスクが伴うので、自分のクラスで感染に十分配慮しながらの授

業をしているとのことでした。また、低学年の学習の様子はどうなのか気にしながら見ていると、

大きな声を出したりしないように指導をしているのですが、ほかの子どもが発表すると、その意見

に賛成かどうか、次にほかの意見ありますかというときに、どうしても自分を指名してほしいもの

ですから、「ハイ、ハイ、ハイ！」と思わず大きな声を出して学習に臨んでいました。このような

反応は感染防止の観点からすると好ましい状況ではないのかもしれませんが、むしろこれが学習の

場面だな、子どもたちはそういう学びのチャンスをずっと待っていたのだな、その学びへの大きな

意欲や喜びが表情に、あるいはその態度に表れているな、そういういい場面を見せていただいたと



 4 

思います。遠隔教育ではできない本来の学校教育が、夏休みを返上しながら南小学校では着実に行

われていました。その一つの取組が南小であったということを申し上げておきたいと思います。 

 この後、学校は計画に沿って授業が行われ、秋の運動会についても工夫をしながら、できるなら

ば実施していきたい。修学旅行や校外学習についても、様々な問題はありますが、その問題がある

からやらないのではなくて、問題をどうクリアすれば実施してあげられるのか。そういう視点に立

って実施していきたいというお話を校長先生からいただきました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。よろしいですか。 

 では、私から１点報告します。７月17日金曜日に印教連定例常任委員会がありました。その常任

委員会に出席しましたので、報告をします。 

 まず、本年度の印教連の研修視察ですが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。

また、印教連指定の公開研究会、本年度は11月に白井市立白井第二小学校、栄町立布鎌小学校の２

校が公開研究会を予定していましたが、広く人を集めての公開は行わず、校内での研修にするとい

うこと、そして研究の成果等は、各小中学校に研究資料として後日配布される予定だというお話が

ございました。これも新型コロナウイルス感染防止の措置とのことで、委員会の中でそのような話

がございました。 

 以上です。 

 それでは、ほかに報告がないようですので、（１）委員報告事項は終了いたします。 

 

 （２）７月の行事報告及び８月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（２）７月の行事報告及び８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。 

 濱田教育部長、お願いします。 

 

〇教育部長 ７月の行事報告及び８月の行事予定につきましては、資料２に記載のとおりでござい

ます。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ありがとうございました。 

 委員の皆様から何か質問等はございますか。 

 質問がないようですので、（２）７月の行事報告及び８月の行事予定については終了いたします。 
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 （３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

    （四街道市教科協力員） 

    （四街道市特別支援連携協議会委員） 

 

〇教育長 次に、（３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市教科協力員）（四

街道市特別支援連携協議会委員）に入ります。 

 事務局より併せて説明をお願いいたします。 

 峯島指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 説明させていただきます。まず、四街道市教科協力員につきましては、資料３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、令和２年５月１日から令和３年３月31日までです。 

 引き続き、四街道市特別支援連携協議会委員につきましてですが、資料３の２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２年４

月１日から令和３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 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。 

 質問等がないようですので（３）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市教

科協力員）（四街道市特別支援連携協議会委員）は終了いたします。 

 以上をもちまして議事日程２、報告事項は終了いたします。 

 

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。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 指導課に質問いたします。新型コロナウイルス感染拡大が懸念されていますが、未来

に向けての児童生徒への学習面と生活面の今後の対応策について教えていただきたいと思います。 

 

〇教育長 峯島指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 各学校は、国や県が示した新型コロナウイルス感染症の感染予防策に従って教育活動

を実施しております。また、家庭学習を実施するに当たり、オンラインによる学習提示やインター

ネット環境整備を進めています。具体的には国や県が示した予防策ですが、学習面、生活面に分け

て何本か通知が出ており、文部科学省のホームページにも掲載しているのでご覧になられているか
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もしれませんが、学習面については教科書会社へのリンクも貼られていて、各教科書会社が作成し

た授業時数確保の具体的な手だてが作成されております。各学校は、これを活用することで確実な

学習保障を行えるものと考えます。 

 同様に生活面につきましても、感染の状況、レベル１から３までに分けて、それぞれの生活様式

が具体的に明示されていますので、今後感染が広がった場合も含めて、現状では十分な対応策が示

されていて、これに沿って対応していけるものと考えます。なお、拡大が広がり臨時休業になった

場合ということであれば、オンライン学習の環境整備を進めておりますが、まず学習提示では動画

配信ができるように準備をしております。また、双方向学習についてもソフトウエアツールの準備

をしております。以上のように拡大が広がった中で授業を継続された場合や臨時休業となった場合

に備えておりますが、これで万全と言えるものではありません。今後も国や県の動向に注視し、必

要な対応を追加して準備してまいります。 

 以上です。 

 

〇豊田委員 ありがとうございます。今後の状況が心配ですが、よろしくお願いいたします。 

 

〇教育長 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 私は質問ではなくて、今の豊田委員の質問に対する回答に対してお願いしたいと思い

ます。今回の予算措置に伴って、市内の児童生徒に対して端末が年度末までに全員のところに行き

渡るだけの準備を今進めていただいていると伺っております。ただ、それが実際に年度末までに活

用できる状況になるかどうかは、様々な難しい状況があるので心配をしておりますが、その間に第

２波、第３波というような状況が発生したときにどうしていくのか。これは保護者の皆さんも大い

にご心配なさっているところではないかと思いましたし、私も大いに危惧しております。今の指導

課長のお話では、そういう状況においても様々な動画配信の状況だとか、双方向に向けた取組を今

着々と準備してくださっているとご説明いただきましたが、仮にそういう状況が発生したとして

も、十分とは言えないまでも学習が進められたり、また分からないところに対して先生が画面で教

えたりということが進められるとお聞きしましたので、安心いたしました。どうかその辺の状況に

ついては、もちろん教育委員会からもですが、各学校からも折々に触れて保護者の皆様に発信して

いただけると安心につながるかと思います。そして年度末には機器も整っている。さらにまた、次

年度においては、それらを活用した状況がつくっていける。そういうことが分かるようにご説明を

していただけるとありがたいと思います。今の説明は大変よく分かりました。ありがとうございま

した。 

 

〇教育長 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。 
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〇教育長 特にないようですので、議事日程３、その他は終了いたします。 

 

閉会宣言                                    教育長

〇教育長 以上をもちまして令和２年７月四街道市教育委員会定例会の公開部分を終了いたしま

す。 

 次回の会議は、令和２年８月21日金曜日午後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金曜日の８月28日に開催するところですが、当日は四街道市議会の日

程の関係のため変更いたしました。 

 それでは、暫時休憩します。 

（休  憩） 

○教育長 それでは、再開します。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 令和３年度使用教科用図書の採択について 

学務課 

 

○教育長 議案第１号 令和３年度使用教科用図書の採択についてを議題とします。 

 議案第１号について、事務局より説明をお願いします。 

 石川学務課長、お願いします。 

 

○学務課長 議案第１号 令和３年度使用教科用図書の採択について、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 14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、本案は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21条第６号の規定により、

提案するものであります。 

 資料１の５ページをご覧ください。１ 令和３年度使用教科用図書（小学校）についてですが、

令和２年度においては、無償措置法第１４条の規定に基づき、令和元年度と同一の教科書の採択を

行いました。２ 令和３年度使用教科用図書（中学校）についてですが、同様に資料１の５ページ

をご覧いただきますと、令和２年度においては、全ての教科書において新たに採択を行いました。

３ 令和３年度学校教育法附則第９条の規定による一般図書（以下附則９条本）についてですが、

特別支援学級用として毎年度異なる図書を採用することができます。 

 次に、教科用図書の採択地区協議会に関してご説明いたします。無償措置法第 12 条の規定に基

づき、県教育委員会が採択地区を定めており、本市を含む印旛地区９市町が印旛採択地区と規定さ

れています。そして、印旛採択地区では、無償措置法第 13 条第４項の規定に基づき、各市町教育

委員会が種目ごとに同一の教科書図書を採択するための協議を行うため、教科用図書印旛採択地区

協議会を開催しています。 

 資料１の 11 ページをご覧ください。無償措置法第 13 条第５項の規定に基づき、当該採択地区内

の市町教育委員会が採択地区協議会の協議結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しな

ければなりません。従いまして、教科用図書印旛採択地区協議会で協議された選定結果に基づき、

本市教育委員会としての同一の教科用図書を採択することとなります。 
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 選定結果ですが、小学校は 20ページに記載のとおりです。中学校は、隣の 21ページに記載のと

おりです。また、附則９条本については、22ページから 23 ページに記載のとおりとなります。 

 それでは、本市教育委員会としての採択案を提案いたします。資料１の 19 ページをご覧くださ

い。小学校検定図書は資料１の 20ページに記載のとおりです。読み上げますと、国語、教育出版、

書写、教育出版、社会、東京書籍、地図、東京書籍、算数、東京書籍、理科、大日本図書、生活、

大日本図書、音楽、教育出版、図画工作、開隆堂出版、家庭、開隆堂出版、保健、大日本図書、外

国語、教育出版、道徳、教育出版となります。 

 中学校検定図書は資料１の 21 ページに記載のとおりで、国語、教育出版、書写、教育出版、社

会（地理的分野）、東京書籍、社会（歴史的分野）、東京書籍、社会（公民的分野）、東京書籍、地

図、帝国書院、数学、東京書籍、理科、大日本図書、音楽（一般）、教育出版、音楽（器楽合奏）、

教育出版、美術、開隆堂出版、保健体育、大日本図書、技術・家庭（技術）、開隆堂出版、技術・

家庭（家庭）、開隆堂出版、外国語、教育出版、道徳、教育出版となります。 

 附則９条本については、資料１の 22 ページから 23 ページに記載されている図書を採択案として

提案いたします。 

 ここで、教育長より協議会の報告をお願いいたします。 

 

○教育長 私から、ただいま学務課長から説明をいただきました、７月７日火曜日に行われた教科

用図書印旛採択地区協議会についての報告をいたします。はじめに開会の言葉があり、次に会長挨

拶がございました。会長は規定により、今事務局を担当している佐倉市の教育長となりますので、

茅野教育長から挨拶がございました。 

 続いて、報告事項に入りました。県教育委員会から令和３年度使用教科用図書の採択について報

告がありました。 

 続いて、議事に入りました。まず、１つ目は令和３年度使用教科用図書の採択案の選定方法につ

いてですが、この選定方法につきましては、中学校で令和３年度から使用する教科書については無

記名の投票により過半数を超えた教科書を採択するという確認があり、全体の了解も得られました。

附則第９条図書の選定については、多数決による選定を行うことが確認されました。その後、検定

教科書について専門調査委員長の報告があり、それぞれ国語から始まり外国語、道徳まで説明があ

り、説明後、無記名による投票により決定しました。附則９条本については説明後、多数決により

決定しました。 

 決定した内容は、今学務課長が説明したとおりです。また選定後、教科用図書印旛採択地区協議

会事務局の担当市町についての報告があり、選定結果の通知、それから採択の結果報告の期日、同

一採択確認通知などの事務連絡があり終了いたしました。 

 以上です。 

 

【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、質疑はありますか。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。よろしいですか。 

 それでは、討論がないようですので、採決をとります。 
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 議案第１号 令和３年度使用教科用図書の採択について、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 令和３年度使用教科用図書の採択については原案のとお

り採択されました。 

 

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しました。 

 皆様、お疲れ様でした。 


