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令和２年８月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和２年８月２１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２年度四街道市一般会計補正予算（第４号） 

        （教育委員会所管分）について 

  議案第２号 令和２年度教育委員会事務の点検・評価報告書 

        （令和元年度対象）について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （学校支援活動事業 地域コーディネーター） 

  （３）８月の行事報告及び９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８月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和２年８月２１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 

          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 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８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いたします。 

 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、そのほかの

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２年度四街道市一般会計補正予算（第４号） 

        （教育委員会所管分）について 

教育部 

〇教育長 議事日程１、議決事項に入ります。 
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 議案第１号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）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 議案第１号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第４号）のうち教育委員会

所管分について、ご説明をいたします。 

 はじめに、補正予算書８ページをお開きください。第３表、債務負担行為補正において、追加が

16件ございます。これは今後債務を負担するため期間及び限度額を設定し承認を得るものです。教

育部の案件は、上から３段目、施設総合管理委託１億5,200万円のうち、青少年育成センター分と

して225万8,000円が含まれております。 

 その下、４段目、市有施設事業所ごみ収集運搬業務委託１億2,613万5,000円のうち、教育総務課

分として3,290万円、指導課分として4,669万4,000円、共同調理場分として1,871万1,000円が含ま

れています。 

 次に、７段目、自家用電気工作物保安管理委託407万3,000円のうち、社会教育課分として52万

7,000円、スポーツ青少年課分として49万4,000円が含まれています。 

 ８段目、消防施設費保守点検委託199万1,000円のうち、スポーツ青少年課分として６万6,000円

が含まれております。 

 少し飛びまして、10ページをお開きください。上から７段目になります。スクールカウンセラー

業務委託257万4,000円は、指導課の事項となります。 

 その下、８段目、小荷物専用昇降機保守点検委託87万7,000円は、教育総務課の事項になります。 

 その下、９段目、消防設備保守点検委託（小中学校）673万8,000円は、教育総務課の事項であり、

小学校分が459万8,000円、中学校分が214万円になります。 

 その下、10段目、自家用電気工作物保安管理委託（小中学校）436万3,000円は、教育総務課の事

項であり、小学校分が307万5,000円、中学校分が128万8,000円になります。 

 その下、11段目、エレベーター保守点検委託270万円は、教育総務課の事項であり、小学校分が

154万8,000円、中学校分が115万2,000円になります。 

 その下、12段目、複写機等用紙購入（小中学校）740万2,000円は、教育総務課の事項であり、小

学校分が406万円、中学校分が334万2,000円になります。 

 その下、13段目、空調設備用ＬＰガス購入120万円は、教育総務課の事項であり、小学校分が80

万円、中学校分が40万円になります。 

 その下、14段目、施設総合管理委託（図書館）132万7,000円は、図書館の事項になります。 

 その下、15段目、機械警備委託10万9,000円は、図書館の事項になります。 

 その下、16段目、掘削業務委託89万5,000円は、社会教育課の事項になります。 

 11ページをご覧ください。１段目の児童生徒教職員健康診断業務委託1,398万5,000円は、学務課

の事項になります。 

 最後に２段目、学校給食業務用プロパンガス購入196万1,000円は、指導課の事項になります。 

 次に、歳入の主なものについてご説明いたします。補正予算書16ページをお開きください。16款
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国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費国庫補助金、１節教育総務費補助金の学校保健特別対策

事業費補助金129万円については、新型コロナウイルス感染症防止対策としてマスク等の学校保健

消耗品を購入するための補助金となっております。 

 同じく同節の公立学校情報機器整備費補助金1,401万6,000円については、ＧＩＧＡスクール構想

に基づく機器等の整備において、貸出し用ルーターとウェブカメラの購入費用並びにスクールサポ

ーター配置に要する経費であり、教育ネットワーク基盤整備事業に充てるものとなっております。 

 同じく同節の学校教育活動再開支援補助金1,250万円は、６月の追加補正予算で既に認められて

おりました学校教育活動活性支援事業ですが、申請する段階におきまして千葉県は補助対象額が２

倍になることが示されたことから歳入を増額し、学校教育活動再開支援事業費に充てるものとなっ

ております。 

 17ページをお開きください。20款繰入金、１項基金繰入金、１目基金繰入金、１節基金繰入金の

健康スポーツ振興費等繰入金マイナス32万3,000円については、印旛郡市民体育大会が中止になっ

たことから、マイナス補正をするものです。 

 続きまして、18ページをお開きください。23款市債、１項市債、６目教育債、２節社会教育債の

移動図書館車両整備事業債620万円は、６月の補正予算でお認めいただきました、移動図書館車両

の買換えに対する資料管理整備事業に充当するものです。 

 次に、歳出の補正の主なものについてご説明いたします。50ページをお開きください。９款教育

費、１項教育総務費、３目教育研究指導費の教育相談体制支援事業55万3,000円と、51ページの読

書活動活性化支援事業107万3,000円、その下の特別支援教育推進事業389万8,000円と、少し飛びま

すが、59ページをお開き願いまして、９款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費の学校給食管

理運営事業249万4,000円のうち、１節報酬33万4,000円と９節旅費の2,000円の４事業については授

業日数を確保するための経費で、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金を活用して

実施する事業となっています。 

 また戻りまして、51ページをお開きください。９款教育費、１項教育総務費、３目教育研究指導

費の教育ネットワーク基盤整備事業のうち、18節機械器具購入費550万3,000円については、ウェブ

カメラと貸出し用ルーターを購入する経費であり、歳入で説明しました公立学校情報機器整備費補

助金を活用し、実施するものとなっています。 

 52ページをお開きください。同目教育研究指導費の学校教育活動再開支援事業2,500万円は、感

染症対策等や学習保障の取組の支援をしていく事業でありますが、補助金を申請する際、国から示

されました実施要領では、千葉県が特定警戒都道府県とされており、加算額があることが判明した

ことから、６月補正予算においてお認めいただきました金額を増額するための予算となっています。

なお、歳入でご説明しました学校教育活動活性支援補助金が充てられます。 

 続きまして、９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費の小学校施設設備維持管理事業のうち、

15節小学校維持補修工事1,129万3,000円は、和良比小学校における今後の学級数の増加に伴い、普

通教室の不足が見込まれることから、２階の多目的スペースを２教室に改造する工事費を計上した

ものです。 

 同じく同目学校管理費の小学校施設管理事業、18節一般管理用備品購入費198万4,000円は、和良

比小学校の２教室改造工事に伴い、ロッカー等を購入する経費となっています。 

 続きまして、55ページをお開きください。９款教育費、４項社会教育費、２目公民館費の公民館
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管理運営事業1,127万3,000円は、３公民館における感染症予防対策として消毒液、飛沫防止アクリ

ル板、マスク等の消毒とサーモカメラ２台の購入及び手洗い水栓の改修工事費であり、また同じペ

ージの３目図書館管理運営事業の517万円は、手洗い水栓の改修工事及びサーモカメラ２台の購入

であり、さらに56ページをお開きいただきまして、資料管理整備事業131万4,000円は、図書消毒機

と抗菌剤等の購入、次の電子図書館サービス導入事業975万8,000円は、電子書籍の貸出しを開始す

るためのシステム構築経費及び電子書籍使用料の経費となっており、これらの４事業につきまして

も、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する事業となっております。 

 58ページをお開きください。９款教育費、５項保健体育費、２目体育施設費の体育施設管理運営

事業933万3,000円は、総合公園体育館施設等における感染予防事業として、消毒用アルコールやサ

ーモカメラ、パーティション等を購入する経費と、手洗い水栓の改修工事費でありまして、こちら

も新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する事業となっています。 

 なお、マイナス予算分につきましては、人件費の減額補正分及び事業の中止等による減額補正分

となっています。 

 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】 

〇教育長 ただいま説明がございました議案第１号について、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。よろしいですか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 討論といいますか、補正予算全体を組んでいただいたことに関する感想を申し上げた

いと思います。 

 四街道市の教育行政をしっかりと推進していくことに関して、実は一つ一つの所管事業をやって

いくには予算の裏づけがなければ何もできないということが、なかなか多くの人には理解できない

ところがあるかと思います。教育というと、一番分かりやすいのは学校教育ですが、先生方が一生

懸命頑張っている、子どもたちが元気に暮らしてくれているというところが見える部分であります

が、実はそれらをしっかりと支えているのは、その予算の裏づけをきちっとして教育がスムーズに

進行していけるように、そして教育行政が目指すところにしっかりと到達できるということも、予

算を含めた取組がなかったら１つもできないことです。改めてこの補正予算を見ますと、多額な部

分もありますし、少額もありますが、少額といえども決しておざなりにできない、そういう予算内

容です。それらを関係各所としっかりと連携を取って、予算を組んでくださっていることにありが

たいと思いました。どうかこれらがスムーズに活用できるように、そしてまた現場において有効に

活用されるように、今後もしっかりと支援をいただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

〇教育長 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１号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）について、
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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） 

〇教育長 全員賛成により議案第１号 令和２年度四街道市一般会計補正予算（第４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。 

 

  議案第２号 令和２年度教育委員会事務の点検・評価報告書 

        （令和元年度対象）について 

教育総務課 

〇教育長 次に、議案第２号 令和２年度教育委員会事務の点検・評価報告書についてを議題とし

ます。 

 議案第２号について事務局より説明をお願いします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 議案第２号 令和２年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和元年度対象）

について、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第20号の規定により、教育委員会の議決を求め

るため、提案するものです。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

26条の規定により、教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないと規定されている

ため提案するものです。 

 作成に当たりましては、ご協議いただいておりますが、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 ただいま説明がございました議案第２号について、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。よろしいですか。 

 討論がないようですので、採決を採ります。 

 議案第２号 令和２年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和元年度対象）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） 

〇教育長 全員賛成により議案第２号 令和２年度教育委員会事務の点検・評価報告書については、

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、議決事項を終了いたします。 

 

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。 
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 委員の皆様からの報告等、何かございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からは、２校の学校を訪問させていただきましたので、ご報告いたします。 

 ８月５日水曜日に北中学校、８月６日木曜日に八木原小学校に行ってまいりました。８月に入り

猛暑日となり、両校とも換気と冷房、水分補給に留意し、児童生徒も落ち着いて授業を受けていま

した。 

 北中学校では、各教室の廊下に休校中の課題の俳句が展示してあり、それぞれ学年ごとの生徒の

素直な気持ちが伺えました。２学年の学年集会は、密を避け、各教室でリモート学年集会を行って

いました。また、北中ＰＴＡから生徒たちに贈呈された生徒机用飛沫感染防止ガードは、飛沫感染

防止だけではなく、アクリル板が冷気をとどめ冷却効果もあるそうで、使用しないときは机脇に収

納できるようになっていました。安心して学校生活を送ってほしいと思う保護者の子どもを守りた

い思いが形になったと思われます。 

 八木原小学校では、学級編制人数の関係で密になっているクラスが多いと感じました。児童たち

はとても元気よく挨拶をしてくれ、米作り学習の個性的な形のかかしが作製されていましたが、こ

のような皆で協力し合う作業は、学校でなくてはできないことの一つだと思いました。校舎やトイ

レ等は、傷んでいる箇所が多く見受けられ、危険だと感じる場所も幾つかあり、教職員方の工夫や

配慮を感じました。来年度は、大規模改造工事を行う予定ですが、よりよい環境が学校生活を送る

児童にも大切だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、八木原小学校内にある四街道市歴史民俗資料室を見学させていただきました。昔の生活を

かいま見ることができ、現在の便利な生活をより感じました。どちらの学校も校長先生との対話か

ら、児童生徒にとってさらによりよい学校を目指し、教職員一丸となって励んでいらっしゃること

を強く感じました。児童生徒も、そんな先生方の姿勢が伝わっているように見受けられました。 

 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 ８月５日水曜日、千代田中で生徒たちの様子を見学させていただきました。６月、７

月は40分授業の１日７限、８月は40分授業での午前中授業というカリキュラムを組んでいました。

教頭先生からの説明では、長期休暇後の疲れが出たようで、７月下旬頃に体調を崩してしまう生徒

が多く出たとおっしゃっておりました。私が見学させていただいた当日は、夏休みまであと３日と

いう時期でしたので、欠席者も少なく、どの子たちも明るく元気に活動しておりました。９月９日

水曜日に体育祭を予定しており、例年でしたら９月の１週目は体育祭に向けての準備をしますが、

今年は午前中は授業、午後は体育祭準備をするとの説明を受けました。６月、７月に７限授業、８

月は午前中授業、９月の１週目、午前中授業をすることにより、本来の授業時数より１週間分足ら

ないところまで到達できる見込みだという説明も受けました。これは先生方の努力だと感じまし

た。 

 今後コロナの２波、３波を想定しての課題やネット授業を考えたとき、各学校独自ではなく、市
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内の学校が横並びで共通したものができるように用意しておいたほうがよいのではないかと安江

校長先生から提案をいただきました。そのときになって突然対応を考えるのではなく、少しでもそ

れぞれの学校の教科の先生方が話合いの場を持てるとよいのではないかと感じました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 ないようですので、（１）委員報告事項は終了いたします。 

 

 （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

    （学校支援活動事業 地域コーディネーター） 

 

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（学校支援活動事業 地

域コーディネーター）に入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 ご説明いたします。 

 資料２の１をご覧ください。学校支援活動事業、地域コーディネーターにつきましては、記載し

ている方々にお願いを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。 

 

〇教育長 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、（２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（学校支援活

動事業 地域コーディネーター）は終了いたします。 

 

（３）８月の行事報告及び９月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（３）８月の行事報告及び９月の行事予定について入ります。 

 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 それでは、８月の行事報告及び９月の行事予定につきまして、こちらは資料２の２に

記載のとおりです。なお、状況によりましては、予定を変更する場合がございますので、ご了承い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から何か質問等はございますか。よろしいですか。 
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 質問がないようですので、（３）８月の行事報告及び９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、報告事項は終了いたします。 

 

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。 

 委員の皆様から何かございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 指導課に質問いたします。 

 給食費が公会計になって数年がたちますが、最近の納付率は上がっていますか。また、未納の状

態はどのような形で、以前と比較してどのように違いがあるか、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 平成27年度から公会計が始まり、納付率については現年度分で、平成27年度は

98.33％、28年度は98.12％、29年度は97.96％、30年度は98.03％、令和元年度は98.10％となって

おり、平成29年度から微増しています。また、過年度分の未納額については、令和２年５月末日現

在で1,783万9,009円となっております。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中委員、よろしいですか。 

 

〇田中委員 はい、ありがとうございました。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 では、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、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８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、令和２年９月25日金曜日午後２時から第２会議室で行います。 

 皆様、お疲れさまでした。 


