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平成２７年度 第１回 四街道市小中一貫教育推進委員会会議録 

 

 日 時  平成２７年５月２７日（水）午後１時４０分～午後３時３０分 

 場 所  四街道市保健センター ３階 大会議室 

 出席者  金子委員長，市原副委員長，渡辺委員，大友委員，石田委員 

豊田委員，原名委員，長谷川委員，原委員，坂本委員，土田委員 

飛田委員，染谷委員 （出席者１３名） 

 欠席者  荒井委員，廣瀬委員 （欠席者 ２名） 

 事務局  中嶋学務課長，秋庭学務課主幹，栗谷川学務課指導主事 

      一瀬指導課指導主事，塩野学務課嘱託職員，髙岸学務課指導主事 

 傍聴人  ２名 

 

 会議次第 

１ 開会 

２ 資料の確認 

  ・平成２６年度第３回推進委員会で出された基本方針（案） 

  ・平成２７年度第１回推進委員会基本方針（案） 

  ・次第 

３ 推進委員，事務局紹介 

４ 資格確認 

５ 会議の公開等 

６ 平成２７年度第１回基本方針（案）についての協議・検討 

  （１）前回の修正分についての確認 

  （２）「四街道市の小中一貫教育の推進組織と推進計画」の協議・検討 

７ その他 

８ 閉会 

 

進 行  午前の我孫子市視察に引き続き，午後からの推進委員会もよろしく 

お願いします。それでは，会を進めます。開会のことば。 

開 会  ただいまから，平成２７年度 第１回 四街道市小中一貫教育推進 

委員会を開催します。 

資料確認 資料の確認をします。会議次第を会議前に配付しました。基本方針 

     （案）については，事前に送付済みです。 

紹 介  昨年度末の人事異動で，四街道市教育委員会のメンバーも変わり 

     ました。議事に入る前に，本年度第１回目の推進委員会ですので， 

     お名前だけで結構です。自己紹介をお願いします。 
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     推進委員の皆さん，本年度もよろしくお願いします。 

資格確認 資格確認を行います。本日の出席委員は，１３名です。従いまして 

     四街道市小中一貫教育推進委員会設置要綱第５条第３項の規定に 

     基づく（過半数）定足数に達しています。このあとの進行は，設置 

     要綱第５条第２項に則り金子委員長にお願いします。 

委員長  それでは，始めに会議の公開について諮ります。この会議は，原則 

     公開とし，会議の都度，決定するということになっています。本日 

     会議次第，配付された資料から非公開とする必要はないと考えます。 

     委員の皆さん，いかがでしょうか。 

委 員  異議なし。 

委員長  次に，会議録の作成については，発言者の氏名を明記し，議事録署名 

人については，私と市原副委員長の２名でよろしいでしょうか。 

委 員  異議なし。 

委員長  それでは，事務局はそのように会議録の作成をお願いします。先程， 

     会議の公開について承認されましたので，傍聴者がいましたら入室 

     させてください。 

事務局  １名います。開催予定時間より早く始まっていますので，午後２時 

     まで来た方は，適宜入室させたいと思います。 

委員長  傍聴される方へ申し上げます。事務局から渡された傍聴券の裏面に 

     記載してあります「遵守事項」を確認の上，傍聴されますようお願い 

     いたします。 

     会議終了の時刻を最終１５：３０とします。会の進行を見て，途中に 

     休憩を取ります。円滑な会の進行にご協力よろしくお願いします。 

     それでは，会議次第に沿って進めます。 

     本日の会議次第，６．「基本方針案についての協議・検討」に入り 

     ます。まず前回協議・検討した１「基本的な考え方」から４「四街道 

     市の小中一貫教育の具体的な取組」まで皆さんの意見を踏まえて， 

     事務局で加除修正されたものが，提示されています。そちらの確認を 

     した後，５「四街道市の小中一貫教育の推進組織と推進計画」の審議・ 

     検討をしていきます。では，１から４まで加除修正の確認を事務局 

     お願いします。 

事務局  昨年度，３月２０日に開かれた平成２６年度第３回推進委員会で 

出された意見をもとにして加除修正したところが 3 点。事務局が修正 

必要とした点が１点の合計４点です。 

１つ目は，１頁の２行目「めざす」の平仮名表記を教育振興基本計画 

と同様の漢字表記にしました。 
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２つ目は，４頁の「四街道市の小中一貫教育の形態」（３）中学校区 

の区分方法です。前回，表の示し方について「もう少し分かりやすく 

なるように」という意見から，ひと目で分かりやすい形にするため， 

事務局で十分検討した結果，新たに縦長の図で示しました。 

     それに伴い，（２）取組の形態の図も新たに縦長の形にして，（２）と 

（３）を並列させました。３つ目は，６頁（４）の③小学校における 

定期テストの実施について「もう少し分かりやすく」という意見から， 

事務局で検討して，書き直しました。ここまでが平成２６年度第３回 

推進委員会で出された意見をもとにして加除修正したところです。 

また，事務局が修正した点は，５，６ページ ４「四街道市の小中 

一貫教育具体的な取組」のレイアウトです。取組の説明箇所に図を 

載せました。視覚的にも分かりやすくするためです。 

事務局からは，以上です。 

委員長  只今，事務局から「基本方針案」１から４まで加除訂正の確認があり 

ました。これについて質問，意見等がありましたらお願いします。 

委員長  はじめに私から４の（１）（２）の後にアやイとありますが，①，② 

     では，ありませんか。 

事務局  文書表記の正式な形は，（１）（２）など，括弧の後に続く項目は， 

     ア，イと表記するのが正しい文書の書き方です。 

  委員長  一般的に言うと，アやイでは見慣れないため，①，②の方が分かり 

やすいと思います。 

委 員  教育振興基本計画は，（１）の後，①，②という形になっています。 

事務局  県行政の正式文書表記は，括弧の後，ア，イとなっておりますが， 

市の教育振興基本計画に合わせて修正したいと思います。 

委員長  いずれにしましても，分かりやすいように表記していただけるよう， 

よろしくお願いします。それでは，内容の検討・審議に入ります。 

前回の話し合いで，委員の皆さんからたくさんご意見をいただき 

ましたので，事務局も力を入れて修正しています。今回，加除訂正， 

修正した部分で意見がありましたら，お願いします。 

委 員  今回，４頁の（２）と（３）は，非常に分かりやすい表になっていて 

     とてもよいのですが，タイトルと次の行の間がせまく感じるので， 

少し空けるといいと思います。それから（３）中学校区の区分の右側 

「複数の」とありますが，通常複数というと２，３それ以上という 

意味になるので，四街道市の場合，２つの中学校へ分かれる小学校が 

２校なので，「複数」でなく，ここは，「２つ」が，いいと思います。 

  委 員  （３）は中学校区の区分を表していると思いますが，中央小，大日小 
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       は，２つの中学校区に学校名が入っています。これだけ見ると，両方 

の中学校区に属していると思われます。そうではないことを示す説明 

が，必要では，ありませんか。 

  事務局  前回の話し合いで，分かれて中学校に入るのだから，２つに分けて 

       示していくという話をもとに今回の形になりました。どのように進学 

して中学校へ入っていくのかを表すという意見から，できた形です。 

  委 員  （３）中学校区の区分という名称でなく，この表が生きる名前に変え 

       れば，混乱しなくて済むと思います。 

  委員長  それでは，（３）中学校区の区分については，事務局に名称をよく 

検討していただき，また，「複数」を「２つ」に直すということで， 

事務局は，修正お願いします。 

委 員  ５頁の（１）基本的な取組の中に「指導計画の系統化」とありますが， 

     これは系統化した指導計画を作りあげるということでしょうか。現在 

あるいろいろな指導計画を系統化して一覧表にして分かりやすく 

していく。であれば，タイトルとして「系統化した指導計画の作成」 

という表現が，より分かりやすくなると思います。 

  委員長  事務局，いかがでしょうか。 

  事務局  お話の通り，各学年，各教科の指導計画を系統化していこうと考えて 

おります。 

  委 員  タイトルの他に，最後の部分，「指導計画の一層の系統化を図ります。」 

より「学びの連続性が分かるよう，系統化した指導計画を作成 

します。」にすると分かりやすいです。それに伴って，右の図「指導 

計画の一層の系統化」の「一層の」をとる形にしてもいいのではない 

でしょうか。 

 委員長  新たな指導計画を作っていくのか。今まであるものを変えるのか。 

      どういった意味の指導計画なのでしょうか。 

 事務局  新たにというよりも小学校には，小学校の系統化したものがあり， 

      それが中学校に行ったとき，今まで学んできたことにつなげていく。 

      小学校で学んだことが，中学校のどこで生かされるのか，分かる図。     

      以前，皆さんにも見ていただいた系統図のようにつながりが，さら 

に，はっきりと分かる指導計画の作成を考えています。 

  委員長  それでは，５頁（１）の「指導計画の系統化」は，タイトルと文末

を修正した形にするということで事務局は，お願いします。 

  委 員  この他に，小中一貫教育で非常に重要なことは，児童生徒の成長を 

把握して，それを９年間で伸ばしていく。状況を把握することが，

重要かなと思います。子どもに焦点を当てたとき，（１）基本的な 
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取組の中にもう１つ項目を入れてみるのは，どうかという提案です。 

児童生徒の学習面や生活面の成長を一体的にとらえて個々の成長 

過程に応じた指導に役立てる。子どもたちが小学校から中学校卒業

までどのように成長していくのか，小中一貫教育を通して学校が 

把握していく。これが根本にあるのではないか。ですから「子ども 

に焦点を当てた」９年間の成長の過程を把握して，指導していく 

視点の項目が，あるといいです。 

  委員長  ５頁の（１）基本的な取組へのご指摘でした。 

  委 員  小中一貫教育でも学力の向上を謳っていますが，５頁の（２）学習 

       面の取組で，学力の向上についての記載がないので，ぜひ入れて 

       ほしいです。英会話力の向上とあるが，市としてＡＬＴを活用して 

       いるのだから，それについても触れてほしい。 

  委員長  事務局，何かありますか。 

  事務局  学力向上というと，非常に広い意味の全般となります。そうなると

関わるすべてをあげていくことになっていきます。学力向上という

大きな柱の中で，具体的な取組の例として，ここでは，３つあげて 

います。中でも先ほど指摘がありました外国語については，四街道

市で力を入れています。英検についても同様であり，外国語教育に

「市の施策」として力をいれている点も含めて重要視すべき３項目 

と捉えています。 

  委員長  委員の皆さんいかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは， 

       他にありましたらお願いします。 

  委 員  子どもたちの問題を見たときに，学力をつけたい，豊かな心を育て

たい，基本的生活習慣を身につけたい，その３つの狙いを達成する

ために小中一貫教育をやろうというのが，根底にあります。その 

       ために今何をやるか考えたとき，大きな最終ゴールを目指して， 

       あれもこれもやっていたら話は，進みません。ねらい，行き先を 

しぼって話を進めないとすべてが，広がってしまいます。 

  委 員  （３）生活面における取組で，千代田中学校区では，地域の部会が 

あり，小中一貫教育でどんなことが行われているか，地域・家庭に 

広報活動していくことが，今後大事になってきます。この取組の 

中で，地域・家庭との連携については，触れられていません。 

（３）の取組の４つ目として家庭･地域との連携活動を入れて，どの 

ようにつながっていくのかを記載し，理解を深めていければ，いい 

と思います。 

  委員長  地域・家庭の連携は，部分的なことでなく，全体的に必要となって 
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きます。したがって，次の推進組織にも関係の出てくる話ですので 

そのときに改めて検討したいと思います。その他，ありますか。 

  委 員  豊かな心の教育も小中一貫教育と密接に係わってきます。その中で 

       国や県がいじめについて各学校で防止に向けて組織を作ることが， 

       条例で決まりました。小中一貫教育の取組の中にもいじめについて 

       触れ，見える形で入れていくことができればいいと思います。 

  委員長  それでは，指摘のあった箇所を事務局は，検討して次回，提案して 

ください。その他，６頁まででご意見ありますか。 

  委 員  ６頁の（４），「でき得る範囲」の表現が気になりました。例えば， 

       「一部の教科」と明解に入れた方が分かりやすいと思いました。 

  委員長  確かに「一部の教科」とした方が分かりやすいかもしれませんが， 

       皆さん，いかがでしょうか。 

  委 員  一部だと少ししかやらないイメージ。でき得るだとそこから広げる 

       意味も含まれると思います。 

  委 員  一部だと，少しだけやっていればいいという感覚になってしまう。 

       でき得る範囲となるとこれもやってみようかという気持ちになる。 

       努力して実施していく意味も入っていると思います。 

  委員長  でき得る範囲で，皆さんよろしいでしょうか。それでは，このまま 

       事務局の案でいきます。他にありますか。 

  委 員  ６頁にある全体の図についてですが，右上の「明日を切り拓く， 

心豊かでたくましい人づくり」の位置が５頁と異なります。どちら 

に統一するのか。また，この図がとても重たく，固く感じるので， 

小中一貫教育が柔軟に軽やかに進められるイメージとなる図がいい 

です。大変かと思いますが，工夫してみてください。 

  委 員  「明日を切り拓く」は，基本計画の中心となる考えですから，５頁 

       一番上の位置でいいと思います。 

  委員長  「明日を切り拓く」は図の一番上に，という意見がありました。 

４ 取組の（１）から（４）それぞれに図を載せていますが，最後 

       ひとつにまとまった大きな形があります。途中の図は，ない方が 

       すっきりすると思います。事務局で検討してください。 

       それでは，１頁から６頁まで皆さんのご意見を伺いました。次に 

       ７頁に移りますが，ここで５分休憩をとります。 

 

  委員長  それでは，再開したいと思います。７頁の５「四街道市の小中一貫 

教育の推進組織と推進計画」の審議・検討に入ります。事務局案に 

ついて，改善すべき点があれば，意見をいただき，事務局で再検討 
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する形で進めていきます。それでは，（１）推進組織について事務局 

お願いします。 

事務局  ５「四街道市の小中一貫教育の推進組織と推進計画」をより分かり 

     やすく内容も具体化された基本方針となるよう，本日の推進委員会 

     に向けて，事務局で協議，検討し，改訂しました。 

     ７頁の５「四街道市の小中一貫教育の推進組織と推進計画」 

（１）推進組織のア組織図を説明します。 

組織図の冒頭に四街道市教育委員会を置き，横並びに四街道市小中 

一貫教育推進委員会を位置づけ，構成の詳細を記載しました。 

四街道市教育委員会の下に中学校区の推進委員会があり，各部会に 

つながります。事務局からは，以上です。 

委員長  只今，事務局から５「四街道市の小中一貫教育の推進組織と推進 

     計画」（１）推進組織の説明がありました。これについて質問，意見 

     等がありましたらお願いします。 

  委 員  中学校区推進委員会，市内５つの中学校区。これまでに中学校区と 

       いう言葉が多く出てきます。では，この中学校区で中央小，大日小 

       は，どこに入るのか，明確な記述がどこにもありません。 

  委員長  その話は，先ほどもありました。中央小，大日小の位置づけに 

ついてです。関連して他にありますか。 

  委 員  明記すれば，問題ないことで，９頁の推進計画の中学校区の中に， 

       小学校を記載すれば，いいと思います。 

  委 員  そうなると，前の頁から中学校区という言葉を使っているから， 

もっと早い段階で説明があった方がいいです。 

  委 員  ４頁の（３）に但し書きで，中央小は四街道北中学校で活動する。 

       大日小は，四街道西中学校で活動すると入れれば，統一されるので 

       は，ないでしょうか。出だしに入れれば，その後の中学校区の意味 

       も分かります。入れるのであれば，４頁（３）に入れるべきです。 

  委員長  事務局，中央小と大日小の位置づけを明確化する方法として，どの 

       ような考えですか。 

  事務局  皆さんのご意見を今いただいて，総合的に判断すると，４頁の（３） 

       に，中央小は，四街道北中学校区に，大日小学校は，四街道西中学 

校区に属しますと記載し，さらに必要であれば，７頁の組織図にも 

二重に記載して分かりやすくする方法もあると思います。 

  委 員  分かりやすいのは，推進組織に書くのがいいと思いますが，前の頁 

       から中学校区という言葉が出てきます。後ろから読む人は，いない 

       と思いますので，４頁の（３）で説明を入れた方がいいです。 
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  委員長  それでは，付記を入れるなり，説明を加えるなり，事務局で検討し 

       中央小と大日小の位置づけが分かるようにお願いします。 

       では，その他にありますか。中学校区推進委員会や各部会に「等」 

       という言葉が使われておりますが，このあたりは，いかがでしょう。 

  事務局  「等」を使用した補足説明をさせていただくと例えば，中学校区 

       推進委員会の中に校長会や全体会，事務局がありますが，これから 

       活動を続けていくと必要になってくる会が作られていくであろうと 

考えました。会の中をこれだけにしてしまうと，これだけになって 

しまう恐れがあります。これから市内の中学校区の連携で，様々な 

重なりの中からアイディアによって，こんな会があるといいという 

意見も出てくる可能性があります。幅を持たせる意味で「等」と 

しました。これは，その下の組織，各部会についても同じです。 

具体的にいくつかあげられていますが，これから先，他にも様々な 

アイディアが出てくるであろうと思い，そのアイディアを生かす 

ために「等」を使いました。 

委 員  等が幅を持たせるためにあるということで，部会には，家庭，地域 

       との連携があるので，中学校区推進委員会の中にも括弧書きで必要 

に応じて，「地域，ＰＴＡとの連携」と入れて，地域に目を向け， 

相談できるような組織を作るのは，どうでしょうか。あくまでも， 

必要に応じてという形にして，強制力のない形なら，よいのでは 

ないかと思いました。 

  委 員  小中一貫教育がこのように行われていますと家庭や地域にフィード 

バックする広報活動は必要になってきます。部会内に家庭，地域と 

関わる組織があるのは，いいですが，推進委員会の中に入ると少し 

意味合いが，変わってくると思います。 

  委 員  小中一貫教育は，中学校区の推進委員会が中心になって動いていく 

       と思いますので，思いついたものをすべて組織の中に入れいくと， 

それに縛られる可能性があります。地域やＰＴＡの連携は，当然， 

       考えていますので，必要最低限，この形で推進し，後は「等」で 

       やらせてもらった方がいいです。 

  委員長  それでは，等を使用して組織に幅を持たせる形とします。 

  委員長  その他，家庭，地域への広報活動の位置づけは，組織の中に記載 

       しますか。 

  事務局  細かな活動は，その地域に密着している中学校区からの発信で既に 

       学校だよりなどを行っております。細部にわたるところは，中学校 

       区の担当がいいと考えます。基本方針や市の全体的な流れや概要は 
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教育委員会から発信していくことが必要だと思います。細かな部分 

も大まかなところも中学校区や教育委員会から発信していますので 

明記する必要はないと思います。 

  委員長  それでは，広報活動の位置づけは明記しないということでよろしい 

       でしょうか。それでは，続けて８頁「各組織の役割」について 

事務局，お願いします。 

  事務局  各組織の大まかな役割を８頁のイに記載しました。〔四街道市教育 

       委員会〕は，四街道市小中一貫教育推進委員会の開催や会議，部会 

       等での指導，助言を行います。〔四街道市小中一貫教育推進委員会〕 

は，小中一貫教育に関する基本方針の協議，検討及び報告を行ない 

ます。〔中学校区推進委員会〕は，各中学校区の実態に応じた会議や 

部会等の開催や運営，計画等を行います。〔各部会〕は，学力や道徳， 

地域連携等，各中学校区の実態に応じて，編成します。事務局から 

は，以上です。 

  委員長  それでは，８頁，各組織の役割について質問，意見がありましたら 

お願いします。 

  委 員  中学校区推進委員会と各部会については，今後，小中一貫教育が 

推進している間は，ずっと継続していくと考えていいのですか。 

  事務局  はい。小中一貫教育を進めていく上で中心となって動いていく組織 

ですから継続されていきます。 

  委員長  他に，ご意見ありますか。それでは，９頁の（２）推進計画に 

ついて事務局，お願いします。 

  事務局  ９頁（２）の推進計画の説明をします。四街道市小中一貫教育の 

       年次計画を表と矢印で表しました。本年度，来年度とモデル指定校 

       を広げ，四街道市内５つの中学校区で，小中一貫教育の完全実施 

までつなげます。事務局からは，以上です。 

  委員長  （２）推進計画の説明がありました。これについて質問，意見等が 

ありましたらお願いします。 

  委 員  千代田中学校区の矢印が平成２６年度からスタートしていますが， 

       説明の文章は，平成２５年度とあるので平成２５年度からの矢印に 

       した方がいいと思いました。 

  事務局  平成２５年度からの表示に修正します。 

  委員長  その他，よろしいでしょうか。それでは，９頁（２）推進計画は， 

終わりにします。 

その他  以上，本日の委員会の内容について終了しました。その他で何か， 

     ありますか。 
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無いようですので，以上をもちまして議長の任を解かせていただき 

ます。ご協力ありがとうございました。 

 

  進 行  金子委員長，円滑な会の進行，ありがとうございました。それでは， 

       閉会のことば。 

閉 会  これをもちまして，平成２７年度 第１回 四街道市小中一貫教育 

推進委員会を終了します。皆さん，お疲れ様でした。 

 

 

 

 

会議録署名人 金子 篤正    

 

 

会議録署名人 市原 昭夫    


