
 

 

 

 

 

 

令和元年１１月２７日（水） 

第１１回定例教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我孫子市教育委員会 



１．招集日時     令和元年１１月２７日（水）午後２時 

２．招集場所     教育委員会 大会議室 

３．出席委員     教育長  倉部 俊治   委 員  豊島 秀範 

           委 員  長谷川浩子   委 員  足立 俊弘 

           委 員  蒲田 知子 

４．欠席委員     な  し 

５．出席事務局職員 

  教育総務部長   丸  智彦   生涯学習部長     木下登志子 

  生涯学習部次長兼生涯学習課長兼生涯学習センター長兼公民館長  菊地  統 

  総務課長     森田康宏     教育研究所長   遠藤美香 

  指導課長兼小中一貫教育推進室長兼少年センター長     戸塚美由紀 

  学校教育課主幹  岡田一男   学校教育課主幹    藤岡宏子 

  文化・スポーツ課長 小林由紀夫   鳥の博物館長     斉藤安行 

  文化・スポーツ課主幹兼白樺文学館長兼杉村楚人冠記念館長   辻  史郎 

  図書館長     櫻井  實 

６．欠席事務局職員  な  し 

 

 

 

 



午後２時００分開会 

○倉部教育長 ただいまから令和元年第１１回定例教育委員会を開会いたしま

す。 

 

会議録署名委員指名 

○倉部教育長 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の規定により、

会議録署名委員を指名します。長谷川委員にお願いします。

 

議案第１号 

○倉部教育長 日程第２、議案の審査を行います。 

 議案第１号、我孫子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の

制定について、事務局の説明をお願いします。 

○岡田学校教育課主幹 それでは、議案第１号について説明をします。まず、

提案理由ですが、成年被後見人等の権利の制限にかかわる措置の適正化を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、条文を整理するため、提案

をいたします。 

 提案理由として述べました内容について状況を説明しますと、国において成

年被後見人の権利の制限について見直しが進められています。具体的には、成

年被後見人等を資格や業務などから一律に排除する規定について適正化を図る

ことになっています。この考え方に基づき、関連する法律の改正が進められて

おり、その中には学校教育法も含まれています。 

別添でお配りしています「議案第１号 参考資料」の２ページに学校教育

法改正の新旧対照表がありますが、学校教育法第９条第１項に「成年被後見人

又は被保佐人」、「この者は、校長又は教員となることができない」という規
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定がありましたが、改正後にはこの条項が削除されます。したがいまして本規

則につきましても、第４４条に学校教育法第９条に関する条項がありますので、

学校教育法の改正に合わせて規則も改正するものです。このとおり改正されま

すと、本規則からも成年被後見人等に関する条項が削除されることになります。 

改正後の学校教育法の施行は本年１２月１４日となりますので、本規則も、

同様に施行日を１２月１４日として提案をいたしました。説明は以上です。 

○倉部教育長 ありがとうございました。以上で報告が終わりました。これよ

り質疑を許します。質疑があれば挙手をお願いします。 

 一連の流れの中での議案改正ということで、これについてはよろしいでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 質疑ないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○倉部教育長 これより採決いたします。 

 議案第１号、我孫子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の

制定について、原案に賛成の委員は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○倉部教育長 挙手全員と認めます。よって議案第１号は可決されました。 

 

諸  報  告 

○倉部教育長 日程第３、諸報告を議題といたします。 

 事前に配付された事務報告、事務進行予定資料等に補足する説明や追加する

事項はありますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 特にないようですので、まず初めに事務報告について、質疑等
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があればこれを許します。いかがでしょうか。 

○蒲田委員 ７ページ「４ ヤング手賀沼保護者会」について、お尋ねいたし

ます。通級生の保護者が１６名参加ということなのですけれども、内訳として

小学生はどのくらい、中学生がどのくらい、あとは小学校低学年がいたとか、

その辺を教えてください。 

○遠藤教育研究所長 お答えいたします。大体割合的には半々ぐらいです。な

ので、小学生が８名、９名ぐらいでした。中学生が残りだったと思います。 

○蒲田委員 今回は松戸南高校の先生をお招きしているということで、何かテ

ーマがあったのでしょうか。 

○遠藤教育研究所長 中学校３年生に関してのテーマは進路のことでした。松

戸南高校の先生をお呼びしているのですが、まず保護者同士で話ができるよう

にしていきましょうということで、私も話の中に入れさせてもらって、イニシ

アチブをとらせてもらいながら、お母さん同士をつなげたというような感じに

なります。 

○蒲田委員 ありがとうございます。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。事務報告についていかがですか。 

 それでは私のほうから、総務課で「第４回我孫子市学校施設個別施設計画策

定委員会」が開かれていますけれども、その辺の経過だけ、こういう感じだと

いうものがもしあれば、途中経過でも結構ですので、お願いします。 

○森田総務課長 事務報告１ページ目の「第４回我孫子市学校施設個別施設計

画策定委員会」ですけれども、１０月１４日に第４回目の策定委員会がありま

した。これまで４回の策定委員会が開かれており、おおむね計画（案）の段階

までできております。来週１２月２日の第５回策定委員会で個別施設計画

（案）の内容を話し合いまして、１２月末から１ヶ月程度パブリックコメント

をかけ、２月に、最後の第６回策定委員会を開く予定です。その後、定例教育
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委員会で承認をいただくような流れです。パブリックコメントを来月からかけ

ますので、教育委員の皆様には、次回の定例教育委員会で、パブリックコメン

トの案についての説明をさせていただく予定です。以上でございます。 

○倉部教育長 ありがとうございます。第５回策定委員会後、パブリックコメ

ント開始前に、個別施設計画（案）を教育委員さんへ配付し、事前に見ていた

だくような形をとっていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。特になければ打ち切ってよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。事務報告に対する質疑を打ち切ります。 

 次に事務進行予定について質疑があれば、これを許します。 

 せっかくですので、机に配られている「大社玲子原画展」についてのＰＲを

お願いできますでしょうか。 

○櫻井図書館長 「大社玲子原画展」について、お話します。大社先生から合

計４０枚ほどの原画をお借りすることができたので、１０月に１回目の原画展

を開催しましたが、前回、すべての原画を飾ることができませんでしたので、

１２月１日から１２月２５日まで、アビスタ２階のガラス展示ケースを展示場

所にして、原画展を開催したいと思います。この期間中に大社先生も来てくだ

さるということでした。お配りしたはがきなどをご覧いただければわかるよう

に、本当に温かみのある田園の挿絵を描いていらっしゃいます。アビスタにお

越しいただいた際は、ぜひお寄りいただければ原画の魅力が感じられると思い

ますので、ぜひいらしていただければと思います。よろしくお願いします。 

○倉部教育長 ありがとうございました。とてもすてきな絵が多く飾られます

ので、ぜひ１回目で見過した方は、この機会にお願いします。 

 続きまして、白樺文学館の関係で辻主幹、お願いします。 

○辻文化・スポーツ課主幹 こちらは白樺文学館の企画展になりますが、１１
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月２７日、本日から１月２６日までということで「芹沢銈介の装幀展」を行っ

ております。 

 チラシの裏にありますように、柏市と何か一緒にできないかということを探

りまして、柏に砂川美術工芸館の元館蔵品が寄贈されておりますので、一緒に

タイアップをしてやりましょうということから始まった展示会です。本来であ

ればお互いの館蔵品同士を貸し合ってという話で進めたかったのですが、まず

は、同時期開催ぐらいから始めてみようということになりました。これを積み

重ねて、今後魅力をアップさせていきたいと思っています。よろしくお願いし

ます。 

○倉部教育長 ありがとうございます。着実に進めていただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

 以上、２点を含めて何か御意見等あれば。 

○蒲田委員 １６ページ「２ あびこ自然観察隊」の「夜の動物観察会」で、

夜この時期に開催するのは初めてではないかと思いますが、ホームページで見

る限りだと参加者も定員に達しているぐらい人気があると感じましたが、どう

いう内容なのか教えてください。 

○斎藤鳥の博物館長 御説明したいと思います。あびこ自然観察隊でこの時期

の夜の観察会というのは初めてです。広報で募集を始め、次の日には定員いっ

ぱいとなり、キャンセル待ちになりました。なかなか夜１人で外へ出て生き物

を観察するということはできないと思いますが、特に哺乳類は夜活動する生き

物なので、夜の観察によって、見ることができると思います。 

 また、夜活動する鳥の仲間もいて、例えばヤマシギなどですが、夜観察する

ことで、生息している場所がわかります。夜の観察会では、ふだん見ることの

できない動物を観察できるので、その辺のおもしろさを伝えたいということで

企画しました。 
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 場所は利根川ゆうゆう公園ですが、台風の影響で川が氾濫して泥をかぶった

ため、当初は危険なので中止せざるを得ないと思ったのですが、下見の結果、

場所を選べば開催できることになりました。また、公園緑地課のアドバイスも

聞いて、安全にできるということがわかりました。初の試みですが、開催して

みて、反応が良ければ、続けていくという形にしたいと思います。 

○倉部教育長 よろしいでしょうか。 

○蒲田委員 ありがとうございます。楽しみにしています。 

○長谷川委員 １つ、１９ページの図書館の「４ 移動図書館そよかぜ号 小

学校への巡回」で、今度、並木小学校も始めるということなのでしょうか。今

回初めて並木小学校が載っているかと思うのですけれども。 

○櫻井図書館長 実は並木小学校は、昨年の子ども議会で「並木地区にも図書

館を」という要望がありました。そこまではいかないのですが、第三小学校で

移動図書館を成功させていただいていますので、その実績をもとに今度は並木

小学校もということで、校長先生の御協力、御理解が得られました。ちょうど

前のわんぱく丸広場というところがステーションになっているのですが、子ど

もの時間とわんぱく丸の時間を分離して、まず、子どもたちだけが利用する、

それが終了後、すぐ隣の広場に移って一般の方に利用していただくという時間

配分の工夫をしまして、実施できることになりました。並木小学校は御存じの

とおり図書館本館からもかなり距離がありますので、図書館に来るため学区外

に出てなければいけないというところがありますので、そういう意味では子ど

もたちの利用が盛んになってほしいということと、あと学習支援の本も今まで

は先生が図書館へ取りに来ていたのですが、移動図書館車に本を詰め込んでそ

れをお渡しできるというメリットがあり、こちらとしても助かりますし、先生

もきっと助かってくれる。そして、何より子どもたちに対して、本に親しむ機

会を与えたいと思っています。以上です。 
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○長谷川委員 子ども議会の並木小学校の話を覚えていたので、とてもありが

たく思っています。よろしくお願いたします。 

○櫻井図書館長 ありがとうございます。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。事務進行予定についてはよろしいで

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 では、ないようですので事務進行予定に対する質疑を打ち切り

ます。 

 次に教育事業全般について質疑及び意見等があれば、お願いいたします。 

○長谷川委員 先月、学校訪問へ学校教育課と一緒に同行させていただきまし

て、ありがとうございました。 

 ＩＣＴを活用して授業を行っている学校も多く、１人１台タブレットがある

状況ではありませんが、主に先生がパソコンを使用して、テレビをモニターと

して使っている授業が多いと感じました。以前から気になる点として言われて

いたかと思いますが、どうしてもテレビを使うと外からの光の角度が気になり、

教室の照明が反射して、ちょっと子どもたちから見づらいところがあるのでは

ないかと気になりました。カーテンを閉めるとか、照明を部分的に消すとか工

夫されていましたが、どうしても明るい色のカーテンや生地が薄いと十分に遮

光されていない、光ってしまうということで、何とか改善できないかと思いま

す。これから先、ＩＣＴを活用した授業が進んで、どのようなモニターが必要

になるか、それはテレビなのか、スクリーンなのか、研究されるところではあ

りますが、今現在学んでいる子どもたちに十分な環境を整えてあげるというの

も必要かと思います。 

 例えば部分的に暗幕というか、ちょっと厚地カーテンをつけてあげるとか、

何か改善策はないかと思いながら、今回参加させていただきましたというのが
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感想です。 

○倉部教育長 ありがとうございます。これについて丸教育総務部長、お願い

します。 

○丸教育総務部長 学校訪問ありがとうございました。前々から教育長もその

話をされておりまして、私どもも聞いておりました。今週末、実際に市内全小

中学校１９校を回った中で、そういったところを確かに私も感じました。今週

末、校長会がございますので、テレビの置き方や暗幕について、暗幕はお金が

伴うものなので、その辺のところも考えながら進めていきたいと思います。あ

りがとうございました。 

○倉部教育長 よろしいでしょうか。 

○長谷川委員 はい。ありがとうございます。 

○倉部教育長 ＩＣＴの活用については、今朝の新聞でも、学校で児童・生徒

が１人１台のパソコンを使えるための予算を国の経済対策に盛り込むという記

事があったのですが、本当に予算の確保ができるのか、まだまだ不安なところ

はありますが、ようやくそういうことをちゃんと口に出して始めたところでし

ょうか。今年度の補正予算から来年度に向けて、徐々に小学校５年生以上から

始めてというところですので、何とかそういう機会があれば手を挙げて、早目

に予算を確保できるような形にしたいなと思っております。今日、公開授業が

あり、湖北台西小学校では、パソコンが５台、先生を含めると６台、それから

タブレット３台並べて、子どもたちが実際に調べ学習をして、未来の自分たち

の湖北台西小学校のデザインを作り上げていくというテーマで授業を行ってい

ました。とても自然にパソコンに向かって、すぐにインターネットを通じて自

分の調べたいものを見ていました。その横には、湖北台西小学校と新木小学校

の図書館から集めてきた学習用の本があって、いろいろなものを調べながら行

うという、とても有効な授業をしていました。今日の授業を見て、学校司書の
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方々が、こういう授業が全ての学校でできるようにしたいという感想を持った

と思いますので、市内図書館と連携をとり、学校図書館活用の推進を含めて、

ＩＣＴの活用を進めていく必要があると思います。我孫子市は、特にＩＣＴの

分野は遅れていますので、それをさらに進めていくためにも、タブレット機器

等の整備は絶対的に必要だと思いますので、ぜひ教育委員会としても、積極的

に進めていきたいと思っています。全員でいろいろな機会を通じて訴えていき

たいと思っています。 

 ただいまの件、あるいはそれ以外の件で、教育全般について何か御意見、御

質問等ありますでしょうか。―よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないようですので、以上で諸報告に対する質疑を打ち切ります。 

 

○倉部教育長 以上で令和元年第１１回定例教育委員会を終了いたします。お

疲れさまでした。 

午後２時２４分閉会 

 


