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午前１０時００分開会 

○倉部教育長 ただいまから令和２年第９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。村松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、我孫子市教育支援委員会委員の委嘱について、事務局の説明を

お願いします。 

○長田教育研究所長補佐 我孫子市教育支援委員会委員の委嘱について、提案

理由です。我孫子市教育支援委員会委員の任期満了に伴い、我孫子市教育支援

委員会条例第３条に基づき、新たに委員を委嘱するため提案するものです。 

 ２ページをご覧ください。今回２人を新任で委嘱したいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○倉部教育長 ありがとうございました。以上で説明が終わりました。これよ

り質疑を許します。―特によろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 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、我孫子市教育支援委員会委員の委嘱について、原案に賛成の委

員は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
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○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。 

 

議案第２号 

○倉部教育長 続きまして議案第２号、我孫子市学校給食調理業務委託の事業

者選定委員会委員の委嘱について、事務局の説明を求めます。 

○鈴木学校教育課長 我孫子市学校給食調理業務委託の事業者選定委員会委員

の委嘱についてです。 

 提案理由は、我孫子市学校給食調理業務委託の事業者選定委員会委員の任期

満了に伴い、我孫子市学校給食調理業務委託の事業者選定委員会設置規則第２

条に基づき、新たに委員を委嘱するため提案するものです。 

 ４ページをご覧ください。３番から８番までの６校について、３年間の学校

給食調理業務委託が終了するため、新たに６人の校長を学校給食調理業務委託

の事業者選定委員会委員の新任候補者の中に入れました。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。以上で説明が終わりました。これよ

り質疑を許します。質疑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２号、我孫子市学校給食調理業務委託の事業者選定委員会委員の委嘱

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２号は可決されました。 
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諸  報  告 

○倉部教育長 日程第３、諸報告を議題とします。 

 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

説明を求めたいと思います。 

 まず初めに、事前に配付されています小中学校運動会及び体育祭について、

戸塚指導課長、説明をお願いします。 

○戸塚指導課長 それでは、運動会、体育祭の予定と校外学習の予定について

ご説明いたします。 

まず、体育祭についてですが、９月１３日に久寺家中学校、１７日に白山

中学校で体育祭を実施しました。今年は、コロナ禍での開催ということで、種

目数を減らすことによる体育祭実施時間の短縮や保護者を限定した参観、生徒

同士の間隔を空けた応援席など、各校が工夫しながら、感染症対策を講じ、実

施しました。 

例年とは違う形での体育祭となりましたが、２校とも、生徒たちはいきい

きと活動し、思い出に残る行事となりました。１０月には小学校１３校の運動

会と中学校４校の体育祭が予定されています。各学校とも感染症対策を講じな

がら工夫をした中で実施する予定です。 

 次に、校外学習についてです。今年度は修学旅行と林間学校が中止となりま

したが、各学校で代替案を考え、校外学習を実施する予定です。まだ行き先を

検討中の学校もありますが、子どもたちや保護者の意見も聞きながら、思い出

に残る校外学習となるよう計画を立てています。以上です。 

○倉部教育長 ありがとうございました。ただいま説明のありました小中学校

運動会及び体育祭並びに小中学校の校外学習について、ご意見あるいはご質問

があればお願いいたします。 

○足立委員 既に運動会が終わっている中学校で、生徒や保護者の反応が聞こ
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えてきているものがあったら、教えていただきたいです。 

○倉部教育長 戸塚指導課長、お願いします。 

○戸塚指導課長 久寺家中学校の体育祭を視察したときに、「コロナ禍での開

催となるため、今までの体育祭とは違いますが、子どもたちは、とても一生懸

命活動していました。準備期間は短かったですが、とても良い体育祭になりま

した」と先生方が言っていました。久寺家中学校の体育祭では、生徒たちの入

場方法を含め、競技にも沢山の工夫をしていました。入場については、通常、

入場門から入場し、競技後、退場門へ退場していくという流れが今まで一般的

に行われていましたが、今年は、応援席からそのままグラウンドの中に入り、

密集しないよう競技を実施しました。玉入れ競技では、生徒たちが１か所にま

とまらないように、いろいろな方向に玉を投げられる工夫をしていました。子

どもたちも本当に楽しそうに活動していたので、今までいろいろな行事が中止

になっていく中で、体育祭を開催できて本当に良かったと思います。 

白山中学校では、この先予定されている合唱コンクール等の行事が感染状

況によっては開催できなくなる可能性もあるため、体育祭実行委員の生徒たち

が、「もしかしたら、体育祭が全校で実施する最初で最後の行事になるかもし

れないから、頑張りましょう」と話していたと聞いています。以上です。 

○倉部教育長 よろしいでしょうか。 

○足立委員 新型コロナウイルス感染症の影響が出始めて半年ぐらい経ち、子

どもたちも多くのストレスを抱えながら、過ごしてきたと思います。いろいろ

な行事が中止になる中で、縮小しながらでも、こうやって体育祭が開催できた

ということは、ひとえに現場の先生方が、様々な対策を行い、ご尽力していた

だいたおかげだと思っています。例年以上に意味のある体育祭になったのでは

ないのかと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 ありがとうございます。ほかにこの件について、よろしいでし
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ょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 それではないものと認めます。 

 次に「山下清展」について、菊地生涯学習課長、お願いします。 

○菊地生学習課長 「山下清展」について、ご説明します。 

 市制施行５０周年記念事業として、本来であれば８月に市民プラザで実施す

る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で開催時期を延期し、会場

をアビスタに変更しました。１１月２１日から１２月２０日までの１か月間、

アビスタ全館で山下清画伯の作品を展示します。 

 また、市制施行５０周年記念事業ということもありますので、山下清展と同

時に、いろいろなイベントも実施します。記念講演会や子どもたちを対象とし

た貼り絵のワークショップなど、これまでも「我孫子を知る１年」というテー

マで様々な講演会等に取り組んでまいりましたが、アビスタ１階のホールで実

施できる企画を幾つか計画し、同時開催という形で行う予定です。 

 なお、１１月２１日から一般開放となりますが、前日の２０日には、プレス

の方などに内覧会を開催する予定です。ぜひ教育委員の皆様にもご参加いただ

きたいと思います。以上です。 

○倉部教育長 ありがとうございました。ただいまの山下清展について、何か

ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 生涯学習部として、アビスタ全館を使っての事業はこれが初めてです。試行

錯誤を重ねながら準備を進めてきました。担当者たちも熱意をもって取り組ん

でいますので、その思いをぜひ受け止めていただいて、ご覧いただきたいと思

います。 

 また、山下清展は、子どもたちにもぜひ見てもらいたいと思います。１回に

つき４０人以内という入場制限はありますが、市内小中学校と調整を取りなが
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ら、子どもたちにも積極的に見てもらえるような取組みを進めているところで

す。「山下清展」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 詳細について気になることがあれば担当者にお知らせいただき

たいと思います。ぜひご参加ください。 

 「山下清展」についての質疑を打ち切ります。 

 それでは、事務報告に対する質疑に入りたいと思います。質疑があればよろ

しくお願いします。 

○長谷川委員 １４ページの図書館「おはなし会（特別バーション）」とあり

ますが、特別バージョンとは、具体的にはどのように工夫されたのか教えてい

ただけますか。 

○宇賀神図書館長 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、閉じられた空間

でお話し会を開催すると、密になってしまうので、なかなか開催できない状況

が続いていました。コロナ禍でも、何とかして子どもたちにおはなし会の機会

を持ちたいと考え、担当者が工夫し、特別バージョンという形で開催させてい

ただきました。 

おはなし会については、ご存じのとおり４歳から９歳までの「おはなし

会」と、０歳から３歳までの「親子で楽しむおはなし会」を実施しています。 

通常のおはなし会は、子どもたちが、おはなしの部屋に集まり、実施する

のですが、今は、閉じられた空間だと密になり、感染のリスクが高まるので、

アビスタのおはなしの部屋を一部使いながら、扉を開けて、児童フロアに向か

って話をしました。子どもたちは、書架の間に散らばって座り、聞いていただ

く形で開催しました。ただ、４歳から９歳までの子どもたちについては、どう

しても気が散ってしまい、話に集中できないので、このままの形での開催は難

しく感じました。 
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０歳から３歳までの「親子で楽しむおはなし会」は、アビスタの第２学習

室を利用し、親子で入っていたただきました。マスク着用のご協力を依頼し、

座席の間隔を広くとって実施しました。こちらについては、感染症対策を講じ

ながら開催できましたので、今後も同様の方法で、１か月に１回アビスタで実

施していく予定です。以上です。 

○倉部教育長 よろしいでしょうか。 

○長谷川委員 よく分かりました。感染症対策をしながらのお話し会の実施、

ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 ほかに事務報告についてはいかがでしょうか。 

○村松委員 ヤング手賀沼について、８月から教育研究所の下の階にある地域

交流教室に場所が移動したということで、そこに来ている生徒たちは、場所が

変わったことに対して、抵抗があるとか、行きづらくなったなど、そういった

話はありますか。 

○長田教育研究所長補佐 ヤング手賀沼では、事前に、子どもたちに地域交流

教室を見学する機会を設けました。そこで、保護者の方にも場所と教室の中を

見ていただきました。また、地域交流教室への入口について、教育研究所の入

り口とは別に入れるよう工夫しました。場所が変わることによって、子どもた

ちに不安がないか心配していましたが、今のところ出席率はとても良いです。

特に不安はなく登校できている状況です。以上です。 

○倉部教育長 よろしいですか。 

○村松委員 はい。 

○倉部教育長 ヤング手賀沼の子どもたちのそばに、教育研究所の先生たちが

いることが、保護者の皆様にとっても安心につながっているようです。今の環

境は、そういった意味で良かったところもあると思っています。 

ほかにいかがでしょうか。 
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○蒲田委員 ９ページ、「令和３年成人式 第３回企画運営会議」について、

新型コロナウイルス感染症対策として、式典開催方法や記念品の受け渡しの方

の変更など、何かありましたら教えてください。 

○菊地生涯学習課長 昨年度までの成人式は、会場の都合で、２部形式で行っ

ていました。今までと同様に、県の施設である、けやきプラザを会場とした場

合、１回に入れる人数は、５５１人までとなっています。県からの通知では、

コロナ禍での会場の使用条件は、定員の半数となっていました。９月１６日に、

屋内会場の定員について、半数制限は解除されたのですが、１メートル以上の

ソーシャルディスタンスを取るという条件があり、会場の固定席については、

いずれにしても半数ぐらいの定員でしか使用できない状況です。そのことから、

当初２部形式を３部形式に変更しようと思いましたが、さらに細かく分けて４

部形式で実施し、それぞれの会場の人数を減らすということ、また、開催時間

の短縮や来賓の人数減など、工夫を凝らして、なるべく密を避けることができ

るよう、いろいろな手法について、成人式運営委員の皆さんと検討しています。 

 その中の１つとして、例えば、今までは、成人式当日に会場でお配りしてい

た記念品を自宅への郵送にする案やモニターでの観覧、Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ配信

など、工夫できることや変更案を提案し、検討を重ねているところです。以上

です。 

○蒲田委員 ありがとうございます。成人式が４部形式になれば、会場の人数

もだいぶ少なくなります。成人式が子どもたちにとって、安心して参加できる

場、楽しむ場となるよう工夫をお願いします。よろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。 

 私から１点、１２ページの白樺文学館、エレベーター工事の進捗状況はいか

がでしょうか。 

○小林文化・スポーツ課長 工事は順調に進んでおり、昨日からエレベーター
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は使用可能との報告が入りました。１０月１日から予定どおり開館するという

ことで今進めています。 

○倉部教育長 ありがとうございます。 

 今、白樺文学館、杉村楚人冠記念館ともに企画展を実施しています。コロナ

禍ですので、まだ来場者は少ないと思いますが、とても良い内容ですので、ぜ

ひ皆さんもお越しいただければと思います。実際に見に行ってみて、学芸員の

話がとても面白かったです。ぜひ学芸員に声をかけてみてください。よろしく

お願いします。 

事務報告については特によろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。それでは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挙手をお願いします。 

○長谷川委員 １３ページ、文化・スポーツ課、市制施行５０周年記念事業、

「我孫子アートな散歩市」は、毎年実施している彫刻などの展示だと思います

が、今年は、この内容を見ると「プリニウスの動物達」とあり、少し詳しく教

えていただけますか。 

○倉部教育長 それにつきましては、文化スポーツ課の担当者に説明してもら

いますので、少々お待ちください。 

 その間に、１ページ、総務課の「小中学校屋内運動場空調整備事業」につい

て、概略で結構ですので、どういう状況か説明していただいてよろしいですか。 

○森田総務課長 事務進行予定の１ページ、小中学校屋内運動場空調設備整備

事業について説明します。「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」という交付金を活用し、来年度、市内中学校全６校の体育館に空調設備を

設置することになりました。まずは、実施設計を行うために、設計業務委託の
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入札を１０月に行う予定です。 

 スポットクーラー方式として、体育館の２階、ギャラリーの部分に４つのス

ポットクーラーを設置し、そこから冷たい空気を吹き出して体育館の中を冷却

する方式を想定しています。工事の予算額は、一番広い我孫子中学校の体育館

で約４，０００万円、残りの５校については、大体３，０００万円弱ぐらい、

６校全部で、２億円以上かかる見込みです。 

○倉部教育長 ありがとうございます。この件は、今議会にも提案しており、

来年度の工事予算の確保に向けて、まずは、設計業務を行うということで認め

られたものです。これについて何かご質問はありますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 よろしいですか。 

それではお待たせいたしました。先ほどの「我孫子アートな散歩市」に対

する質問に対して、辻文化・スポーツ課主幹、説明をお願いいたします。 

○辻文化・スポーツ課主幹 「我孫子アートな散歩道」は、毎年５月頃実施さ

れている後援事業なのですが、今年は、市制５０周年記念事業として、共催で

実施する予定でした。ただ、新型コロナウイルス感染症の影響で、５月開催は

難しく、断念したのですが、市制５０周年記念として、何とか実施できる方法

はないのか、主催者と協議をした結果、屋外展示に関わるものだけを実施する

ことになりました。今回は「プリニウスの動物達」と銘打って、金属でできた

動物のオブジェなどを市内各所、アビスタ、公園など、様々なところに展示し

ています。 

 期間は、１０月１日から１１月１９日です。屋外で展示しているので、ぜひ

ご覧いただければと思います。以上です。 

○倉部教育長 ありがとうございました。長谷川委員、いかがですか。 

○長谷川委員 秋になり、気候も良いときですから、ぜひ見に行かせていただ
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きたいと思います。ありがとうございます。 

○倉部教育長 ありがとうございました。この件について、ほかにご質問等あ

りますでしょうか。屋外ですので、ぜひ足をお運びいただければと思います。 

 これ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 ほかに進行予定について、いかがでしょうか。 

○蒲田委員 １５ページ、市制施行５０周年記念事業として、鳥の博物館開館

３０周年特別展示「日本の鳥」を１０月１０日から１月３１日まで実施すると

あります。新型コロナウイルス感染症の影響で、当初２月１日から６月１４日

までだった「バンディング展」の開催期間を８月３０日まで延長したため、

「日本の鳥」展の始まりが遅くなったのでしょうか。また、友の会が今は活動

していないということもあるので、１２月１２日から１月１７日まで予定して

いた企画展「友の会展」をなくして、「日本の鳥」展の終わりを１月３１日ま

でにしたのでしょうか。 

○木下鳥の博物館長 ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、鳥の博物館が３月２４日から６月７日まで閉館していたため、「バンディ

ング展」の開催期間を延長しました。また、７月１１日から予定していた企画

展「鳥のオリンピック」は、令和３年度に延期となりました。その代わり、令

和３年２月２０日から開催を予定していた「日本の鳥コーナーオープン収蔵標

本公開」を前倒しして、これまでの展示の集大成として、特別展示「日本の

鳥」という形で、１０月１０日から実施します。 

また、当初１２月１２日から１月１７日まで予定していた「友の会展」に

ついては、２月１３日から３月１４日までの開催に変更しました。ただ、新型

コロナウイルス感染症の影響もあり、友の会の活動ができていないことから、

「友の会展」の開催は難しいのではないかと聞いていますが、まだ、どうする
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か決まっていませんので、決まり次第またお知らせいたします。 

 また、現在、鳥の博物館では、１０月１０日まで展示がありませんので、玄

関を入ったところに、人気のハシビロコウの骨格標本と普通の標本を置いてい

ます。入り口のところにハシビロコウを模した３０周年のスタンプもあります

ので、もし機会がございましたら、ぜひ足をお運びください。 

○倉部教育 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

○蒲田委員 はい。ありがとうございます。 

○倉部教育長 ほかに進行予定についていかがでしょうか。―よろしいで

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。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またはご意見等がありましたらお願いしま

す。―特によろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。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２年第９回定例教育委員会を終了いたします。お疲

れさまでした。 

午前１０時３２分閉会 

 


