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令和４年１月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和４年１月２８日（金） 

午後２時から 

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 校長、副校長、教頭の任免に関する内申について 

  議案第２号 令和３年度四街道市教育委員会表彰者等の決定について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）事務局報告事項 

  （３）１月の行事報告及び２月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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令和４年１月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和４年１月２８日（金） 公開部分 午後２時～午後２時３６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 

          委          員  池田  肇 

 

出席職員      教 育 部 長  伊藤 克紀 

          教 育 部 副 参 事  末永 忠幸 

          教 育 総 務 課 長  真田 裕之 

          学 務 課 長  石川 智彦 

          指 導 課 長  飯村 典秀 

          社 会 教 育 課 長  久保木直樹 

          ス ポ ー ツ 青 少 年 課 長  田中 紀道 

          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       なし 

 

 

 

 開会宣言                                    教育長 

〇教育長 ただいまの出席者は５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４年１月四街道市教育委員会会議定例会を開会しま

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。 

 加えて会議は、新型コロナウイルス感染症対策として、入室時の手指消毒や窓開けによる換気、

会議時間短縮に向けた議事日程の簡素化等に取り組んでおりますので、ご理解くださるようお願い

します。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 校長、副校長、教頭の任免に関する内申について 

学務課 

  議案第２号 令和３年度四街道市教育委員会表彰者等の決定について 
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教育総務課 

〇教育長 それでは、議事日程により会議を進めます。 

 議事日程１、議決事項に入ります。 

 審議の前に、議案第１号 校長、副校長、教頭の任免に関する内申については、人事に関するこ

とで、議案第２号 令和３年度四街道市教育委員会表彰者等の決定については、表彰という利益、

不利益が生じる内容と人の評価に関することで、それぞれ個人情報が含まれております。地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規程では、人事に関する事件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委員の３分の２以上の議決で公開しないことができるとさ

れているので、私は非公開を発議します。また、同条第８号により、この発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います。 

 委員の皆様から何かご質問等はございますか。よろしいですか。 

 ご質問等がないようですので、直ちに採決に入ります。 

 初めに、議案第１号 校長、副校長、教頭の任免に関する内申についてを非公開とすることに賛

成の方は、挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

〇教育長 全員の賛成がありましたので、議案第１号 校長、副校長、教頭の任免に関する内申に

ついては非公開とすることに決定いたしました。 

 次に、議案第２号 令和３年度四街道市教育委員会表彰者等の決定についてを非公開とすること

に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

〇教育長 全員の賛成がありましたので、議案第２号 令和３年度四街道市教育委員会表彰者等の

決定については非公開とすることに決定いたしました。 

 非公開にした部分につきましては、議事日程３、その他が終了した後、教育部長、教育部副参事、

教育総務課長が同席の上、引き続き第２会議室において会議を行うこととします。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 次に、議事日程２、報告事項に入ります。 

 （１）、委員報告事項について、委員の皆様から報告等ございますか。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 ２件の報告です。 

 １件目は、１月９日日曜日に開催されました新成人のつどいです。新型コロナ感染症予防対策を

講じた中で実施されました。実行委員や事務局の皆様の努力により、盛会のうちにできたことを感

謝申し上げます。 

 ２件目は、令和３年度第２回千葉県市町村教育委員会連絡協議会教育長・教育委員研修会です。

動画配信による「少年院の果たすべき役割と展望～入院少年の質的変遷から見えるもの～」と題し、

法務省矯正局市原学園長、杉村二氏の講演を視聴しました。被収容少年の特性変化や少年院が果た
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すべき役割は、特に興味深く受け止めました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 私からは２点ご報告がございます。 

 １点目は、１月９日日曜日に文化センターで行われました新成人のつどいに出席してまいりまし

た。関係各課の皆様、お疲れさまでございました。当日は、お天気にも恵まれ、新成人と翌年成人

となる成人式実行委員の皆さんを中心に企画、運営された式典は、コロナ対策として２部制にし、

参加された新成人の皆さんもおしゃべりを控え、コロナ禍の中、式典を挙行できたことを喜んでい

ました。新成人の皆さんの、これからのますますのご活躍を祈念しております。 

 ２点目は、令和３年度第２回教育長・教育委員研修会の動画配信を視聴いたしました。研修内容

は、演題「少年院の果たすべき役割と展望～入院少年の質的変遷から見えるもの～」、講師は法務

省矯正局市原学園長の杉村氏でした。最初に、少年院の歴史や少年院の処遇として矯正教育の概要

や社会復帰支援についてお話しいただきました。社会復帰には居場所と活躍する場所が必要であり、

それには保護者との協力が大切ですが、その働きかけは少年院が抱えている大きな課題でもあり、

保護者に対し、この少年院の入院機会を有効に利用して、日頃話せないことを親子で話し合ってほ

しいとの言葉が心に残りました。 

 被収容少年の特性は、杉村氏の私見では、昔の少年は理想への抵抗等からメインキーワードは不

満でしたが、今の少年は価値観の多様化から不安に変わり、反社会型から非社会型へ、集団型から

単独型へ、他害型から自傷型へ、被虐待経験率の上昇による家族、生育環境の悪化等特性も変化し、

許されない一線を躊躇なく超えてしまう少年や、超えてはならない一線だと認識できないような弱

い少年が増えた印象があるそうです。これまでの少年院は、集団処遇中心の取組でしたが、現在は

処遇の個別化、オーダーメード化が一般化してきたそうです。そして、最後に少年院が果たすべき

役割は、少年院は青少年健全育成がうまくいかなかった失敗事例が溢れている。その事例を教育現

場、福祉現場、医療現場等、青少年健全育成に関係する対人援助職で協力し、地域等と連携強化し

ていくことが少年院に課せられている使命であるとおっしゃっていました。また、心理学等の専門

知識を有する相談窓口、法務少年支援センターについての案内もありました。 

 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 私も、２人と同じ２点についてお話させていただきます。 

 まず、新成人のつどいに参加いたしました感想を述べたいと思います。教育委員になり、７回目

の参会でしたが、毎年毎年新成人の参加態度がよいものになっていると実感しております。数年前

は、開会しても座ることなく、仲間とおしゃべりし、自分たちの仲間である実行委員長の話も聞か

ず、私は壇上から悲しい思いで彼らを見ておりました。しかし、今年はコロナの影響もあり、おし
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ゃべりをする新成人はおらず、厳粛だが温かみのある会であったと感じました。コロナが蔓延して

いる中、新成人のつどいが開催されない可能性もあった中、無事開催されたことに感謝し、心から

喜んでいる姿が印象的でした。 

 続いて、令和３年度第２回教育長・教育委員研修会が動画配信で開催され、視聴いたしました。

『少年院が果たす役割と展望』との内容でした。令和元年の資料では、家庭裁判所に送られる数は

約５万人、家庭裁判所保護処分決定者は、約１万4,000人、少年鑑別所入所者は約6,000人、少年院

送致者は約1,700人だそうです。家庭裁判所の送致総数の約３％、30人に１人に当たります。この

数は年々減少にあるということでした。今現在少年院における課題は、罪を犯した少年たちにはい

ろいろなアプローチによって働きかけをすることができるのですが、彼らの保護者への働きかけが

難しいという点でした。面接日を設定しても来ない保護者が多く、話を聞き入れないなど、少年た

ちの退所後、受け入れるはずの保護者に対しての働きかけの難しさを話されておりました。これか

らの青少年健全育成にとって、地域との関わりが重要ポイントになると考えられるので、学校と保

護者だけでなく、地域全体で子どもたちの見守りをお願いしたいと市原学園長、杉村二氏が訴えて

おりました。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 小舘委員、お願いします。 

 

〇小舘委員 私も、今３人の委員さんから報告のあったとおり、２つの研修のほうに参加をいたし

ました。内容は、重複しますので、触れませんけれども、感想のみご報告いたします。 

 新成人のつどいに関しましては、このコロナ禍において小中学校時代の恩師の皆さんが多数ご出

席くださいまして、お祝いをしてくださっておりました。事務局の周到な準備、これも大変だった

と思いますけれども、落ち着きのある大変すばらしい門出を祝う会になったのではないのかなとい

うふうに思いました。 

 また、教育長・教育委員研修会のほうですけれども、この講演の中で１つ杉村氏がおっしゃって

いた少年院は、学校教育や地域の健全育成の流れにうまく乗れなかった子どもたちを処遇している

というお話がございました。改めて私たちは学校教育あるいは家庭教育、地域社会教育に深く関わ

っていますけれども、この流れにうまく乗れなかった子どもたちが少年院等で指導していただいて

いるのだということを考えたときに、我々の担う責任というのは非常に重いなということを改めて

思った次第であります。 

 以上です。 

 

〇教育長 それでは、（１）、委員報告事項を終了します。 

 

 （２）事務局報告事項 

 

〇教育長 次に、（２）、事務局報告事項に入ります。 

 前回の定例会以降に実施した各所属の主な事業等の報告について、事務局より説明をお願いしま
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す。 

 真田教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 教育総務課の所管事業についてご報告いたします。 

 教育振興基本計画策定事業では、１月19日に第１回教育振興基本計画策定本部会、21日に同作業

部会を開催し、令和６年度を開始年度とする５か年の新たな教育振興基本計画の策定作業を開始い

たしました。 

 小学校及び中学校施設設備維持管理事業では、１月５日から20日にかけまして、四街道小学校、

四和小学校、和良比小学校、旭中学校、千代田中学校の樹木伐採を行っております。また、１月12

日には教室改造工事を行っている南小学校におきまして、工事が終わっている部分を使用するため

に、部分使用の検査を行いました。ほかに１月14日に南小学校の隣接用地を購入するにあたり、地

権者と土地の売買契約を締結しております。 

 以上でございます。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 学務課の所管事業についてご報告いたします。 

 学校衛生管理事業では、学校保健用備品購入費で購入したＣＯ２モニターの市内小中学校への納

品が19日に完了しました。 

 児童生徒就学助成事業では、次年度市内小中学校に入学予定の幼児児童で要保護・準要保護に認

定された者のうち、学用品費の入学前支給希望の受付が終了しました。保護者に対する支給は２月

に行う予定です。なお、これ以降の認定者については、入学後に支給を行う予定です。 

 学校保健安全事業では、児童生徒が薬物に関して正しい知識を理解し、適切な判断ができるよう、

外部講師を招き、小学校で薬物乱用等防止教室、中学校で非行防止教室を実施しました。なお、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、小学校３校は外部講師による実施は中止し、講師から

提供を受けた教材を用いて各学級担任が指導を行いました。 

 最後に、14日に実施した市教頭会議は、教頭会からの申出で、新型コロナウイルス感染症に係る

学校の対応に影響が出ないよう、オンライン方式による実施としました。 

 以上です。 

 

〇教育長 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 指導課の所管事業についてご報告いたします。 

 教職員研修事業では、本年度14講座、17回の市主催研修会を実施しました。令和４年１月26日に

行った教務主任研修会をもって、今年度の研修会は全て実施することができました。今年度は、新

型コロナウイルス感染症の影響で、17回のうち対面研修が６回、オンライン研修が７回、書面開催

が４回となりました。参加した教職員に実施したアンケートによると、研修の目的が「適切だった

か」の問いに100％、「研修がためになったか」の問いに99.4％が肯定的な意見でした。次年度は、

国や県、市の教育施策等や市の教育課題、教職員の働き方改革等の視点から実施内容を検討し、教
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職員の資質向上を図ってまいります。 

 以上です。 

 

〇教育長 久保木社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 社会教育課の所管事業についてご報告いたします。 

 市民大学講座事業では、市民大学講座専門課程開講式が１月８日土曜日に、愛国学園大学で開催

されました。当日は、受講生23名のほか、愛国学園大学学長、専門課程で講義をしてくれる先生方、

大学事務局職員の方々、市教育委員会から教育長と社会教育課の職員が出席しました。受講生は、

３月26日までの間に、全８回の講義を受講していただく予定ですが、新型コロナウイルス感染症の

影響がなければと思っています。 

 成人式事業では、１月９日日曜日に令和４年新成人のつどい「新章開幕～Ｔａｋｅ ｏｎｅ ｍｏ

ｒｅ ｓｔｅｐ～」が市文化センターにおいて開催されました。今年は、密を避けるため、中学校

区別に２部に分けて、会場入り口での検温、手指消毒、マスクの着用など、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のための対策を行いながら開催しました。当日の出席者数は、男性338人、女

性295人、合計633人、出席率は男性75.1％、女性73.4％、合計74.3％となりました。初めての２部

制での開催となりましたが、出入口を２か所にしたことも併せて成人者の滞留がなく、スムーズに

記念品の受渡しを行うことができたなど、従事者からは初めての試みとしてよかったのではないか

という感想がありました。今後従事者や実行委員からの意見を基に、来年度から開催される二十歳

のつどいの開催方法を考えていきます。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中スポーツ青少年課長、お願いします。 

 

〇スポーツ青少年課長 スポーツ青少年課の所管事業についてご報告いたします。 

 青少年育成活動支援事業では、１月16日にジュニアリーダー初級認定講習会を予定しておりまし

たが、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、残念ながら中止となりました。 

 スポーツ普及促進事業では、１月16日に予定していたスポーツ少年団交流大会についても、同様

に新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっております。 

 小中学校施設開放事業では、１月18日に小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会を開催

市、今年度の現状と来年度の運営について報告いたしました。なお、１月21日から適用されたまん

延防止等重点措置を受け、小中学校体育館及び特別教室の開放を１月24日から中止しております。 

 体育施設管理運営事業では、故障していた総合公園体育館内及び多目的運動場のトイレの改修工

事を完了いたしました。市内体育施設では、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、引き続

き市民のスポーツ活動の環境確保を図っております。 

 以上です。 

 

〇教育長 小野図書館長、お願いします。 

 



 8 

〇図書館長 図書館の所管事業についてご報告いたします。 

 読書学習推進事業では、冬休み期間に１階ロビーにて、本年度の四街道市小中学校読書感想画コ

ンクール優秀作品の展示を行いました。年が明けた１月７日から児童室で、職員のお勧め本を何か

分からないように包んで貸し出すラッピングブックを開催しました。英字新聞や包装紙で包んだ本

は、どんな本かヒントを添えてあり、低年齢を中心に、あっという間に貸出しされていきました。 

 １月18日からは、一般室展示コーナーで県立千葉盲学校から資料をお借りし、盲学校の学びや読

書を紹介する千葉盲学校展を開催しています。 

 また、ちいき新聞四街道版１月14日号に、市内を巡回して本を届けている移動図書館ドリーム号

についての記事が掲載され、載っていましたね、読みましたよと多くの市民からお声かけをいただ

きました。記事をきっかけに、ドリーム号や図書館に足を運んでいただければと願っています。 

 12月の資料貸出冊数は２万5,389冊でした。 

 以上です。 

 

〇教育長 鶴田青少年育成センター所長、お願いします。 

 

〇青少年育成センター所長 青少年育成センターの所管事業についてご報告いたします。 

 青少年育成支援事業では、12月の相談活動については38件ありました。主に継続案件ですが、ス

クールソーシャルワーカーや関係機関と連携強化を図りながら対応しているところであり、改善の

方向に向かっている事案も増えてきております。 

 補導活動については、対象となる青少年はおりませんでした。現在、千葉県がまん延防止等重点

措置の適用を受けているため、補導活動は来月２月13日までは活動を中止しております。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの報告について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 ないようですので、（２）、事務局報告事項を終了します。 

 

 （３）１月の行事報告及び２月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（３）、１月の行事報告及び２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。 

 末永副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 それでは、資料ナンバーの２になります。１月の行事報告及び２月の行事予定に

ついて、各所属の行事から主なものを抜粋してご説明いたします。 

 初めに、１月の行事について申し上げます。１ページを御覧ください。 

 最初に、事業関係ですが、各種公民館事業のほか、９日には社会教育課所管の新成人のつどいが

文化センターで開催されました。 

 会議関係では、18日にスポーツ青少年課所管の小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会、
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21日には指導課所管の子ども読書活動推進計画策定委員会、また25日には教育支援委員会が開催さ

れました。31日には、社会教育課所管の社会教育委員会議が開催されます。 

 続いて、２月の行事予定ですが、２ページを御覧ください。 

 事業関係では、各種公民館事業、図書館事業のほか、５日にはスポーツ青少年課所管の小学校及

び中学校の校庭、体育館開放説明会、また19日の青少年ユニカール大会が予定されておりましたが、

それぞれ新型コロナ感染症の影響により中止となりました。 

 また、図書館が蔵書点検のため、２月14日から２月20日まで休館となります。 

 会議関係では、３日には指導課所管のいじめ問題対策連絡協議会、外国語教育推進検討委員会が、

また28日には子ども読書活動推進計画策定委員会が予定されております。前後いたしますが、８日

には社会教育課所管の地域コーディネーター会議、25日には中央小学校学校運営協議会が予定され

ております。 

 その他の行事につきましては、記載のとおりです。 

 以上となります。 

  

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 ないようですので、（３）、１月の行事報告及び２月の行事予定についてを終了します。 

 

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。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 質問を２件お願いいたします。 

 １件目です。社会教育課にお願いいたします。来年度以降の新成人のつどいの参加対象年齢はど

のように考えているか、お教えください。お願いいたします。 

 

〇教育長 久保木社会教育課長、お願いします。 

 

〇社会教育課長 お答えいたします。 

 来年度以降の成人式も20歳を対象に実施していくことが、令和２年７月に決定されました。対象

者につきましては、例年実施日が含まれる年度の４月２日から翌年の４月１日までの間に20歳に達

する方になります。なお、成年年齢の引下げに伴い、成人式の名称を新成人のつどいから二十歳の

つどいと変更する予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 
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〇池田委員 今後とも実りあるつどいにしていただければと思います。ありがとうございます。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 池田委員。 

 

〇池田委員 ２件目です。青少年育成センターにお願いいたします。子ども110番の家、家庭掲示

用プレートの交換について、現状と対策をお伺いします。 

 

〇教育長 鶴田青少年育成センター所長、お願いします。 

 

〇青少年育成センター所長 お答えいたします。 

 プレートの劣化や破損等による交換については、協力家庭から申出、依頼があれば、随時新しい

ものと交換をしております。一般家庭からの交換依頼については、学区小学校の教頭及び子ども110

番の家担当のＰＴＡが、事業所、店舗等からの交換依頼は学区中学校の教頭及び子ども110番の家

担当のＰＴＡが、それぞれ窓口になり、交換だけでなく新規設置に関する対応をいたしております。

ここ数年交換依頼のないものでも、日焼けによる劣化等が激しいものが多く散見される状況ではあ

りますので、本年度末、全協力家庭にプレート劣化や破損状況の調査アンケートを取り、交換を要

する枚数の把握をしたいと考えております。その上で劣化等の激しいものについては、交換依頼が

なくても早期に交換をさせていただく計画でおります。そのため、令和４年度はプレート作成のた

めの予算を要求しております。 

 以上です。 

 

〇教育長 池田委員。 

 

〇池田委員 地域で子どもを守るための有効な手だてとなるようにお願いいたします。 

 

〇教育長 ほかにございますか。 

 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。市内においても新型コロナウイルス感染者の急速な増加が

心配されますが、児童生徒の学校での生活面、学習面の様子と、また休校中の学習指導について教

えていただきたいと思います。 

 

〇教育長 飯村指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 お答えします。 

 各学校は、マスクの着用、人との距離を保つ、小まめな手指消毒等の感染症対策を徹底しつつ、

教育活動を維持、継続できるよう努力しております。児童生徒の日常生活では、自主的に感染症対

策を意識して過ごす姿が見られます。また、対面での話合い活動等の学習形態に制限がある中、Ｉ
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ＣＴ機器を活用して工夫した学習活動が展開されています。学年、学級閉鎖等を実施した学校につ

いては、可能な限りタブレット端末を持ち帰り、オンライン学習を実施しております。 

 以上です。 

 

〇教育長 豊田委員、お願いします。 

 

〇豊田委員 ありがとうございます。現場の先生方も、より一層の感染防止に注意され、ご苦労も

多いと思いますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

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 学務課に質問させていただきます。コロナが再拡大しておりますが、今現在の児童生

徒、教職員の罹患状態はいかがなものでしょうか。関連して、現在での学級、学年、学校閉鎖をす

る条件はどのようなものか教えていただきたいと思います。 

 

〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 児童生徒、教職員の罹患状況についてお答えします。 

 １月１日以降、１月28日現在、児童の陽性者が64名、生徒の陽性者が12名、教職員の陽性者は７

名となっています。 

 続いて、学級、学年、学校閉鎖の条件についてですが、本市では文部科学省の衛生管理マニュア

ル並びに県教育委員会の感染症対策ガイドライン、さらに状況により発出される最新の各種通知等

に基づき対応しております。児童生徒、教職員の陽性が判明した場合、保健所により校内における

濃厚接触者等の有無が確定されるまでの間、陽性者の行動の範囲に応じて、学級、学年、学校、該

当部活動を閉鎖とします。濃厚接触者等が無い場合は、原則解除、再開となりますが、有りの場合

は対象者の陰性が明らかになるまで継続となります。ただし、同一の学級において複数の児童生徒

等の感染が判明した場合や感染が確認された者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を

有する者が複数いる場合、状況により２日から５日程度を目安に閉鎖を継続する場合があります。

なお、濃厚接触者等の特定に当たっては、校内における陽性者の行動、学習活動、他者との関わり

に基づき、校長が判断した見解に対して校医から助言を受け、最終的な見解を保健所に提示し、認

定を受けて確定となります。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。ちなみに、今日現在学級閉鎖とかは起きているのか、教え

ていただいていいでしょうか。 
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〇教育長 石川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 現在学級閉鎖を行っている学校は３校あります。学級数としては５学級という状況で

す。 

 

〇田中委員 ありがとうございました。コロナが拡大しているのも確かなのですけれども、情報番

組とかだと感染性胃腸炎が今はやってきているということで、感染性胃腸炎はアルコール手指消毒

では効かないというお話をニュースで聞きました。なので、できるだけ子どもたちにはやはり石け

んでの手指消毒を徹底するように指導していただけたらと思っております。 

 以上です。お願いします。 

 

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。 

 

〇教育長 ないようですので、その他を終了します。 

 以上をもちまして、今定例会の公開部分を終了いたします。 

 次回の会議は、令和４年２月25日金曜日午後２時から第２会議室にて定例会を開催します。 

 暫時休憩します。 

〈非公開部分〉 

 

閉会宣告                                     教育長 

〇教育長 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。 

 令和４年１月四街道市教育委員会会議定例会はこれにて閉会します。 

 お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 


