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令和３年９月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年９月２４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 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に 

        関する規則の制定について 

  議案第２号 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会訓令の整備に 

        関する訓令の制定について 

  議案第３号 四街道市スポーツ大会出場助成金交付要綱の一部を改正する告示の制定につい 

        て 

  議案第４号 部長、次長、参事、課長及び教育機関（学校を除く。）の長の任命について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）９月市議会概要について 

  （３）事務局報告事項 

  （４）９月の行事報告及び１０月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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令和３年９月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年９月２４日（金）  午後２時～午後２時５３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 補 佐  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３年９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条により田中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、また今定例会につきましては傍聴の

受入れを中止しておりますので、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 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に 

        関する規則の制定について 

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。 
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 議事日程１、議決事項に入ります。 

 審議の前に、議案第４号 部長、次長、参事、課長及び教育機関（学校を除く。）の長の任命に

ついては、人事に関することで個人情報が含まれています。地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第14条第７項の規定では、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質問等はございますか。 

 質問がないようですので、直ちに採決に入ります。 

 会議の非公開に賛成される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、本件は非公開とすることに決定しました。 

 非公開にした部分については、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、教育長室で会議を行うこととします。 

 

〇教育長 議案第１号 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会規則の

整備に関する規則の制定についてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 真田教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 資料１の１ページを御覧ください。議案第１号 四街道市行政手続に関する押印

等の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定については、四街道市教育委員会

行政組織規則第８条第２号の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 本案は、四街道市行政手続に関する押印等の見直し方針に基づき、令和３年10月１日から押印等

の見直しを実施するため、所要の規定を整備する必要が生じたことから、提案するものです。 

 ２ページを御覧ください。改正内容ですが、関係する教育委員会規則は、第１条に四街道市教育

委員会押印規則、第２条に四街道市温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、第３条に四

街道市就学援助費支給規則、第４条に四街道市立武道館管理運営に関する規則、四街道市立公民館

条例施行規則、四街道総合公園有料公園施設管理規則、四街道市歴史広場の設置及び管理に関する

条例施行規則の計７規則となり、いずれも行政手続における押印を廃止するため、申請様式等の変

更を行うものです。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第１号について質疑はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、採決を行います。 
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 議案第１号 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に関

する規則の制定について、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１号 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教

育委員会規則の整備に関する規則の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第２号 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会訓令の整備に 

        関する訓令の制定について 

教育総務課 

〇教育長 次に、議案第２号 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会訓

令の整備に関する訓令の制定についてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 真田教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 資料１の４ページを御覧ください。議案第２号 四街道市行政手続に関する押印

等の見直しに伴う関係教育委員会訓令の整備に関する訓令の制定については、四街道市教育委員会

行政組織規則第８条第２号の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 本案は、四街道市行政手続に関する押印等の見直し方針に基づき、令和３年10月１日から押印等

の見直しを実施するため、所要の規定を整備する必要が生じたことから、提案するものです。 

 ５ページを御覧ください。改正内容ですが、関係する教育委員会訓令は、第１条に行事の共催及

び後援規程、第２条に四街道市教育委員会行政文書管理規程の計２訓令となり、いずれも行政手続

における押印を廃止するため、申請様式等の変更を行うものです。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第２号について質疑はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 ないようですので、採決を行います。 

 議案第２号 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教育委員会訓令の整備に関

する訓令の制定について、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 四街道市行政手続に関する押印等の見直しに伴う関係教

育委員会訓令の整備に関する訓令の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第３号 四街道市スポーツ大会出場助成金交付要綱の一部を改正する告示の制定につい 

        て 

スポーツ青少年課 
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〇教育長 次に、議案第３号 四街道市スポーツ大会出場助成金交付要綱の一部を改正する告示の

制定についてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 田中スポーツ青少年課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇スポーツ青少年課長補佐 資料１の６ページを御覧ください。議案第３号 四街道市スポーツ大

会出場助成金交付要綱の一部を改正する告示の制定については、四街道市教育委員会行政組織規則

第８条第２号の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 本案は、四街道市行政手続に関する押印等の見直し方針に基づき、令和３年10月１日から押印等

の見直しを実施するため、所要の規程を整備する必要が生じたことから提案するものです。 

 ７ページを御覧ください。改正内容ですが、当該要綱に基づく行政手続における押印を廃止する

ため、申請様式等の変更を行うものです。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第３号について質疑はございますか。 

 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。 

 討論がないようですので、採決を行います。 

 議案第３号 四街道市スポーツ大会出場助成金交付要綱の一部を改正する告示の制定について、

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３号 四街道市スポーツ大会出場助成金交付要綱の一部を改正

する告示の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

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、委員の皆様からの報告等ございますか。 

 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、９月２日木曜日、令和３年度市町村教育委員会オンライン協議会に参加しました。最

初に、開会挨拶と分科会の進め方等の説明があり、その後Ａ、Ｂ、２つの分科会でグループ協議を

行いました。まず、分科会Ａでは、奈良県、和歌山県、岡山県の委員の方と教育の情報化について、

各教育委員会での取組等を発表後、協議、意見交換いたしました。各取組内容は、大体同様でした

が、岡山県ではフィリピンとオンライン英会話の導入や幼、小、中学校の管理職、情報化推進リー
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ダー、情報担当者、ＩＣＴ支援員、行政等が参加して、情報化推進委員会を定期的に、月１回開催

し、情報共有と研修に取り組んでいるそうです。若手教員の得意分野を生かし、若手教員を情報化

推進リーダーに抜擢し、各学校内の研修会でアウトプットし、学校内でも情報を共有し、教員同士

の意欲向上や情報化の推進にもつながっているそうです。 

 次に、分科会Ｂでは、愛知県、京都府、兵庫県の委員の方と学校における働き方改革についてグ

ループ協議を行いました。兵庫県では、学校業務改善事業として、外部コンサルタントにも改善の

依頼をしたそうです。各教育委員会とも工夫を凝らし取り組んでいますが、なお一層の推進には行

政や地域の理解と協力も必要だという現状は同じようです。また、最後のまとめ、質問等では校務

支援システムを国で統一してほしい、デジタル庁でも教育のデジタル化を進めてほしい等のご意見

もありました。今回は初めてのオンライン協議会でしたが、事務局のお取り計らいと事前提出資料

を作成していただき、スムーズに協議会での意見交換等ができ勉強になりました。ありがとうござ

いました。 

 ２点目は、９月19日日曜日に旭小学校の運動会を参観しました。１日順延しましたが、当日は青

空の下、実施することができました。種目は、徒競走と団体競技、表現の３種目でした。高学年表

現での交差する集団行動は、練習の成果がうかがえ、すばらしかったです。保護者は、１年生のみ

の参観とし、入場の際に体温測定し、入場可能者はＰＴＡで用意されたリストバンドを左手首に着

用していました。徒競走ゴール付近の学年優先スペースが、密を避けるためプログラムを色分けし

区分するなど工夫されており、保護者も学習の一環と認識した運動会でした。 

 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 豊田委員から報告がありましたが、私からも市町村教育委員会オンライン協議会の分

科会での報告を簡単にさせていただきます。 

 まず、教育の情報化について、埼玉県蓮田市、三重県名張市、大阪府阪南市、広島県三原市の教

育委員計５名でディスカッションをしました。どの市町村も小中学生の端末機器での活動状況はそ

う変わりはありませんでした。夏休みには各家庭に持ち帰り、学習支援ソフトによるドリル学習な

どを行ったことも同様かと思います。ただ、端末機器に頼り過ぎると漢字の書き取りが不十分にな

るのではないかという意見が出ました。漢字は読めるけれども、書けないなどの状況に陥らないた

めには何が必要か。従来の手で書く習慣を大切にするべきだと考えられます。端末機器での学習、

対面授業、自らの手で体で体験する体験学習、それぞれの利点をうまく活用し、これからの教育活

動に生かすべきと意見がまとまりました。 

 全体のまとめにおいて、文科省に質問が出ました。「卒業したら端末内の情報データはどうなる

のか」との質問に対し、「文科省としても課題の一つで、今年度中にガイドブックにして示す予定

だ」との回答でした。それから、「端末機器と教科書、ノートを机に置くといっぱいいっぱいです

が、このまま机は変わらないのですか」との質問に対し、「ＪＩＳ規格なので、すぐにどうこうは

できませんが、今後規格が変更され大きくなると思われます」との回答でした。 

 続いて、２つ目の分科会は学校における働き方改革について、長崎県時津町の教育長と神奈川県
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二宮町の教育委員の３人でディスカッションを行いました。多忙と多忙感は違いがあり、教職員に

とっては子供たちとの触れ合いは多忙ではないのでしょう。学校で教職員のみで改善できることは

限られていると思われます。教職員の状況を地域や保護者に理解してもらうことが重要ではないで

しょうか。必要があれば、地域や専門のサポートを入れる必要が出てくると思われます。私たち教

育委員会は、それらを踏まえて学校をサポートしていく準備を怠らないようにしていきましょうと

締めくくりました。 

 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）、委員報告事項を終了します。 

 

 （２）９月市議会概要について 

 

〇教育長 次に、（２）、９月市議会概要についてに入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 伊藤教育部長、お願いします。 

 

〇教育部長 令和３年第３回（９月）定例市議会の概要についてご報告します。 

 資料２を御覧ください。会期ですが、９月定例市議会は、８月30日に開会され、９月28日までの

30日間の日程で開催されております。 

 次に、代表質問及び一般質問の日程ですが、９月８日から15日までのうち６日間で、14名の議員

が壇上質問に立ち、そのうち８名から教育委員会が所管する事項に関する質問がありましたので、

主な事項について申し上げます。 

 初めに、学校教育関連に関しましては、小中学校における新学期の対応、部活動の現況と課題、

感染拡大の中での学校行事の影響、タブレットの活用状況と視力への影響、第３次子ども読書推進

計画の評価と課題、障害児支援に対する取組状況と児童への対応、ヤングケアラーの把握状況、児

童生徒の言動や服装の変化における対応、ＳＮＳでの誹謗中傷の把握方法、相談アプリ、ストップ

イットの活用についてなどになります。 

 次に、施設関連に関しましては、公民館や学校施設における大規模自然災害の対策や備えと課題、

八木原小学校大規模改造工事の進捗状況、プールの民営化に向けた検討についてなどになります。 

 最後に、その他についてですが、通学路の安全点検状況と対応、四街道中学校に植えられている

松の歴史、旭中学校でのゴルフ部設立の委員会の見解、歴史教科書の再度採択の是非、印旛地区で

の採択会議について、５Ｇによる人体の悪影響についてなど多岐にわたる質問があり、それぞれ答

弁しました。 

 資料２ページからは一般質問答弁要旨、教育委員会所管事項と題する文書を添付しておりますの

で、答弁の詳細内容につきましてはこちらを御覧いただきたいと思います。 

 なお、９月定例会につきましては、来週の28日火曜日に閉会の予定となっています。 

 報告は以上です。 
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【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、（２）、９月市議会概要についてを終了します。 

 

 （３）事務局報告事項 

 

〇教育長 次に、（３）、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

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きましてご報告します。 

 教育委員会事務局運営事業では、庁舎の裏に設置しておりますエアコン室外機のところにびっし

りと茂っておりましたタチアオイ、西洋アオイと呼ばれているものですが、庁舎管理の一環として

職員の手作業により９月６日に撤去しました。 

 小学校施設大規模改造事業では、現在行っております八木原小学校の大規模改修工事について、

建築工事、電気工事、施設設備工事と複数の事業者が関わっていることから、毎週金曜日の午前中、

各工事業者と当課の技師３名で進捗状況について打合せを行いながら進めているところです。 

 小学校施設設備維持管理事業では、９月10日の午前中、和良比小学校の近くに住む方から、学校

の木に蜂の巣があるとの電話があり、職員３名で現地の確認を行いました。実際は、蜂の巣はなく、

木の花に複数の種類の蜂が集まっているという状況であったため、枝を切り落として対処しまし

た。また、四街道小学校の木造校舎跡地に雑草が生い茂っているとの情報があり、９月15日に現地

を確認しました。私の背は大体164センチぐらいですけれども、それより高い草も生えておりまし

たが、その後ある程度学校側で対処いただいている状況を９月22日に確認しております。現在草刈

り委託にて対応できるよう、業者に見積り依頼中です。 

 以上です。 

 

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します。 

 健康診査事業では、脊柱側湾症検査の二次検査として、低線量エックス線検査を９月10日に中学

校３校で、21日に中学校２校と小学校１校で、生徒250名、児童144名に対して実施しました。 

 生徒派遣等助成事業では、関東中学校陸上競技大会１年男子走り幅跳びに出場した四街道中学校

生徒、関東中学校水泳競技大会400メートル自由形に出場した千代田中学校生徒に対し、大会参加

に係る経費の補助金を支給しました。 

 児童生徒就学助成事業では、要保護及び準要保護児童生徒援助費の新規の支給認定を児童３名に

対して行い、特別支援教育就学奨励費の今年度の支給認定を生徒76名、児童164名に対して行い、

学校を通して保護者に通知しました。 

 ９月10日に行った教頭会議は、緊急事態宣言中であること、市内全小中学校でオンライン授業の
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試行期間中であることから、教頭が学校を離れて一堂に会することを避け、オンラインで実施しま

した。教育委員会からは、教育長のビデオメッセージ、学務課のプレゼンテーションファイルの自

動再生による指示、伝達を行うなど、オンラインの機能を活用し、ＩＣＴ化の促進に資することを

意図して対応しました。 

 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します。 

 タブレット端末を活用した学習について、教育ネットワーク基盤整備事業の取組としまして、全

ての小中学校は学級閉鎖、学年閉鎖等になったときでも各家庭でオンラインによる学習が行えるよ

う、９月８日から９月10日にかけてタブレットを持ち帰り、オンライン学習の試行を実施しました。

行事等によるこの期間に実施できなかった学校については、９月中に実施します。この試行の実施

により、各家庭でのオンライン学習について確認できるだけではなく、各学校でも配信に際しての

手順等を改めて理解を深めることができ、今後オンラインによる授業配信が円滑に行えるものと考

えます。課題については、現在各学校に調査をしており、今後できるものから対応していく予定で

す。なお、この試行について、現時点では大きな混乱はありませんでした。 

 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します。 

 生涯学習推進事業では、８月31日火曜日に四街道公民館におきまして生涯学習生きがいづくりア

シスト事業一日体験講座を実施しました。当日は、非常に暑い中ではありましたが、７講座、56名

の参加をいただきました。 

 成人式事業では、９月15日水曜日に令和４年成人式実行委員会第１回会議が開催され、二十歳組

11人、19歳組８人の計19人を委員として委嘱しました。今後１月の成人式に向けて会議を重ねてい

きます。 

 社会教育活性化事業では、９月11日土曜日に印旛郡市社会教育委員連絡協議会主催事業として、

白井市文化会館大ホールで印旛郡市社会教育振興大会が開催され、当日は四街道市から現地へ10

名、ユーチューブでの配信もありましたので、こちらの配信を見られた方が５名で大会に参加しま

した。大会の中で、四街道市から５名の方が表彰を受けました。そのほか事例提案として令和３年

成人式実行委員会委員長と副委員長、社会教育課職員が「コロナ禍の成人式～一生に一度の20歳～」

と題して発表を行いました。来年度は、四街道市を会場市として印旛郡市社会教育振興大会が開催

される予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 田中スポーツ青少年課長補佐、お願いします。 
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〇スポーツ青少年課長補佐 スポーツ青少年課所管事業についてご報告します。 

 青少年育成活動支援事業では、９月19日に富里市で開催された印旛郡市こども会連合会の役員会

に出席し、今後予定されている実技講習会について意見交換を行いました。 

 体育施設管理運営事業では、施設の改修工事発注に向け、現場確認や積算作業等を進めました。

また、緊急事態宣言の発令に伴い、９月１日より当該施設を休館し、学校開放事業につきましても

学校教育への影響を考慮し、休止しています。 

 なお、施設の休館を利用しまして、指定管理者により経度な施設及び用具の補修を実施し、開館

に備えています。 

 以上です。 

 

〇教育長 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 図書館の所管事業についてご報告します。 

 読書学習推進事業では、夏休み期間に児童室で初めて本に関するクイズとして、難易度を３段階

に分けたクイズラリーを試みたところ、延べ353人の参加があり盛況でした。小学生以上を対象に

企画したものでしたが、未就学児の参加が多く見られたため、次回は年齢の幅を広げて開催したい

と思っています。 

 資料管理整備事業では、四街道市内で新型コロナウイルスの感染者数が急増したことを受け、９

月１日より緊急事態宣言が解除されるまで、公共施設は閉館することとなりましたが、図書館は児

童室入り口に設けた臨時窓口で予約資料の貸出し等の限られたサービスを行っています。９月１日

から23日までの貸出し冊数は4,005冊、予約受付件数は3,325件となっています。 

 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します。 

 青少年育成支援事業では、８月の相談活動については27件ありました。補導活動については、補

導対象となる青少年はいませんでした。 

 ９月においては、緊急事態宣言発令中ですので、青少年補導委員による補導活動を中止としてい

ます。その間は青少年育成センター職員により、適宜見守り活動を行っていますが、補導対象とな

る青少年はいませんでした。また、不審者情報（声かけ）を１件、よめーるにて発信しています。 

 10月は、青少年育成センターによる市内小中学校の学校訪問を小学校７校、中学校４校実施する

予定です。 

 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。 

 小舘委員、お願いします。 
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〇小舘委員 こちら質問ではございません。今回初めてこのように各課長さんたちから事業の取組

についてご報告いただきました。それぞれこれまでも一覧表の中で報告は受けていましたし、事業

の評価の中でも非常に詳しく話は伺っていたわけですが、月々の取組について細かく、どういうふ

うになされてきたのかということが今報告いただきましたので、より分かりやすかったかなという

ふうに思います。ありがとうございました。その中で、丁寧にいろんな取組をしていただいている

ということが改めて分かりました。また、出てきた課題、これについても整理をしていただいたり、

早速その課題を受けて次回から年齢層を広げていくだとかという報告もありましたけれども、そう

いう見直しをしながら、改善をしながら、少しでも市民や子供たちのために、よりよい事業になっ

ていくようにという取組がなされているということが改めて分かりましたので、ぜひこの取組を今

後も、もっといい方法があるのかもしれませんが、やりながらよりよいものを求めていくというこ

とをお願いしたいと思います。 

 改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

〇教育長 ほかに質問等ございますか。 

 ないようですので、（３）、事務局報告事項を終了します。 

 

（４）９月の行事報告及び１０月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（４）、９月の行事報告及び10月の行事予定についてに入ります。 

 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 ９月の行事報告及び10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

してご説明します。 

 初めに、９月の行事について申し上げます。資料３の１ページを御覧ください。 

 最初に、事業関係ですが、当市では９月30日まで緊急事態宣言期間中の公共施設を原則閉館する

ことといたしましたことから、文化センター、公民館、図書館を会場として予定していた事業につ

いては、中止または延期となっています。 

 会議関係では、８日に学務課所管の生活習慣病事後措置会議、就学時健康診断会議など、書面開

催、オンライン開催により実施されています。15日には、先ほど報告のありました社会教育課所管

の第１回令和４年成人式実行委員会が実施されました。 

 続いて、10月の行事予定について、２ページから３ページになります。 

 会議関係では、６日に青少年育成センター所管の市青少年補導委員連絡協議会役員会、13日に同

協議会理事会が予定されています。15日には教育総務課所管の総合教育会議が予定されています。 

 事業関係では、各種公民館事業、図書館事業のほか、社会教育課所管の市民文化祭が16日から翌

11月７日まで、文化センターにて開催が予定されています。 

 その他の行事につきましては記載のとおりです。以上です。 

 

【質疑応答】 
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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、（４）、９月の行事報告及び10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。 

 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３年10月21日木曜日午後２時から、第２会議室にて定例会を開催します。 

 先ほど非公開とした案件については、午後２時50分から教育長室で会議を再開します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

〇教育長 再開します。 

 

＜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３年９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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


