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令和３年１１月教育委員会会議定例会 議事日程 

 

日時：令和３年１１月１９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 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第６号）（教育委員会所管分）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）１１月の行事報告及び１２月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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          令和３年１１月四街道市教育委員会会議定例会 会議録 

 

日  時      令和３年１１月１９日（金）  午後２時～午後２時４１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３年11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いたします。 

 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 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第６号）（教育委員会所管分）について 

教育部 

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。 
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 議案第１号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第６号）（教育委員会所管分）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。 

 末永副参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 資料１―１、議案第１号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第６号）のう

ち教育委員会所管分について、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第３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、令和３年度四街道市一般会計補正予算（第６号）教育委員会所管分に同意することにつ

いて、市長が令和３年第４回四街道市議会定例会に議案を提出するため、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の意見を求めるものです。 

 資料１―２、補正予算書についてご説明します。 

 初めに、６ページをお開きください。第３表、繰越明許費補正の追加ですが、９款教育費、４項

社会教育費、事業名、公民館管理運営事業704万円は、後ほどご説明しますが、公民館大規模改修

設計委託料の繰越分です。 

 続きまして、同款５項保健体育費、事業名、体育施設管理運営事業6,144万6,000円は、総合公園

体育館改修工事の繰越分です。 

 次に、７ページを御覧ください。第４表、債務負担行為補正の追加になっており、令和４年度当

初から行う業務であるため、本年度中に契約を締結する必要があることから、債務負担行為を設定

するものです。初めに、８段目のスクールカウンセラー業務委託、限度額は257万4,000円。次にそ

の下段、社会科見学等バス借上料、限度額708万2,000円。次にその下段、プリンター用消耗品購入

（小中学校）、限度額は779万2,000円。次にその下段、小中学校給食運営委託（和良比小学校、四

街道中学校）は、期間が令和７年度までで、契約期間が３年４か月であり、限度額は２億1,721万

6,000円。最後に、一番下ですが、小中学校給食運営委託（四和小学校、吉岡小学校、旭中学校）

は、期間が令和７年度までで、契約期間は３年４か月であり、限度額は２億2,303万6,000円。以上

５件、全て所管は指導課となります。 

 次に、８ページを御覧ください。第５表、地方債補正追加分、公民館整備事業、限度額630万円

は、先ほど繰越明許補正追加分でお話ししました公民館管理運営事業、公民館大規模改修設計委託

料に充当するものです。 

 次に、12ページをお開きください。歳入ですが、23款市債、１項市債、６目教育債、４節社会教

育費、公民館整備事業債630万円は、この後の歳出でもご説明しますが、公民館大規模改修設計委

託料の財源として措置するものです。 

 次に、歳出についてご説明します。25ページをお開きください。９款教育費、２項小学校費、１

目学校管理費、小学校施設管理事業、17節備品購入費312万6,000円は、八木原小、南小、和良比小、

四街道小学校において、児童数増、クラス増による机、椅子などの購入に要する経費を計上するも

のです。 

 次に、26ページをお開きください。同款３項中学校費、１目学校管理費、中学校施設管理事業、

17節備品購入費28万円は、旭中学校の生徒増による机、椅子の購入に要する経費を計上するもので
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す。 

 次に、同ページ、同款４項社会教育費、２目公民館費、公民館管理運営事業、12節公民館大規模

改修設計委託料704万円は、旭公民館改修工事設計業務で、歳入でご説明しました市債630万円が充

当されています。 

 次に、27ページを御覧ください。同款５項保健体育費、３目学校給食費、学校給食管理運営事業

158万2,000円のうち、10節消耗品費105万4,000円、17節学校給食用備品購入費52万8,000円は、四

街道小、和良比小、四街道北中学校のクラス増による経費を計上するものです。 

 ほか職員人件費については、人事異動等の要因により、それぞれ計上されています。 

 説明は以上です。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。 

 議案第１号 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第６号）（教育委員会所管分）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 令和３年度四街道市一般会計補正予算（第６号）（教育

委員会所管分）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、委員の皆様から報告等ございますか。 

 池田委員、お願いします。 

 

〇池田委員 報告を３件いたします。 

 １件目は、10月22日金曜日に開催されました四街道西中学校の保健体育科公開授業研究大会で

す。新型コロナウイルス感染症拡大の中での２年間、大変厳しい学習環境を乗り越えて行われまし

た。３年生男子、２年生女子の生徒がそれぞれ個人の課題達成に向けて一生懸命マット運動に取り

組んでおり、その技能は非常に高いものであり、すばらしい成果を上げたと敬服しました。 

 ２件目は、令和３年度青い麦の子振興ふれあい運動会代替行事のうち、市ホームページの各学校

特別支援学級紹介記事についてです。いずれの記事も児童生徒の日頃の実践や先生方の熱心な指導

方針が伝わってくるものでした。 

 ３件目は、令和３年度第１回教育長・教育委員研修会の動画配信視聴についてです。研修会１は、

文科省より「学校教育におけるＩＣＴの効果的な活用と教員の資質・能力向上」について説明があ

りました。教育の情報化の必要性について知ることができました。また、研修会２は県教委、県内
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教育長、ＰＴＡ、教育センターの皆さんによるシンポジウムでした。ＩＣＴの可能性や直面してい

る課題を知ることができました。 

 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、３点ご報告がございます。 

 １点目は、10月22日金曜日に令和２・３年度保健体育科公開授業研究大会で、四街道西中学校の

３年生男子と２年生女子の授業参観をしてきました。どちらの授業もマット運動を行い、ブリッジ

等の６種のサーキットトレーニングの後に、グループごとの練習を開始し、タブレットを使用して

友達のお手本動画や自分がどのようにできているかを見ながら改善するなど、タブレットをうまく

活用していました。最後に、グループ発表会がありましたが、上手に回転系や巧技系の技を組み合

わせて挑戦していました。 

 ２点目は、10月30日土曜日に栗山小学校の運動会を参観してきました。種目は徒競走とアイデア

走、ダンスでした。アイデア走は、じゃんけんや玉入れなどを取り入れ、各学年趣向を凝らしてい

ました。５、６年生の交差する集団行動は、堂々として立派でした。秋晴れの中、児童は元気に運

動会を頑張っていました。 

 ３点目は、令和３年度第１回千葉県市町村教育委員会連絡協議会教育長・教育委員研修会の配信

動画を視聴しました。研修１、基調講演では、演題「学校教育におけるＩＣＴの効果的な活用と教

員の資質・能力向上」について、初等中等教育局情報教育・外国語教育課、板倉課長より急激に変

化していく社会背景の中、ＧＩＧＡスクール構想を基盤とした令和の日本型学校教育の構築を目指

し、教育、学習におけるＩＣＴ活用の特性や強みを生かし、全ての子どもたちの可能性を引き出す

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実、校務の効率化や教育データの利活用によ

る効果的な学びの支援等、様々な可能性が広がってきましたが、、個人情報保護や情報モラル教育

等の充実、児童生徒の健康への配慮などの留意も大切であるとのことです。また、ＩＣＴ活用のサ

ポート体制として、全国の教育委員会、学校に対する、すぐにでも、どの教科でも、誰でも活かせ

る１人１台端末の活用方法、ＳｔｕＤＸ Ｓｔｙｌｅ（スタディーエックス スタイル）や学びの保

障、オンライン学習システムＭＥＸＣＢＴ（メクビット）等の説明もありました。最後に未来の学

びについて、2040年頃の社会の姿として、Society5.0の到来、グローバル化、人口減少、人生100

年時代になり、2007年生まれ、現在の中学１、２年生の50％が107歳に到達すると予測されるそう

です。既に生まれている子どもにとって、20年後は社会の中心となっている時代なので、教育、学

習を考える上で2040年頃の社会の姿を思い描きながら考えていかなくてはいけないとのことでし

た。 

 研修２、シンポジウムでは、演題「県内のICT活用教育の現状と今後の展開」について、千葉県

教育委員会教育振興部学習指導課、石川主幹より、千葉県内市町村の学校の現状、教育のＩＣＴ活

用指導力として、授業にＩＣＴを活用して指導する能力は千葉県は72％、全国17位で、全国平均は

70.2％、児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力は千葉県は73.5％、全国23位で、全国平均は72.9％、

令和６年度までに100％を目指しているそうです。また、端末活用とＩＣＴ環境整備の状況は地域
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差があるそうです。市町村教育委員会代表の香取市と九十九里町の教育長からは、「今後について

教職員のＩＣＴ活用能力や児童生徒の情報モラルを高めていく必要がある。また、端末の次期更新

の際、国庫補助金がなければ市町村単位の更新は難しい」などの意見があり、これは四街道市にと

っても同様だと思われます。県教育委員会からは、教職員のレベルに合わせたＩＣＴ研修や千葉県

版のＧＩＧＡスクールサポーターを配置し、市町村への支援を行っていき、端末更新費用について

は県教育委員会からも国に働きかけますとのことでした。今回の研修も現状把握等ができ、勉強に

なりました。 

 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 まず、10月23日に行われました四街道小学校の運動会を参観しました。この日は、天

気はよいのですが肌寒く、児童たちも上着を着用して競技まで待機している状態でした。四街道小

学校の運動会も他校同様、徒競走と表現の２種目でした。３、４年生のそれぞれの表現は対照的で

した。３年生は、児童各自が自分の個性を出している踊りで、衣装も自分の好きなものを着ており、

それぞれが楽しんでいる様子が伺えました。それに対し、４年生はまとまりがあり、４年生全員で

一致団結し１つの表現を完成させたのだなと、観客を感動させる出来栄えでした。これはどちらが

よいというものではないと思いますが、その学年の先生の考え方で大きく違いが出るのだと考えさ

せられました。 

 続いて、令和３年度第１回教育長・教育委員研修会が動画配信をされましたので、視聴したこと

でお話ししたいと思います。２部に分かれ、１部の基調講演は、「日本の子どもたちはＰＣなどネ

ットでのチャットやゲームなどの使用は非常によく使われていますが、学習での使用はほとんどさ

れていない状態でした。これからは端末機器を活用し、苦手とされる読解力を伸ばし、自分の考え

を他者に伝わるように根拠を示し、説明できる能力を育成すべきである」というお話でした。それ

に対し、教員のＩＣＴにおけるスキルは、まだまだ不十分なので、研修会やＧＩＧＡ ＳｔｕＤＸ

（ギガ スタディーエックス）メールマガジンなどを活用して向上を図っていただきたいというこ

とでした。 

 ２部は、香取市、九十九里町の教育長を含む６人でのシンポジウムでした。九十九里町は、電子

黒板を市内小中学校の普通教室及び特別教室に配置して、さらに千葉工業大学と連携してプログラ

ミング教育をするための理論研修、実践研修を行っているそうです。シンポジウムの最後では、「オ

ンライン授業を行うことにより、いつでも、誰でも、どこにいても学ぶことが可能になります。学

びを止めないツールになるように活用していきたい」と話されていました。 

 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 私からは２点です。 
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 10月22日、四街道西中の公開研を参観したこと、それから11月７日に動画視聴による第１回教育

長・教育委員研修会の学習をさせていただいたということの報告だけで、報告を終わらせていただ

きたいと思います。内容については、３人の委員さんから報告があったとおりです。 

 ただ、１点だけ教育委員研修の中で、最後に県のＰＴＡ連絡協議会の会長から、県内の状況の中

でＩＣＴ端末が今年１学期になって配置された学校があると、そしてＷi―Ｆi環境についても９月

になってようやく整備が始まったところがあるという報告がありましたので、改めてその話を聞い

たときに、本市の取組はもう着々と昨年度からされていて、この４月からは学習が既にスタートし

ていることを考えたときに、改めて事務局の皆さんたちのこの間の努力に敬意を表したいなと思い

ながら視聴したところです。 

 以上です。 

 

〇教育長 では、私から１点報告します。 

 11月12日金曜日、令和３年度第３回印教連定例常任委員会および印旛地区教育長会議が印旛合同

庁舎で行われ、出席しました。概要報告をします。常任委員会ですが、木村酒々井町教育長の挨拶

後、初めに報告事項が事務局の成田市教育委員会から６点ありました。１点目が印教連会員につい

て、八街市１名、白井市１名、栄町１名の教育委員会委員の方が退任され、後任の方が会員となら

れました。 

 ２点目は、９月３日開催予定でした印旛地区教育長職務代理者等会議は、新型コロナウイルス感

染防止のため中止となりました。 

 ３点目は、印教連指定研究学校の公開研究会についてですが、11月５日に八街市立朝陽小学校が

特別の教科道徳について、人を集めての公開は行わず、校内研修の規模で実施したとのことです。

11月19日、本日ですが、成田市立本城小学校が算数科について公開、朝陽小学校と同様の方法で実

施とのことです。 

 ４点目は、印教連研修視察について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止。 

 ５点目は、令和４年度負担金について。 

 ６点目は、令和４年度印教連事務局業務分担について、本市の令和４年度の業務は、教育功労者

表彰の担当であるということです。 

 以上、資料を基に報告がありました。 

 続いて、協議事項では、１点目、令和３年度印教連教育功労者表彰について、担当である印西市

教育委員会から表彰規程、選考委員、教育功労者表彰候補者の推薦について資料を基に説明があり

ました。 

 ２点目は、印教連指定研究学校について、来年度の公開予定校は佐倉市立間野台小学校がＩＣＴ

を活用した情報教育、印西市立原山小学校が教科等横断的な視点での情報活用能力の育成で公開予

定です。令和４年、５年度指定研究学校は、本市の四街道小学校、富里市立富里中学校とのことで

す。 

 ３点目は、令和４年度の行事予定について。 

 以上、資料を基に説明があり、了承されました。 

 最後に、連絡事項として、令和３年度の印教連教育功労者表彰の選考会議及び表彰式の日時、第

４回定例常任委員会の日時について説明がありました。 
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 常任委員会終了後、第３回印旛地区教育長会議があり、会長の木村酒々井町教育長の挨拶の後、

北総教育事務所の小川管理課長さんから人事異動関係、管理職選考、再任用職員、不祥事根絶、学

校訪問について説明がありました。 

 私からは以上です。 

 

 （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

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します。 

 小学校施設設備維持管理事業では、10月18日に四街道中学校の第２グラウンドにおいて、防球ネ

ットと民間駐車場の間の幅１メートル程度のところに生えておりました直径10センチ程度の木数

本の伐採及び、雑草や防球ネットに伸びていたツタの駆除を当課の職員で行いました。 

 中学校施設設備維持管理事業では、10月28日に、旭中学校と千代田中学校で行っているトイレ改

修工事において、工事が終了した部分の検査を行い、11月１日から一部使用を開始しています。 

 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。 

 通学路安全管理事業では、11日に発生した吉岡小学校通学路上でのミキサー車電柱追突事故に伴

い、学校から危険箇所追加申請を受け、16日に関係各課、四街道警察、学校関係者による臨時の合

同点検を行い、今後の安全対策について協議を行いました。 

 健康診査事業では、次年度小学校入学予定者を対象にした就学時健康診断を各小学校で実施し、

22日、四和小学校で終了の予定です。今回の受診者は、全体で911人おり、これまでに795人の受診

が終了しています。当日欠席した場合も、別の学校で受診できるよう調整しており、現段階で未受

診者はない状況です。 

 少人数教育推進事業では、11月１日から次年度の少人数指導推進教員の募集を開始し、これまで

23人の応募がありました。この後、22日から面接を行う予定です。任用の決定は、令和４年度の予

算が決定し次第進めてまいります。 

 児童生徒就学助成事業では、11月の新規認定は、就学援助費で小学校３名、中学校１名、世帯数

では３世帯となります。特別支援就学奨励費では、小中とも認定はありませんでした。 

 最後に、小中学校の新型コロナウイルス感染症の状況ですが、18日現在ＰＣＲ検査を実施した生

徒は２名、うち陽性者はゼロ名、児童の実施者はいませんでした。同居家族のＰＣＲ検査実施も１

名で、陽性者はなく、９月以降減少が続いている状況です。 

 以上です。 
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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。 

 教育相談体制支援事業において、本市では命の教育の推進の一環として、12月10日の世界人権デ

ーに合わせ、いじめ撲滅キャンペーンに取り組んでいます。この取組では、児童生徒がいじめ問題

にじっくりと向き合う機会とし、いじめが起きない集団や学校をつくる意識を高めるとともに、豊

かな人間性や社会性を育むことを目的としています。具体的な取組としまして、市教育委員会では

教職員向けにいじめ問題に関する取組の重点の提示、市ホームページや懸垂幕にて幅広く啓発活動

を行っています。各学校では、校長等による全ての児童生徒に向けた講話の実施や学校の実態に応

じ、いじめ撲滅に向けた討論会、標語、スローガンづくりが行われます。また、保護者や地域に対

しても、学校だより、ホームページ等による呼びかけを行います。今後も、各学校のいじめ問題に

対する取組のさらなる充実を図り、いじめ撲滅に向け努めてまいります。 

 読書活動活性化支援事業において、第３次子ども読書活動推進計画は、令和３年度が最終年であ

るため、現在令和４年度からおおよそ５年間を見据えた第４次計画の策定をしています。今後の予

定としては、12月にパブリックコメントを行い、令和４年３月には教育委員会会議でお諮りする予

定です。第４次計画では、第３次計画の成果を生かしつつ、子どもが読書をしやすい環境づくりの

充実や途切れない年齢層での読書活動を実施するための取組を行って行く予定です。 

 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します。 

 市民文化祭事業では、10月17日日曜日から11月７日日曜日の期間、文化センターで開催され、舞

台発表の部では29団体、展示発表の部では10団体、合計39団体の参加をいただきました。 

 児童生徒作品展では、市内小中学校、千葉盲学校、四街道特別支援学校から合計1,061作品の出

品をいただきました。その中から、市長賞、議長賞、教育長賞について、それぞれ11作品が選出さ

れ、11月２日火曜日に新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しながら、各賞の表彰式を執り

行うことができました。 

 市民大学講座事業では、市政だより10月15日号において市民大学講座（専門課程）の受講生募集

を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のための定員24名に対し、10月29日の締切りま

でに45名の応募をいただき、抽せんで受講生を決定しました。市民大学講座（専門課程）は、年明

け１月８日から３月26日までの全８回のプログラムを愛国学園大学構内で受講していただく予定

です。 

 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します。 
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 青少年健全育成事業では、来年４月の青少年問題協議会委員の任期満了に伴い、新たな公募委員

を募集するため、募集要項を市役所、第２庁舎、公民館に配架しました。 

 地域青少年活動活性化事業では、11月９日に支部長会議を開催し、２月に予定をしているユニカ

ール大会の開催について協議しました。 

 体育施設管理運営事業では、利用休止としていた総合公園体育館の更衣室の換気対策が完了した

ことから、10月26日より利用を再開し、11月９日には更衣室の利用人数緩和を行ったところです。

引き続き制限緩和について新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、段階的に実施してい

く予定です。 

 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。 

 資料管理整備事業では、緊急事態宣言が明けたことにより、市民の利用が回復し、図書館らしい

日常を取り戻しつつあります。10月の貸出し冊数は、２万8,337冊でした。これは感染症発生以前

の令和元年10月の貸出し冊数を1,182冊上回っております。 

 読書学習推進事業では、10月26日に小中学校の先生方のご協力を得て、第37回目を迎えた四街道

市小中学校読書感想文・感想画コンクールの審査会を開催しました。本年度の応募数は、感想文

2,267点、感想画116点、合計2,383点でした。学校生活で、いまだ感染症の影響を受ける中、多く

の児童生徒が一冊の本と深く向き合い、自分の考えを文章や絵で表現したことは、健やかな心の成

長につながったことと思っております。 

 10月31日には、図書館の駐車場を会場に、あおぞらおはなし会を開催し、13人の参加者とともに

２つのお話と手遊びを楽しみました。 

 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します。 

 青少年育成支援事業では、10月の相談活動については53件ありました。 

 補導活動については、中学生の二人乗りが１件あり、危険である旨の声かけをして、注意を促し

ました。 

 あわせて、今月の校長会、教頭会において、児童生徒には改めて安全な正しい自転車の乗り方に

ついての指導をするようお願いしました。 

 また、今月26日には第２回こども110番の家担当者会議を当センターで開催し、主にこれまでの

各学校区の活動内容や課題、今後の活動についての情報交換等を行っていく予定です。 

 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。 
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 ないようですので、（２）、事務局報告事項を終了します。 

 

（３）１１月の行事報告及び１２月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（３）、11月の行事報告及び12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 それでは、資料２、11月の行事報告及び12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、11月の行事について申し上げます。１ページから２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、図書館事業のほか、２日には社会教育課所管の児童

生徒作品展表彰式が文化センターにて開催されました。 

 28日には、スポーツ青少年課所管の子どもフェスティバルが四街道総合公園キャンプ場で開催さ

れる予定です。 

 ほか、小学校では就学時健康診断、中学校では合唱祭が実施されました。 

 会議関係では、２日に青少年育成センター所管の青少年補導委員連絡協議会役員会、10日に同協

議会理事会が実施されました。 

 また、24日には青少年育成センター所管の学校警察連絡委員会が、26日にこども110番の家担当

者会議が予定されています。 

 30日には、指導課所管の教育支援委員会が予定されています。 

 続いて、12月の行事予定ですが、３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日には社会教育課所管の市民劇団、座・

劇列車第31回公演が予定されています。 

 会議関係では、１日に青少年育成センター所管の青少年補導委員連絡協議会役員会、８日に同協

議会理事会、15日には青少年補導委員、千葉市・四街道市隣接地域交流会が千葉中央コミュニティ

センターで予定されています。 

 その他の行事については、記載のとおりです。 

 以上です。 

 

【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）、11月の行事報告及び12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。 
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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。 

 

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11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。 

 次回の会議は、令和３年12月24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。 

 お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


