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令和元年８月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和元年８月２３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 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第３号） 

        （教育委員会所管分）について 

  議案第２号 附属機関委員等の委嘱について 

        （四街道市いじめ対策調査会） 

  議案第３号 附属機関委員等の委嘱について 

        （四街道市社会教育委員） 

  議案第４号 附属機関委員等の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 

  議案第５号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価報告書 

        （平成３０年度対象）について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）８月の行事報告及び９月の行事予定について 

 

３ その他 

  （１）その他 

 

閉 会 
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  令和元年四街道市教育委員会会議 ８月定例会会議録 

 

日  時      令和元年８月２３日（金）  午後２時～午後２時４０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  髙橋 信彦 

          教 育 長 職 務 代 理 者  府川 雅司 

          委          員  田中友季子 

          委          員  須郷 恭子 

          委          員  小舘  修 

 

出席職員      教 育 部 長  荻野 武夫 

          教 育 部 参 事  濱田 宗孝 

          教 育 総 務 課 長  伊藤 克紀 

          学 務 課 長  安川 裕樹 

          指 導 課 長  秋庭 行雄 

          社 会 教 育 課 長  真田 裕之 

          スポーツ振興課長補佐  田中 紀道 

          図 書 館 長  小野日実子 

          青少年育成センター指導主事  中嶋 宣雅 

 

傍聴人       １名（男性 ０名、女性 １名） 

 

 

 

開会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

 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、令和元年８月四街道市教育委員会会議定例会を開会いたします。 

 今回の会議録署名は、教育委員会会議規則第26条により会議録署名人を田中委員にお願いします。 

 傍聴人の皆様にお願い申し上げます。本日教育委員会会議を傍聴される皆様にお配りしてありま

す会議資料のうち、議事日程、行事報告・予定表はお持ち帰りが可能です。ただし、その他の資料

につきましては回収させていただきますので、ご了承願います。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第３号） 

        （教育委員会所管分）について 

教育部 
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〇教育長 それでは、議事日程１、議決事項に入ります。 

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

議題とします。 

 議案第１号について事務局より説明をお願いします。 

 濱田教育部参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部参事 議案第１号 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第３号）（教育委員会所管分）

について、このこと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。 

 提案理由ですが、本案は令和元年度四街道市一般会計補正予算（第３号）（教育委員会所管分）

について、市長が令和元年第３回四街道市議会定例会に議案を提出するに当たり、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ため提案するものです。 

 それでは、お手元の資料に基づきご説明をさせていただきます。はじめに、補正予算書の４ペー

ジをお開きください。第２表、継続費です。この後、歳出のところでもご説明をいたしますが、小

学校施設大規模改造事業として八木原小学校校舎大規模改造工事設計委託につきまして、令和元年

度1,015万3,000円、令和２年度2,368万9,000円、総額3,384万2,000円の２カ年の継続費として設定

をされているものです。 

 続きまして、５ページをお開きください。第３表、債務負担行為補正において追加が１件ござい

ます。最下段の児童生徒教職員健康診断業務委託です。期間が令和元年度から令和２年度まで、限

度額は1,348万7,000円です。こちらは、令和２年度当初からの業務となりますので、本年度中に契

約を締結する必要があるため、債務負担行為を設定するものです。 

 続きまして、６ページをお開きください。第４表、地方債補正です。この掲載されている起債は、

和良比小学校の改修工事、教室改造及び屋上防水改修、それと備品購入ですが、義務教育施設整備

事業債を活用するものです。限度額は2,320万円となっております。 

 続きまして、歳入歳出補正予算の主なものをご説明いたします。まず、歳入です。補正予算書の

10ページをお開きください。16款県支出金、３項委託金、３目教育費委託金の特色ある道徳教育推

進校における研究事業委託金20万円の増額につきましては、特色ある道徳教育推進校に指定されま

した四街道中学校及び和良比小学校が実践研究を実施するとともに、成果を広く県内に普及するた

めの経費に充当するものです。 

 続きまして、次の11ページをお開きください。22款市債、１項市債、５目教育債の義務教育施設

整備事業債2,320万円の増額につきましては、先ほどの説明と重複いたしますが、和良比小学校の

改修工事、教室改造、屋上防水、それと備品の購入です。こちらに対しての義務教育施設整備事業

債を活用するものです。 

 次に、歳出です。29ページをお開きください。９款教育費、１項教育総務費、３目教育研究指導

費の教職員研修事業20万円の増額ですが、歳入でもご説明いたしました特色ある道徳教育推進校に

おける研究事業委託金を利用いたしまして、特色ある道徳教育推進校に指定された四街道中学校と

和良比小学校の研究事業に係る経費を計上したものです。 

 同ページの同款教育費、２項小学校費、１目学校管理費の小学校施設設備維持管理事業2,863万
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3,000円の増額ですが、来年度学級数の増加が見込まれます和良比小学校の多目的スペースを普通

教室に改造する工事と同じく和良比小学校の経年劣化している屋上防水改修工事を行うための経

費を計上したものです。 

 同じページの９款教育費、２項小学校費、３目学校建設費の小学校施設大規模改造事業1,015万

3,000円の増額ですが、こちらは八木原小学校の大規模改造工事のための設計業務委託になります。

工事は、令和３年度の着工を予定しております。 

 続きまして、30ページをお開きください。９款教育費、４項社会教育費、４目文化財保護費の市

史編さん事業130万円の増額につきましては、資料集（近現代編）を印刷製本するための経費を計

上したものです。 

 続きまして、31ページをお開きください。学校給食管理運営事業です。引き続きこの次のページ

になりますが、32ページをお開きいただいて、９款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費、学

校給食管理運営事業1,773万8,000円の増額ですが、学校給食用の調理器具、ガス回転釜の修繕であ

ったり備品の買いかえ、こちらは真空冷却機だったり食器洗浄機ですが、こちらの買いかえの経費

を計上したものです。 

 歳出の主なものにつきましては以上です。 

 なお、各項目ごとに記載のあります職員人件費の補正につきましては、人事異動等の要因による

増減額がそれぞれ計上されているものです。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいま説明がありました議案第１号について、質問はございますか。 

 討論はございますか。 

 では、私から、この補正に係る内容は、子供たちの学校教育、そして学校生活に関わるものが大

変多くなっております。財政事情の厳しい中、このような補正を設けるということについては、無

駄が出ないようにしっかり補正予算を使っていきたいと思います。そのように決意、気持ちを持っ

て取り組んでいきたいと思います。 

 では、討論がないようですので、表決をとります。 

 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第３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 令和元年度四街道市一般会計補正予算（第３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。 

 

  議案第２号 附属機関委員等の委嘱について 

        （四街道市いじめ対策調査会） 

指導課 

〇教育長 次に、議案第２号 附属機関委員等の委嘱について（四街道市いじめ対策調査会）を議

題とします。 
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 議案第２号について事務局より説明をお願いします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇指導課長 附属機関委員等の委嘱について、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11号の規

定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、本案は四街道市いじめ防止対策推進条例第11条第２項及び第４項の規定並びに

四街道市いじめ対策調査会規則第２条第１項の規定により委員を委嘱するため提案するものであ

ります。 

 任期は、令和元年８月26日から令和３年５月31日までです。 

 委員候補者については、４ページのとおりです。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【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、質問はございますか。 

 笠井氏は、千葉大学教育学部附属教員養成開発センター、千葉大学大学院の教育学研究科高度教

職実践専攻の准教授です。よろしいですか。 

 討論はございますか。 

 討論がないようですので、議案第２号 附属機関委員等の委嘱について（四街道市いじめ対策調

査会）、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 附属機関委員等の委嘱について（四街道市いじめ対策調査

会）は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第３号 附属機関委員等の委嘱について 

        （四街道市社会教育委員） 

社会教育課 

〇教育長 次に、議案第３号 附属機関委員等の委嘱について（四街道市社会教育委員）を議題と

します。 

 議案第３号について事務局より説明をお願いします。 

 真田社会教育課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇社会教育課長 それでは、資料１の７ページをお開きください。議案第３号 附属機関委員の委

嘱についてですが、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11号の規定により教育委員会の議決

を求めるものです。 

 １、附属機関等の名称は、四街道市社会教育委員です。 

 ２、委員候補者につきましては、８ページに案を記載していますが、９ページの委員名簿の網か

け部分の森邦子です。５月にご説明したとおり、公募につきましては３名のところ２名の応募でし
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たので、６月に１名の再公募を行ったところです。 

 ７ページに戻りまして、３、委嘱年月日は令和元年９月１日。 

 ４、任期は、令和元年９月１日から令和３年５月31日までです。 

 提案理由ですが、本案は社会教育法第15条及び四街道市社会教育委員設置条例第３条第２項の規

定により委員を委嘱するため提案するものです。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいま説明がありました議案第３号について、質問はございますか。 

 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、表決をとります。 

 議案第３号 附属機関委員等の委嘱について（四街道市社会教育委員）、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 附属機関委員等の委嘱について（四街道市社会教育委員）

は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第４号 附属機関委員等の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 

図書館 

〇教育長 次に、議案第４号 附属機関委員等の委嘱について（四街道市立図書館協議会）を議題

とします。 

 議案第４号について事務局より説明をお願いします。 

 小野図書館長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇図書館長 議案第４号 附属機関委員の委嘱についてご説明いたします。 

 資料１の11ページをご覧ください。議案第４号 附属機関委員の委嘱については、四街道市教育

委員会行政組織規則第８条第11号の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、本案は四街道市立図書館条例第８条第５項の規定により図書館協議会委員を委

嘱するため提案するものです。 

 資料１の12ページをご覧ください。10人の委員候補者のうち再任は６人、新任が公募市民を含め

４人となっております。任期は、令和元年９月１日から令和３年８月31日までの２年間です。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第４号について、質問はございますか。 
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 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、表決をとります。 

 議案第４号 附属機関委員等の委嘱について（四街道市立図書館協議会）、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４号 附属機関委員等の委嘱について（四街道市立図書館協議

会）は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第５号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価報告書 

        （平成３０年度対象）について 

教育総務課 

〇教育長 続いて、議案第５号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価報告書（平成30年度対象）

についてを議題とします。 

 議案第５号について事務局より説明をお願いします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 それでは、資料１の13ページをお開きください。議案第５号 令和元年度教育委

員会事務の点検・評価報告書（平成30年度対象）について、このことについて四街道市教育委員会

行政組織規則第８条第20号の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 

 提案理由ですが、本案は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により教育に関

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に

提出するとともに、公表するため提案するものです。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいま説明がありました議案第５号について、質問はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

 では、私から、この点検評価では、自己評価に加え、客観性や公平性を確保する観点から、２名

の学識経験者から専門的な見識によるご意見やご提言をいただきました。自己評価及び学識経験者

からのご意見やご提言から明らかになった課題について、この改善に向け真摯に取り組むことで事

務事業のさらなる充実を図るとともに、令和元年度からスタートした四街道市教育振興基本計画後

期計画の展開に反映することで四街道市の目指す教育の実現に向けた教育を推進してまいりたい

と考えております。 

 ほかに討論はよろしいですか。 

 ないようですので、表決をとります。 
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 議案第５号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価報告書（平成30年度対象）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５号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価報告書（平成30年

度対象）については、原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして議事日程１、議決事項を終了いたします。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 それでは続いて、議事日程２、報告事項（１）委員報告事項に入ります。 

 委員の皆様からの報告等ございますか。 

 委員の皆様からはないようですので、私から１点だけ報告させていただきます。 

 ８月15日木曜日に11時から行われた「四街道市ユネスコ協会の民間ユネスコ運動夏のキャンペー

ン、平和の鐘を鳴らそう、平和への祈りと願いを音に託し」に参加してまいりました。この夏のキ

ャンペーンは、終戦の日、８月15日に毎年行われているものです。このキャンペーンは、さきの大

戦で亡くなられた方々の鎮魂を祈るとともに、今まで日本の平和のために努力してこられた方々の

努力と思い、これからの日本の平和、そして世界の平和に向けた願いを鐘に託して行うものです。

参加者は、ユネスコ協会の会員の皆様、四街道市長、四街道市議会議長始め７名の来賓が参加して

行われました。司会は、県立四街道北高等学校の生徒、そして吹奏楽を千葉県立四街道高等学校の

生徒が演奏してくれました。そしてさらに、平和の文化へのメッセージとして、みそら小学校５年

生の児童が作文を発表してくれました。厳かな中にも平和を願う気持ちのこもった大変すばらしい

集会となりました。 

 私からのご報告は以上です。 

 議事日程２、報告事項（１）委員報告事項は終了いたします。 

 

（２）８月の行事報告及び９月の行事予定について 

 

〇教育長 続いて、（２）８月の行事報告及び９月の行事予定に入ります。 

 はじめに、教育総務課からお願いします。 

 伊藤教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 それでは、資料２の１ページをご覧ください。本日10時30分からは市総合教育会

議を開催しており、14時からは教育委員会会議定例会を開催しております。 

 続きまして、９月の予定ですが、９月30日月曜日14時からは教育委員会会議定例会が開催予定と

なっています。 

 教育総務課からは以上です。 
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〇教育長 ご苦労さまです。 

 続いて、学務課からお願いします。 

 安川学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 それでは、資料２の２ページを続けてご覧ください。学務課所管の行事報告と予定に

ついてご説明をさせていただきます。 

 定例の校長、教頭会議については、記載のとおりです。 

 市内小中学校において間もなく２学期がスタートいたします。四街道中学校は８月28日水曜日、

その他の学校は９月２日月曜日に始業式が予定されております。 

 また、計画に従って実施されております薬物乱用防止教室ですが、９月２日月曜日に大日小、10

日火曜日に栗山小、13日金曜日にみそら小、19日木曜日に八木原小で行われることとなっておりま

す。 

 ９月10日火曜日には生活習慣病事後措置連絡会議、就学時健康診断会議を開催予定です。こちら

につきましては、来年度小学校に入学する子供たちを対象にした就学時健康診断についての確認、

協議を行いますが、その詳細につきましてはホームページや市政だよりにおきましても発信をして

まいります。 

 また、ホームページのところで記載がありませんでしたが、教科用図書印旛採択地区協議会より

通知を受け取りましたので、それを受けて令和２年度に使用する四街道市内小中学校の教科書採択

についても掲載をさせていただきました。掲載内容は、採択結果に基づく市内小中学校で使用され

る教科書と、それらが採択された主な理由となっております。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、指導課からお願いします。 

 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 資料２の３ページをお開きください。８月の行事ですが、１日木曜日から２日金曜日

にかけて市内中学校の代表生徒を広島に派遣しました。２日金曜日に食育研修会及びプログラミン

グ研修会を実施しました。６日火曜日に第２回特別支援教育連絡会議、並びに、外国語教育推進検

討委員会、７日水曜日に中学生向けＥＳＬキャンプ、19日月曜日に人権教育研修会及び読書活動推

進研修会、20日火曜日に第２回特別支援教育研修会、22日木曜日に第１回教務主任研修会を実施し

ました。そして、本日23日金曜日、いじめ防止に関する研修会及び地域に学ぶ研修会を実施してい

るところです。 

 次に、行事予定ですが、８月28日水曜日に第２回外国語教育研修会及び小中一貫教育研修会を実

施する予定です。９月は、７日土曜日に全ての中学校で体育祭を実施する予定です。また、小学校

では14日土曜日に旭小学校、21日土曜日に四街道小学校、大日小学校で運動会を実施する予定です。 

 その他、記載のとおりです。 

 以上です。 
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〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、社会教育課から公民館も併せてお願いします。 

 真田社会教育課長、お願いいたします。 

 

〇社会教育課長 それでは、資料２の４ページ、社会教育課の行事報告・予定表をご覧ください。

８月の行事報告ですが、21日水曜日に第二庁舎第２会議室におきまして郷土作家展実行委員会が開

催され、参加人数は16人でした。 

 行事予定ですが、８月31日土曜日、９月１日日曜日と四街道市民ミュージカル実行委員会主催、

四街道市教育委員会及び四街道地域振興財団共催の第４回四街道市民ミュージカル「０番線の汽車

に乗って」を予定しております。ほかに９月18日水曜日に四和小、20日金曜日に栗山小、27日金曜

日に四街道小と山梨小、30日金曜日に旭小の３年生を対象にした八木原小の歴史民俗資料室の見学

を予定しております。 

 後援行事につきましては、記載のとおりです。 

 続きまして、資料２の５ページ、公民館の行事報告・予定表をご覧ください。９月の行事報告で

すが、５日木曜日に東京情報大学で四街道公民館主催のシニアのためのパソコン講習会（文書実習

編）が行われ、参加人数は37人でした。６日金曜日に四街道公民館で関節ほぐしストレッチの４回

目が行われ、終講し、参加人数は19人でした。 

 行事予定につきましては、８月30日金曜日、31日土曜日の２日間、四街道公民館におきまして木

村一基９段を講師にお迎えして、夏休み子ども将棋教室を予定しております。９月５日木曜日と19

日木曜日に旭公民館で幼児リトミック教室、８日日曜日に千代田公民館で２歳児子育て教室、10日

火曜日に四街道公民館で２・３歳児ひよこ教室、12日木曜日に千代田公民館で福寿大学、20日金曜

日に四街道公民館で長寿大学、25日水曜日に旭公民館であさひ寿大学を予定しております。 

 主要行事の実施状況等ですが、９月27日金曜日から29日日曜日に千代田公民館まつりを予定して

おります。 

 後援行事につきましては、記載のとおりです。 

 社会教育課と公民館の行事報告と予定は以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまです。 

 続いて、スポーツ振興課からお願いします。 

 田中スポーツ振興課長補佐、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長補佐 それでは、資料２の６ページをご覧ください。スポーツ振興課の行事報

告、予定です。まず、８月の行事報告ですが、17日土曜日に青少年体験学習事業の一環で市内稲坂

なし園におきまして梨狩り体験が開催されました。 

 また、あす24日土曜日ですが、第70回印旛郡市民体育大会の総合閉会式が印西市文化ホールで開

催されます。 

 続きまして、９月の予定ですが、12日木曜日に四街道市体育協会理事会が総合公園体育館におい

て開催されます。また、28日土曜日にはスポーツｄｅ健康大作戦を中央小学校ほか会場において開

催をする予定です。 
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 その他記載のとおりです。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、図書館からお願いします。 

 小野図書館長、お願いします。 

 

〇図書館長 資料２の７ページをご覧ください。図書館の行事報告と予定です。８月は、定例の「は

じめまして、絵本」事業のほか、夏休みの特別企画として科学遊びと工作の会、一味違うおはなし

会として昔話の時間、ブックトークの時間などを開催したほか、千代田中学校の生徒１名が２日間

の職場体験で図書館のさまざまな仕事を学び、お勧め本の紹介カードの作成に挑戦いたしました。 

 ９月は、定例のおはなし会、「はじめまして、絵本」事業など開催する予定です。 

 以上です。 

 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 続いて、青少年育成センターからお願いします。 

 中嶋青少年育成センター指導主事、お願いします。 

 

〇青少年育成センター指導主事 資料２の８ページをお開きください。８月の行事報告についてで

す。８月26日月曜日に保護司と中学校生徒指導担当者の情報交換会を行い、卒業生や我が市の青少

年の状況、中学生の関係について情報交換を行います。その後続いて、第２回小中学校生徒指導担

当者会議を行い、１学期から夏季休業中の各校の状況や２学期に向けた中学校区ごとの取り組みの

確認を行う予定です。 

 以下、記載のとおりです。 

 次に、９月の行事予定についてですが、９月28日土曜日に千葉県青少年補導委員大会が我孫子市

けやきホールにおいて開催され、これに参加する予定です。本市の青少年補導委員が１名表彰され

る予定になっております。 

 次に、主要行事の状況についてですが、７月の相談活動は51件、補導活動の補導対象者は８名、

この８名はいずれも喫煙でした。 

 以下、記載のとおりです。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ご苦労さまでした。 

 ただいまの行事報告及び行事予定について、質問はございますか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 指導課に質問させていただきます。 

 ８月７日水曜日に行われました中学生向けＥＳＬキャンプについてです。参加者の学年別人数や

生徒とＡＬＴ双方の様子や感想を教えてください。ちなみに、ＥＳＬとは何の略でしょうか、教え
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てください。 

 

〇教育長 秋庭指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 ＥＳＬは、イングリッシュ・アズ・ア・セカンド・ランゲージの略語で、英語を母語

としていない方が第二言語として英語を学ぶという意味であり、今年度初めて開催しました。ＡＬ

Ｔとのコミュニケーション活動を通して英語を学びました。四街道総合公園サブアリーナを会場に

半日開催とし、募集をしたところ、７名の申し込みがあり、当日は各学年２名ずつ、計６名の参加

がありました。自己紹介や道案内、謎解きゲーム、ＡＬＴのギターに合わせて英語で合唱するなど、

全て英語で実行し、コミュニケーションのツールとして英語を使用していく中で、英語の運用能力

を高めていきました。参加者は、積極的にＡＬＴに話しかけ、ジェスチャーを交えながら英語でコ

ミュニケーションをとる姿が見られました。楽しかった、来年もぜひ参加してみたいといった感想

が寄せられました。ＡＬＴからは、協力してこのイベントをつくり上げることができてうれしいと

の感想がありました。 

 以上です。 

 

〇教育長 よろしいですか。 

 田中委員、お願いします。 

 

〇田中委員 参加人数を教えていただければと思います。 

 

〇教育長 指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 各学年２名ずつで、計６名となります。 

 

〇教育長 ほかに質問ございますか。 

 須郷委員、お願いします。 

 

〇須郷委員 スポーツ振興課にお伺いします。 

 ８月17日土曜日の青少年体験学習事業は、会場が稲坂なし園とあります。どのような様子でした

か。また、感想なども教えてください。 

 

〇教育長 田中スポーツ振興課長補佐、お願いします。 

 

〇スポーツ振興課長補佐 ８月17日土曜日の青少年体験学習事業ということで、当日は児童32名、

青少年相談員の10名の参加をいただきまして実施をいたしました。８時半に四街道公民館に集合

し、市内循環バス「ヨッピー」を利用しまして稲坂なし園を訪問、９時半から約１時間にわたって

梨狩り体験を楽しみました。その間、稲坂氏から梨の栽培の説明やおいしい梨の見分け方、梨の採

取方法についてのレクチャーを受けまして、子供たちも真剣に聞いておりました。梨は、１人２個
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までお土産として持って帰ることができます。また、体験後には稲坂氏から特別に用意していただ

いた冷たい梨を食べまして、また「ヨッピー」を利用して四街道公民館に帰着、11時45分に解散を

いたしました。当日アンケート等は実施しておりませんが、稲坂氏の話を聞き、開拓当時の様子や

梨栽培の大変さに子供たちの感じるところがある様子でした。 

 以上です。 

 

〇教育長 ほかに質問ございますか。 

 では、私から。青少年育成センターに質問ですが、補導対象８名は喫煙ということでしたが、こ

れは中学生とか高校生とか、年齢とかわかりますか。 

 

〇青少年育成センター指導主事 年齢的には17歳前後の中学校を卒業した市内外の青少年でした。 

 

〇教育長 わかりました。 

 ほかに質問ございますか。 

 ないようですので、議事日程２、報告事項（２）８月の行事報告及び９月の行事予定については

終了いたします。 

 以上をもちまして議事日程２、報告事項を終了いたします。 

 

３ その他 

（１）その他 

 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 （１）その他、委員の皆様より何かございますか。よろしいですか。 

 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 特にないようですので、（１）その他は終了いたします。 

 以上をもちまして、議事日程３、その他を終了いたします。 

 

閉会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして、令和元年８月四街道市教育委員会会議定例会を終了いたします。 

 次回の会議は、９月30日月曜日午後２時から第２会議室で行います。会議規則によりますと、第

４金曜日、９月27日に開催されるところですが、当日は他の公務が予定されているため、変更いた

しました。 

 皆様、ご苦労さまでした。 
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