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平成２９年度酒々井町教育委員会１０月定例会議 議事録 
 
開 催 日 平成２９年１０月２７日（金） 
 
開催場所 役場西庁舎２階第１会議室  
 
出席委員 教 育 長 木村 俊幸   教育長職務代理者 石井 國治 

委    員 村重 浩二   委 員 林  洋子 
     委 員 浦壁 京子 
出席職員 教 育 次 長 大﨑 智行 
     こども課 長 七夕 夕美子  学校教育課長 玉井 淸人 

生涯学習課長・中央公民館長 福田 良二   給食センター所長 増渕 和江 
プリミエール酒々井館長 渡辺 幸夫   こども課副主幹 伊藤 雄三 
こども課主事(書記) 渡邊 しほ 

      
 
１ 開会時刻 （１４：０５） 
 
２ 議事録署名委員の指名 
 
３ 議 題 
（１）報 告（公 開） 
   報告第１号 行政報告について 
 
４ 次回会議の予定 １１月２４日（金）午後２時 西庁舎２階第１会議室 
 
５ 教育長・教育委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 （１４：５７） 
 
 
 

議 事 録 
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１ 開会の言葉 

木村教育長 
  ただ今より、平成２９年度酒々井町教育委員会１０月定例会議を開会いたします。 
                                      
 

２ 議事録署名委員の指名 

木村教育長 
議事録署名委員の指名を行います。林委員を指名させていただきます。よろしく

お願いいたします。 
                                       
 

３ 議 題 

木村教育長 
  これから議事に入ります。本日の議題は報告１件です。 
  本日の議事に、非公開とする案件はありません。議事はすべて公開いたしますの

で、あらかじめご了承願います。 
  それでは、報告第１号「行政報告について」を議題といたします。 
  初めに、私からご報告をいたします。 
  前回定例会議以降の行事を中心にご報告いたします。１０月は大変多くの行事が

ありました。教育委員の皆さんも多くの行事に出席されておりますので、私はこれ

らの行事以外の行事等について申し上げたいと思います。 
  はじめに、１０月はこれまでに、千葉氏まつり、大室台小児童と町長との会食・

懇談会、スポレク祭、教育委員の酒々井中学校訪問、こども模擬議会など、児童生

徒の参加や学校の協力を得なければできないような行事が続きました。そして、結

果、これらのすべてが大きな成果を上げることができ、あるいは成功裏に終了する

ことができました。校長先生はじめ先生方に心より感謝する次第です。特に、これ

からは学校も地域づくり、まちづくりに参画することが必要であると考えています

ことから、こうした行事への参加は大変喜ばしいことと思っているところです。 
  次に、１０月５日（木）に行われましたスクールガードボランティア感謝状贈呈

式について報告いたします。市川文雄様、長縄忠孝様、綾部晋様の３名に、町長よ

り感謝状が贈呈されました。皆さん、定年退職後、自分にできることで、自分にも

ためになり、人の役にも立つことを考えてこのボランティアを始めたそうですが、

１０年以上続けてこられているのですが、まったく敬意と感謝の意を表する次第で

す。こども達から声がかかってくるのが励みになっているとおっしゃっておりまし

たが、こども達にはまずは元気のよい挨拶をしてもらいたいと思っております。 
  次に、１１日（水）に行われた印旛郡市中学校駅伝について報告いたします。女

子の部が先に行われ、酒々井中は参加４１校中１３位でした。１区で２２位でした

が、２区・３区・４区の生徒が頑張って順位を上げ、アンカーも順位を下げずにフ

ィニッシュできました。入賞の１０位まであと一歩であり、来年に期待が持てます。

男子は４６校が参加し、酒々井中は３位という、平成２２年以来の県大会出場を決
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める素晴らしい成績でした。男子は６区間ですが、１区で出山君が区間賞と大活躍、

２区も１位をキープ、２区で４位に下がったものの５区で２位に上がり、最終６区

で惜しくも３位になりましたが、順位もそうですが、全員が力の限りを尽くしてい

る様子に感動いたしました。 
  次に、１５日（日）に行われたＭＯＡ美術館印旛児童作品展表彰式に出席しまし

たので、その報告をいたします。印西市、白井市、富里市、栄町、酒々井町の３８

校から１４１０点が出展されました。最高賞は「ＭＯＡ美術館奨励賞」というもの

で、これには３人の作品が選ばれましたが、なんとそのうちの二人は、大室台小の

野地結菜（ゆうな）さんと、酒々井小の峯田知明君でした。このほかの特別賞や金

賞、銀賞、銅賞にも多数入賞しておりました。 
  以上、申し上げました行事の他、７日の隣保館まつりや、２１日の学警連中学校

柔道・剣道大会等々にも出席しましたが、時間の関係で報告は省略させていただき

ます。 
  次に、平成２９年度千葉県教育功労者受賞者について報告いたします。これは２

０日に県教育委員会が報道発表したので皆さんご存じの方もいらっしゃることと

思いますが、酒々井町関係では、芸術文化の部団体の部で酒々井町鄕土研究会が、

学校教育の部個人の部で酒々井中学校長加瀬宏先生が功労者に決定しました。誠に

おめでたいことでございまして、皆さまとともにお祝い申し上げたいと思います。

表彰式は１１月１日に行われることとなっております。なお、私の前任でありまし

た、現在、我孫子特別支援学校長の落合繁夫先生も受賞されますことをご紹介申し

上げます。 
  終わりに、すでに皆さまにご報告いたしております、酒々井小学校で７月に発生

した学校徴収金紛失事故に関してです。当事故の発生は教職員の服務を監督する立

場として誠に遺憾でありまして、改めて、１３日（金）に、酒々井小学校猪鼻慎二

校長に対して、酒々井町教育委員会の名において訓告書による指導措置を行いまし

たのでご報告いたします。事故発生後、警察当局による捜査が行われてまいりまし

たが、捜査に進展が見られず、３ヶ月経ちましたので一区切りをつけることが必要

と考えまして、この度の指導措置をとったものです。事故発生は校長としての職務

遂行や責任に関する脇の甘さが、金庫使用に関するルーズなチェック体制と教職員

の危機管理意識の甘さを招いたものであり、今後は厳正な職務に邁進すること、保

護者や地域の方々からの信頼の回復に向けて最大限の努力をするよう指導いたし

ました。 
  以上で、私からの報告を終わります。続いて教育委員の皆様からご発言いただき

たいと思います。 
林委員 
  はい、議長 
木村教育長 
  林委員 
林委員 
  秋風が吹き始めていた９月３０日の土曜日に、中央保育園のわんぱくまつりに参
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加させていただきました。園庭いっぱいを使って子ども達が楽しめるような内容の

プログラムが組まれておりまして、買い物体験や試食など、笑顔いっぱいの子ども

達の姿を見ることができました。かき氷は、寒さのため不評かなと思っていました

が、子ども達はなんのそので、いろいろな味を楽しんでいました。そのような中、

年齢を超えたコミュニケーション、親子・祖父母との触れ合いの姿を拝見すること

ができました。子ども達は楽しそうに走り回っていましたが、このような機会を利

用して、何か文化的な催しが出来たらいいと考えていました。例えば、町内のサー

クルにお願いして、マジックショーや楽器演奏などの楽しいイベントも併せてでき

れば、さらに充実するのかな、と感じました。 
  子ども達が大きく成長したあかつきには、過去の良き思い出として、原風景とな

るのだと思っております。甚平姿の男の子に「寒くない？」と聞きましたところ、

「わんぱくまつりでこれが着たかった」との答えがありました。子ども達が天候な

どは関係なく、そのときを楽しもうとする姿を見ることができ、大変素晴らしいお

まつりだったと思います。以上です。 
石井教育長職務代理者 
  はい、議長 
木村教育長 
  石井教育長職務代理者 
石井教育長職務代理者 
  私からは、千葉氏まつりと町スポーツレクリエーション祭についてご報告いたし

ます。 
  初めに、１０月１日、中央台公園及び保健センターを会場に、第２回酒々井 千

葉氏まつりが開催されました。町民の郷土への愛着と町の活性化、町の魅力を広域

的に発信するイベントとして、昨年、第１回が盛大に開催されました。今年も、秋

の日差しが眩しく感じられる快晴のもとで行われました。絶好のまつり日和となり

ました。会場には、小さなお子さんからお年寄りまで、大勢の方が来場されました。

グリーンサンドで整備された会場には、飲食ゾーン・物販ゾーン等４０以上のテン

トが並びました。また、佐倉市・富里市・四街道市・八千代市・千葉市など、各市

のＰＲゾーンも設置されていました。中央ステージでは、オープニングセレモニー

の後、各種ステージイベントが行われました。 
  午後は、いよいよ仮装コンテストが１４組・１００人ほどの参加でしょうか、行

われました。今年は、ステージ中央から広く張り出したランウェイを有効に活用し、

パフォーマンスも披露し、観覧席と出場者がとても身近に感じられ、舞台設営がと

ても良かったと思いました。今回の千葉氏まつりも、ケーブルネット２９６で３０

分ほどの放送がありましたが、映像にはメインステージの様子、広場中央のこども

模擬競馬や各テントの様子、人々の会話が収録され、皆さんそれぞれ楽しんでいる

様子が映し出されました。小学生・高校生の数人がインタビューされていましたが、

「町の歴史や千葉氏まつりの意義も、少し理解できました。とにかく楽しかったの

で、これからも続けてほしいと思います。」と答えていました。今年も、より良い

まつりとすべく、開会前まで実行委員の方々はご苦労されたことと思いますが、こ
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うして成功裏に終了したことに敬意と感謝を申し上げます。来年も、さらに町民が

楽しめるまつりとなることを期待しております。また、生涯学習課の皆さんを中心

に役場職員は、突然タイムスリップした一員として、可憐に格好よく務めておりま

した。長い一日だったと思いますが、本当にお疲れ様でした。感謝申し上げます。 
  続いて、１０月８日に行われました、第１２回酒々井町スポーツレクリエーショ

ン祭について、ご報告します。昨年は雨模様で中止された競技もありましたが、今

年は好天に恵まれ、酒々井中学校体育館では、今回も大人から子どもまで、また、

学校の先生、順天堂大学生も選手として参加し、綱引き大会が行われました。力い

っぱい綱を引く戦いに、お父さん・お母さんが出場するチームにはお子さん達が、

お子さん達が参加するチームにはお父さん・お母さんが、また、先生が参加するチ

ームには生徒の皆さんが、お互いを励まし合い応援する声が館内中に響き、大変な

盛り上がりでした。また、同じ会場では、順天堂大学の協力により、体力測定・健

康チェックが行われ、私も体験しましたが、順大の先生から結果が伝えられ、これ

からの健康維持のためのアドバイスがいただけました。 
  また、中学校校庭でのグラウンドゴルフの見学、酒々井小体育館でのインディア

カ、大室台小ではソフトバレーボールのミニゲームを体験しました。プレー内容は、

私にとっては散々でしたが、いずれも楽しむことができました。昨年も思いました

が、大室台小学校体育館の照明は、外が晴れていても暗いと感じました。プレー中

の方に聞いても、「確かに少し暗いですね」ということでした。町民体育館がない

今、大室台小学校の体育館は、学校開放でも利用されています。町としてもスポー

ツ振興を図っています。環境改善策として、ＬＥＤ化などをぜひ実現していただき

たいと思いました。今回も、多くの実行委員の方や順天堂大学の学生さん、スポー

ツ推進員の方々などが開催に携わっていました。この場をお借りしてお礼申し上げ

ます。長くなりましたが、私からの報告は以上です。 
村重委員 
  はい、議長 
木村教育長 
  村重委員 
村重委員 
  私は、１０月１０日に行われました酒々井中学校の学校訪問についてご報告しま

す。今回は、５校時と６校時をほぼ全クラス拝見しました。当日は、北総教育事務

所の所長訪問とも重なり、教材の準備や教室の張り紙など、大変だったことと思い

ます。そういったところから、先生方の熱意を感じました。生徒達は、準備された

教材や黒板に張る説明資料により、先生の授業を聞き、熱心に勉強をしておりまし

た。グループディスカッション形式の授業では、生徒達は大いに議論を交わしてい

ました。今後も、生徒達の意欲がわくような、創意工夫を凝らした授業となること

を期待します。 
  気になったことがいくつかあり、その一つが鉛筆の持ち方です。二つ目が姿勢で

す。鉛筆の持ち方ですが、癖のある持ち方が身についてしまった生徒を矯正するの

は、簡単なことではないと思います。姿勢もそうです。先生方には、日頃から遠慮



 6

なく指導していただきたいと思いますが、学校経営方針のキーワードにある「子ど

もは学校で学び、家庭でしつけ、地域で育つ」とありますように、家庭でも親であ

る私達が箸の持ち方、鉛筆の持ち方、姿勢、挨拶をしつけなければならないと、あ

らためて思いました。挨拶に関しては、廊下で生徒達とすれ違うたびに、「こんに

ちは」と声を掛けられました。とても気持ちの良いものです。十分なレベルにある

と思いました。これからも、挨拶を頑張ってください。 
  もう一つは、先日の大室台小学校の訪問の際に、床に教科書を置いている児童を

見たことと関係しますが、この日の酒々井中学校でも、特に社会の授業で、教科書

と副教材と合わせＡ４サイズ３冊を使用する授業では、ノートを教科書の上に置い

て板書する姿が見られました。Ｂサイズの時代には見られない光景だと思いまし

た。やはり、机が小さいということです。教科書がＢ５版からＡ４版にかわり、ラ

ンドセルがそれに合わせて大きくなったように、机も新規格に合わせて大きくする

ことが望ましいと感じたところです。 
  この日は、残暑で暑い日でありましたが、エアコンのおかげで快適な授業が行わ

れていると感じました。以上です。 
浦壁委員 
  はい、議長 
木村教育長 
  浦壁委員 
浦壁委員 
  私からは、１０月１８日に行われました、こども模擬議会について、ご報告させ

ていただきます。 
  昨年度から、小学生を含めたこども議会という形になりました。今年は、防災庁

舎を利用しての開催でしたが、児童生徒達は、全員礼儀正しくはきはきと議会に臨

む姿勢が大変素晴らしかったと思いました。まずは、関係された方々、先生方にお

礼を申し上げたいと思います。質問の内容ですが、公園関係が多く、公園のゴミの

こと、時計の設置のこと、名前が決まっていない公園に名前を付けてほしい、など

の要望がありました。遊具の設置をお願いしたい、というものもありました。また、

総合公園の施設設備の老朽化に関する質問もありました。施設を直すことにより、

利用範囲が広がり、他市町村からの利用者が増え、酒々井町の名前も広がるのでは

ないか、という質問もありました。なるほど大きく考えているのだな、と感動する

ような意見でございました。 
  このほかにも、児童センターのような施設がほしい、という意見がありました。

また、現在の世の中の課題である少子高齢化について、町はどう考えているのか、

地球温暖化に関して、私たちにできることは何か、という話も出ました。それぞれ、

町長や関係課からの答弁がありましたが、今年は全員から再質問があり、今までに

ないことと驚きながら見ていました。大変活気のある議会だったと思います。中に

は、統計資料をタブレットで説明する場面もあり、小学生がためらいなく使用して

いる姿を見て、隔世の感がありました。 
当日は、佐藤議長をはじめ町議会から５名の議員の観覧がありました。数年来、
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私は町議会議員にもこの議会を見ていただきたいと思っていましたが、願いがかな

いました。また、保護者は２名の方がいらしていましたが、家や学校では見られな

い姿を見ることができて、驚いているし嬉しい、という声を聞くことができました。

ぜひ、この議会を周知していただき、多くの保護者の方々に、お子さんの違う側面

を見ていただきたいと思います。議会の最後には、こども模擬議会の議長から「良

い経験をさせていただいた」という発言があり、メンバーを見渡しながら、この児

童生徒達が町の将来につながっていくのだなと、希望を感じた次第です。 
話が少しそれますが、議長席の頭上に時計があるので、議長は時計を見ながらの

進行が難しいと思いました。議長の正面に時計があれば、進行しやすいのではない

かと感じました。差し障りなければ、来年度に向けての意見とさせていただきます。

以上です。 
木村教育長 

  他に委員の皆さんからご報告はございませんか。なければ、次長から順次ご報告

をしてください。 

大﨑教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

教育次長 

大﨑教育次長 

（報 告） 

木村教育長 

続いて、こども課から順に報告願います。 

七夕こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

七夕こども課長 

（報 告） 

玉井学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

玉井学校教育課長 

（報 告） 

福田生涯学習課長 

はい、議長 

木村教育長 

生涯学習課長 

福田生涯学習課長 

（報 告） 
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増渕給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

増渕給食センター所長 

（報 告） 

渡辺プリミエール酒々井館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  プリミエール酒々井館長 

渡辺プリミエール酒々井館長 

（報 告） 

木村教育長 

  事務局からの報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。ご意見、ご質問はございませんか。 

ご質問等ないようですので、以上で報告第１号を終了しますが、報告の中で教育

委員の皆さんからご意見やご要望等がございました。事務局におかれましては、内

容を確認していただき、ご対応をお願いしたいと思います。 

  それでは、これで報告を終わります。以上で、議題は終了しました。 

 

                                       
 
４ 次回会議の予定 

木村教育長 

続きまして、次回会議の予定についてを議題とします。事務局より説明願います。 

七夕こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

  次回会議の予定ですが、平成２９年１１月２４日（金）１４時から役場西庁舎２

階第１会議室で予定させていただいております。 

併せまして、１２月の会議ですが、１２月２２日（金）１４時から役場西庁舎２

階第１会議室で予定させていただいております。 

木村教育長 
次回会議は、１１月２４日（金）１４時から、１２月は２２日（金）１４時から

実施するということですが、いかがでしょうか。 
（全員了承） 

木村教育長 
  それでは、そのようにご予定願います。 
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  以上で、次回会議の予定を終わります。 
                                       
 
５ 教育長・教育委員の予定 

木村教育長 
 続きまして、教育長・教育委員の予定を議題とします。事務局から説明をお願い

します。 
七夕こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

（報 告） 

木村教育長 

  事務局の説明が終わりました。 

  予定に関しましては、お聞きのとおりご予定願います。 

  以上で、教育長・教育委員の予定を終わります。 

 

                                       
 
６ その他 

木村教育長 
  続きまして、その他を議題とします。事務局からのその他は特にないということ

ですが、委員の皆さんからその他はございませんか。 

  ないようですので、私から先ほどのこども模擬議会についてお話ししますが、ケ

ーブルネット２９６のふるさとチャンネルで放送されます。１１月１６日の木曜日

から１１月３０日の木曜日まで、１２時から１２時３０分までと、２０時から２０

時３０分までの毎日２回の放送ということです。ゴールデンタイムの放送ですので、

ぜひご覧いただきたいと思います。 

  他になければ、以上でその他を終了します。 

 

                                        
 

７ 閉 会 

木村教育長 
以上で、本日次第に掲げました事項はすべて終了しました。以上をもちまして平

成２９年度酒々井町教育委員会１０月定例会議を終了いたします。（１４：５７） 
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議事録署名 教育長 
 
 
      委 員 
  
 
 
議事録作成職 員  
こ ど も 課   


