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平成２９年度酒々井町教育委員会１月定例会議 議事録 
 
開 催 日 平成３０年１月２３日（火） 
 
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 
   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 ９：３４ 
 
２ 議事録署名委員の指名 
 
３ 議 題 
（１） 議 案（非公開） 

議案第１号 平成２９年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考について 
 

（２） 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 ２月２３日（金）午後２時３０分 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 １０：３９ 
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議 事 録 
                                       
 

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１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。村重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。本日の議題は議案１件、報告１件です。 
  はじめに、非公開案件についてお諮りします。 
  議案第１号「平成２９年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考について」は、教

育行政の公正または円滑な運営を確保するため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第７項の規定により、非公開にしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 
（異議なし） 

  ご異議ありませんので、議案第１号は非公開とすべきものと決定しました。 
  それでは、議案第１号「平成２９年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考につい

て」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 
                                       
 

非公開 平成２９年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考について 
                                       
 
木村教育長 
  以上で議案の審議を終了します。 
  続きまして、報告に入ります。報告第１号「行政報告について」を議題とします。

はじめに私から報告いたします。 
  まず、１月６日（土）ですが、この日に中央台公園で行われました、町消防出初

式についてご報告いたします。中央台公園は昨年夏の改修工事でグラウンドをグリ

ーンサンドにしました。このことによりまして水はけが大変良くなり、また、霜解

けもなく素晴らしいコンディションの中で盛大に開催されました。酒々井町消防団
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は１３分団と分団を統括する本部で組織され、現在、総勢１６４名の団員で活動さ

れているそうです。今年も分列行進を始め、日々訓練された成果をきびきびと演じ

ていただきました。頼もしく思うのと同時に心から敬意を表した次第でございま

す。この日は天気も良かったのですが、一般町民の方々の参観が数名程度で大変寂

しく残念に思いました。 
  次に、翌７日に行われました、成人式についてご報告いたします。皆様方も出席

されておりましたので、後ほど、感想などをご発言いただければと思いますが、私

からは新成人の出席者数などを報告いたします。町内在住の新成人は３０７人で成

人式出席者は１３９人、出席率は４５．２８％でした。欠席者の多くは実家に帰省

された順天堂大学の学生さんたちだったと思われます。ちなみに酒々井中学校卒業

生に限定しますと卒業者数は１５９人で、出席者は男性５８人、女性６９人の合計

１２９人で、出席率は８０％となっておりました。式典につきましては落ち着いた

雰囲気できちんと行われ、大変分別をわきまえた新成人の皆さんに心から前途幸多

かれと祝意を称えた次第でございます。 
次に、１３日（土）に行われました、町駅伝大会についてです。今年は５７チー

ム２８５人の参加でした。昨年よりも６チーム３０人少なかったのですが、今年も

先生方が酒々井小、大室台小は各１チーム、酒々井中からは２チームが出場し、大

会を盛り上げていただきました。 
終わりに、１９日に酒々井ライオンズクラブ様から新入生用にとランドセルカバ

ーをいただきましたので、ご報告いたします。当日は、会長の佐藤様、監事の大谷

様が来室され、今年と来年の新入生のためにと４００個お持ちくださいました。カ

バーの付いたランドセルを背負った児童を目にしたとき、新入生だと微笑ましく思

うのと同時に健やかな成長と交通安全を祈るのは私だけではないと思います。ライ

オンズクラブ様の社会貢献に心から感謝申し上げる次第でございます。 
私からは以上でございまして、続いて、委員の皆様からご発言いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 
浦壁委員 
  はい、議長 
木村教育長 
  浦壁委員 
浦壁委員 
  昨年末、１２月２２日に恒例となっております、蛍雪学園クリスマス会に出席し

て参りましたので、ご報告いたします。 
  幼い子どもたちから、小中学生、高校生など、在園４０名による日舞、ダンス、

合唱、合奏、ピアノのソロなどがありまして、どれも一つひとつが本当に素晴らし

いパフォーマンスでした。また、卒園生からのメッセージは自分の立場を理解でき

る年齢になり、改めて学園への感謝、周りの方々へのお礼の気持ちが大変溢れてい

ました。見せていただいた中でごくごく普通の家庭で育っている子たちであっても

学園の子ども達のようにこれだけたくさんの方々に関わってもらうということは、

すごく少ないことだろうなと感じました。これだけの運営をする学園長さんをはじ
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め、関係の皆様の志に改めて敬服しております。学園からのお礼状には、一部引用

させていただきますが、「肉親の愛情に恵まれぬ子ども達にとりまして、皆様方の

ご厚情がどんなにか心の励みになるかもしれません。」という一文がありました。

心に寄り添うことはなかなか難しいことですけれども、それでもいつでも気にして

いるよ、という姿勢を伝えていきたいなと改めて思ったところです。以上です。 
林委員 
  はい、議長 
木村教育長 
  林委員 
林委員 
  私は１月１３日（土）に行われました、新春駅伝大会に参加させていただきまし

た。当日は、青空のもと風もなく、本当に絶好な駅伝日和となりました。先ほど、

教育長からもお話がありましたけれども、２８５名、５人が１チームとなって５７

チームの方々が競い合いました。小学生は生涯学習の関係もあると思いますが、子

ども会とか地域のクラブ活動から参加されておりました。中学生は部活動を中心に

参加されておりました。成人の皆様方は日頃より運動されているサークルとかある

いは職場のチームの皆さんが素晴らしい汗をかいておりました。特に学校の先生方

もチームを組み、子ども達の大きな声援を受け力走しており、素晴らしいなと思い

ました。様子を見てみますと本番を迎えるにあたっては、日頃から身体を鍛えてい

るということが良く伝わって参りまして、健康づくりという面から酒々井町にはも

ってこいの行事だなと思いました。当日は脱落者もなく、怪我人もなく素晴らしい

大会でした。職員によって作られたとても美味しい豚汁に舌鼓しておりました。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） 
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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） 

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） 

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 

  本日、プリミエールの館長が欠席のため、私が代わりにご報告いたします。 

（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。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  学校教育課にお願いします。小学校の入学説明会ですけれども、私自身は参加し

たわけではないのですが、学校側が一生懸命説明してくれているにも関わらず、私

語が多く説明内容を理解できるのかなと不安を覚えた方の何人かから声を聞きま

した。入学準備金や医療費のこと給食費の問題等住民にとって必要な話をしている

にも関わらず、徹底できないのは残念です。親への指導というのもこれから先大切

になっていくのかなと感じました。以上です。 

木村教育長 



 6

  親御さんへのご指導ということで説明が周知徹底されていないのは不安が残る

ということで工夫をお願いしたいということですね。 

  この意見はどこかから出てきたものなのですか。 

林委員 

  参加された方々から伺いました。参加された方が説明を聞こうとしていても周り

がうるさくて聞こえにくいということがあったので、マイクは使ったのだと思いま

すが、ママ友たちの私語の場になっていたのだとしたら、これから先子ども達を指

導していく学校側としては残念だなということだと思います。次に大室台小学校の

説明会があるので、うるさくて聞こえにくいということがないように工夫していた

だけたらと思います。 

玉井学校教育課長 

  はい、議長 

木村教育課長 

  学校教育課長 

玉井学校教育課長 

  おそらく酒々井小学校のことだと思うのですが、酒々井小学校はランチルームを

使っておりまして、対面式で座っていただくことが多いです。ですから、知ってい

る方々が集まってしまうという形になってちょっとわからないところを「どうな

の？」「聞いてた？」とそこで話が盛り上がってしまってということがありました。

今後、気を付けて、まずは話をする前にこちらを向いてくださいという話もそうな

んですけれども、位置を変えたら聞ける状況になるのかなと思いますので、来年か

ら検討したいと思います。 

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 

  成人式は、教育委員になりまして３回目ですが、例年賑わしております騒ぎです

が、酒々井は全くありませんで、先ほど教育長からお話がありましたけれども、落

ち着いた雰囲気でありました。 

  併せて、人権教育セミナーです。ダニエル・カールさんの人権教育セミナーがあ

りまして、人権教育セミナーは出席するようにしていますが、このダニエル・カー

ルさんの講演に一番大勢方がいらしてたんじゃないかなと思います。いらしている

方々は中高年ばかりでしたけれども、大盛況で終わりました。著名人ということも

あってのことだと思いますけれども、今後まだ人権教育セミナーがありますが、ぜ

ひ、一人でも多く出ていただいて、意味のあるお話がされますので、同じような多

くの人数が出席いただきたいと思います。 

浦壁委員 

  はい、議長 

木村教育長 
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  浦壁委員 

浦壁委員 

  学校教育課にお伺いいたします。先ほどのお話で就学援助金のお話が出ました。

４万６００円を前年度のうちに支給するということでした。これは、小中学校と比

較して、中学校が少し多いなどあるのでしょうか。 

玉井学校教育課長 

  手元に資料がありませんので、会議後お答えさせていただきます。 

木村教育長 

  他にご質問等ございませんか。 

  では、私から話させていただきます。石井職務代理者がお話された人権教育セミ

ナーに関してですが、私も会場で拝聴したのですが、ダニエル・カールさんが日本

人の謙遜もいいけど、自慢ももう少ししてほしいと。つまり、謙遜と自慢のバラン

スが崩れているのではないかということで、もっと自慢をできるようにした方がい

いというそういう示唆を受けたような気がしました。私は何を思ったかというと、

酒々井中学校の生徒をドイツに派遣する、受け入れもする、オーストラリアにも派

遣するわけですが、自分達の町の自慢とか学校の自慢とか自分の自慢をしっかりと

自分でドイツ人とかオーストラリア人とか交流相手に言えるようなものをしっか

りと持っていてほしいなと思ったんです。みんなそれぞれこれが自慢だということ

を持っていると思うんですけれども、酒々井町はこういうところが自慢だよという

ところがあると思います。そいうものを整理してその子なりの自慢がちゃんと相手

に伝えられるようにしておいてほしいなと思ったものですから、今後、事前指導を

するときにそれを踏まえていただきたいと思いました。 

  他にご質問等ございませんか。 

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。 

  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３０年２月２３日（金）１４時３０分から役場西庁

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、３月の会議ですが、３月２０日（火）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。 
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木村教育長 
次回会議は、２月２３日（金）１４時３０分から、３月は２０日（火）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。 
  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。 

  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１月定例会議を終了いたします。（１０：３９） 
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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   


