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平成３０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３１年１月２２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 福田 良二    

  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 鵜澤 勝己   中央公民館長 鈴木 潤一 

   学校給食センター所長 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 ９：０４ 

 

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３０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２２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 １０：１８ 

 

 

 

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３０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 

続きまして、議事録署名委員の指名を行います。村重委員にお願いします。 

                                       

 

３ 議 題 

木村教育長 

これから議事に入ります。本日の議題は議案が１件、報告が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３０年度酒々井

町教育委員会被表彰者の選考について」は、教育委員会被表彰者の選考に関するも

のであるため、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号は非公開にすべきものと決定しました。 

  それでは議案第１号「平成３０年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考につい

て」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

                                       

 

非公開 平成３０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わります。 

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。 

はじめに私からご報告いたします。 

まず、１月１２日（土）に中央台公園で行われました出初め式についてです。こ

の日は途中から雨が降ってきましたが、予定どおり最後まで行われました。消防団

員や主催者の皆様方におかれましては雨の中、本当に大変だったと思います。ご苦

労様でした。酒々井町消防団は、１３分団と分団を統括する本部で組織され、現在、

総勢１６４名の団員で活動しています。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おられました。頼もしく思うと同時に、心から敬意を表した

次第です。ところで、新規消防団員はここのところ数名で、高齢化が進んでいるそ

うです。応募者の増加が強く望まれています。 

次に、１３日（日）に行われました成人式について、私からは新成人の出席者数
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などを報告いたします。今年の新成人は平成２５年度の中学校卒業生で、該当者は

男女合計３４１人おりまして、出席者は男性７７人、女性６４人、合計１４１人で

出席率は４１.３５％でした。酒々井中学校卒業生に限定しますと、卒業者数は１５

４人で、出席者は男性７２人、女性５９人の合計１３１人で、出席率は８５.０６％

でした。式典は、大変落ち着いた雰囲気の中で整然と進行し、毎年報道される町外

の荒れる成人式とは無縁の、立派な成人式であったと思っております。心から前途

に幸多かれと祈った次第です。 

次に、１５日に開催されました印旛地区教育長会議についてご報告いたします。

まず、３１年度印教連行事ですが、主なものを申し上げますと、定期総会は４月２

５日（木）、教科書採択協議会は５月８日（水）と７月５日（金）で、研修視察は

１１月上旬となりました。また、３１年度の夏季及び冬季休業中の学校閉庁日につ

いて情報交換を行いましたが、どこの市町も３０年度とほぼ同様ということで、当

町としましては今後学校側の意向を踏まえて設定していくことになります。さらに、

教科書採択結果の開示についても協議いたしました。 

１９日（土）に行われました町駅伝大会についてです。霜どけもなく好天のもと、

今年は５３チーム、２６４人の参加でした。昨年よりも４チーム、２０人減りまし

た。中学校で風邪などによって参加できなくなった生徒が多く出たためと思われま

す。先生方は、酒々井中と大室台小が各２チーム、酒々井小は１チーム出場し、大

会を盛り上げていただきました。今年も終了後に豚汁が振る舞われましたが、今年

は量を増やしたため、お替わりに十分対応できました。豚汁づくりに関わっていた

だいた皆さんのおかげと、この場をお借りしましてお礼申し上げます。 

私からは以上でございます。続いて委員の皆様からご発言いただきたいと思いま

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 

  １２月２１日（金）プリミエール酒々井で行われました恒例の蛍雪学園クリスマ

ス会に林委員、浦壁委員と一緒に出席しました。 

  会場のホワイエの壁には、卓球をはじめ、野球、その他のスポーツ競技の素晴ら

しい成績の表彰状がたくさん掲示されていました。学園としてスポーツ競技を楽し

みながら技術向上にも力を入れていることが感じられました。 

  今年もステージでは、振袖姿がとても可愛い日舞や、合奏団、元気いっぱいのダ

ンス、舞踊劇、そしてピアノ演奏など、たくさんの演目を４、５歳から高校生まで

４０名近い生徒さんが真剣に、ときには笑顔でのパフォーマンスに大きな拍手が起

こりました。 

  学園を代表してお礼の言葉を話された松長美代さんは、「パラリンピックの卓球

部門の出場候補者に向けて、これまで大勢の皆さんに支えられ、そして応援をいた

だき日々頑張っています。」と力強く発表されました。ぜひとも最高の成績をめざ
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していただきたいと思います。教育委員皆で越川園長や副園長のご夫人に挨拶させ

ていただきました。諸事情により肉親の愛情に恵まれない子ども達を施設に招き入

れ、その成長を見届けることを目的に昭和２８年成田市に学園を設立、その後、昭

和４６年に現在地に移転されたと話されました。本当に長きにわたり貢献されてこ

られた園長ご夫妻はじめ大勢のスタッフの方々が子ども達に深い愛情を持って運

営に関わっておられることに心より敬服いたします。今年の秋には念願の新園舎が

完成されるとのこと。子ども達は新園舎でさらに楽しく過ごすことでしょう。 

  終わりに、新しい園舎で園長ご夫妻におかれましては、いつまでもお元気で子ど

も達を見守っていただきたいと思います。以上で報告を終わります。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  私は成人式について感想を述べたいと思います。 

  今年も成人の日の夜のニュースでは、荒れた成人式を取り上げて報道していまし

たが、我が酒々井町の成人式は、昨年同様に華やかな雰囲気の中にも厳粛に行われ

ました。平成最後の成人式にふさわしいとても良い成人式だったと思います。 

  服装の件で少し気になったことが１つあります。２年ほど前から女性は式中のフ

ァーを外すという件がありました。新成人代表者意見発表を聞く際、壇上から降り、

着席したときに通路から前列を見渡すとピアスをしている男性が８名おりました。

後列は確認していませんが、おそらく総勢２０名くらいはいたのではないかと思わ

れます。去年までそういう目線で見ていなく、たくさんいたのでしょうが、成人式

に臨む服装に詳細な規定はありませんが、ＴＰＯに応じた服装という視点からどう

なのかなと思いました。 

  最後にこの場をお借りしまして、成人の皆さんの輝かしい前途をお祈り申し上げ

ます。以上です。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  １月１９日（土）好天に恵まれた町駅伝競走大会が行われ、石井委員とともに参

加しました。小、中、一般に分かれ、３５チームが５人１チームとし、健脚を競い

あいました。 

  酒々井町は、生涯スポーツにつながる社会体育が盛んだなと感じました。 

  日頃より鍛えた体力を遺憾なく発揮されていました。野球チーム、サッカーチー

ム、そして、中学校の部活チーム、教員チーム等、とても頑張っていました。また、

今年度結成された酒々井アスリートクラブの皆さんの活躍が目立っていました。脱

落者、けが人もなく、素晴らしい大会でした。 
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  大会終了後、町の職員の皆さんが朝から時間をかけて作った豚汁が振る舞われ、

参加者が大満足の様子でした。 

  日頃よりスポーツ愛好家の皆さんが一堂に会し、競い合う大会として、素晴らし

い駅伝大会でした。 

木村教育長 

  ありがとうございました。 

以上で、教育委員のご報告を終わりにいたします。 

続きまして、事務局から報告いたします。 

福田教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

  教育次長 

福田教育次長 

（報 告） 

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） 

鵜澤生涯学習課長 

はい、議長 

木村教育長 

鵜澤生涯学習課長 

鵜澤生涯学習課長 

（報 告） 

鈴木中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鈴木中央公民館長 

（報 告） 

増渕学校給食センター所長 

  はい、議長 
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木村教育長 

  学校給食センター所長 

増渕学校給食センター所長 

（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。 

ご意見ご質問ございましたらお願いします。 

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 

  プリミエール酒々井の施設について述べさせていただきます。１８日の蓮池さん

の講演会に出席させていただいたのですが、大変な混雑で私も満席で中に入れず、

ホワイエでテレビ鑑賞しておりました。その折にテレビの映像も良くないのですが、

音声がはっきりせず蓮池さんはこんなに滑舌が悪いの？と思って聞いておりまし

た。聞き取りにくいところがあったのですが、立見席ができるようになって、途中

で中に入ってみたならば、蓮池さんの声がよく聞こえました。今後、あまりそうい

うことはないと思いますが、例えば、オータムコンサートでもホワイエを使うこと

があるようなことを聞いておりますので、映像がはっきりしない、そして、音声も

よくないので、その辺を対処してほしいなと感じました。酒々井だけではなく、他

からも来られているので、年に何回あるかはわかりませんが、映像関係などをもう

一度チェックしていただけたらという感想でございます。以上です。 

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 

  ご指摘いただきありがとうございます。あらかじめ、オーバーする場合ですとモ

ニターを先に設置しているのですが、そこまでの人数を想定しておりませんでした。

急遽モニターを設置したということで、ご不便をおかけしてしまいました。今後ま

たオーバーする状況でございましたら、できるだけ適正な形でモニター等を配置し

て、待機していきたいと思います。 

木村教育長 
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  他にございませんか。 

  それでは、私から述べさせていただきます。 

  先ほど、学校教育課長から人権同和担当者会議の報告で人権同和教育に関する発

言がありました。教育委員の皆さま方も人権作文集は届いてお読みになられている

と思いますが、人権作文集を読んで素晴らしい感覚を持っている子が多いなと思っ

ております。人権作文集を読んだ感想文を子ども達に書いてもらっています。その

感想文を各学校から数名分、これは良い感想だなと思われるものが教育委員会に上

がってきて、それを読ませていただきました。本当になんでこんな素晴らしい子た

ちがたくさんいるんだろう、人権作文を読んでの感想なんですけど、「誰々ちゃん

の考え方素晴らしい」とか「もっと頑張らなきゃいけない」など、非常に前向きな

感想文でした。これは酒々井町が人権同和教育を長年続けてきた成果だなとつくづ

く感じております。口だけなら誰でも言えると思いますが、口だけではない感想文

を読んでいると本当にしっかりと芯の通ったそういう子ども達がたくさんいるん

だなとつくづく感じました。これからも継続してこの人権同和教育を進めていきた

いなと思いましたし、また、学校教育課長とも話をしたのですが、こういった感想

文をまたどこかで活用して、例えば、学級の中で「みんなこんなこと感じているん

だけどどうだい？」というようにディスカッションする場を作るとか、この感想文

や人権作文集をもっと取り上げて活用して考えたらいいのかなと話をしていたと

ころです。今後またさらに良い方向に持っていけたらと思っております。以上です。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  感想文を活用した形で人権教育を実際に行ったときにそれを読み上げていった

なら、子どもが「あっ、誰々さんだ」と文章を読んだときに自然発声的に書いた人

の名前が出てきて、本当に読み込んでいるんだなと私も感じています。人権に対し

ての子ども達の心が成長されているなと思います。それが模擬議会の発言であった

り、成人式の態度など、根幹にあるものがそういうところに繋がっているのだなと

感じます。以上です。 

木村教育長 

  他にご意見ご質問ございませんか。 

ご意見ご質問等ないようでございますので、以上で報告第１号を終わります。 

以上をもちまして、議題については、すべて終了しました。 

                                       

 

４ 次回会議の予定 

続きまして次回会議の予定について事務局より説明願います。 

七夕こども課長 

  はい、議長 
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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３１年２月２２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。 

木村教育長 

次回会議は、２月２２日（金）１４時３０分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。 

  なお、３月については、３月１９日か２２日のどちらかで考えております。決ま

りましたら皆様方全員にご連絡するということでご了承いただきたいと思います。 

  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） 

鵜澤生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鵜澤生涯学習課長 

（報 告） 

木村教育長 

  それでは、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、その他はございませんか。 

鵜澤生涯学習課長 
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  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鵜澤生涯学習課長 

  １つ目は、「房総の牧」日本遺産登録に向けて文化庁への申請書を提出という資

料、２つ目は、墨古沢遺跡の国史跡指定に向けて意見具申書を提出予定という資料

をご覧ください。 

  まず、「房総の牧」日本遺産登録に向けて文化庁への申請書を提出したところで

ございます。 

  「徳川将軍の牧と近代農業発祥の大地」をサブテーマに、江戸時代、徳川将軍の

野馬牧が置かれ、明治以降は酪農をはじめとした近代農業発祥の地・農業王国千葉

の礎となった房総の牧について日本遺産登録を目指すものでございます。 

  構成市町につきましては、１２月に決定しました。当町と鎌ヶ谷市、八街市、成

田市、柏市、鴨川市、香取市の全部で７団体でございます。 

  これまで進めてきた内容ですが、昨年７月１０日に第１回文化庁ヒアリング、１

１月２０日に第２回目の文化庁ヒアリングを行っております。１１月２８日に日本

遺産「房総の牧」の申請に係る準備会ということで、この日初めて７団体の担当者

が当町で集まる会議を行っております。この日本遺産の申請につきましては、１月

１６日に県の教育委員会文化財課へ提出しております。その後、県を通しまして、

文化庁へ提出することとなっておりまして、国への提出につきましては、３１日ま

でに行うということになっております。こちらには書いていないのですが、１月２

２日から県立中央博物館におきまして、牧の概要を示しましたパネルの展示を２月

１７日まで行っております。もし、そちらに行かれましたらご覧いただければと思

います。また、今後の予定といたしましては、５月中までには、日本遺産審査委員

会の審議が行われまして、５月中に可否の決定がされるということで、こちらは、

当町にも連絡が入る予定となっております。 

  次に、墨古沢遺跡の国史跡指定に向けて意見具申書の提出を行いました。まず、

遺跡の内容につきましては、旧石器時代、約３万４千年前の日本最大級の環状ブロ

ック群（環状集落）の国史跡指定を目指すものでございます。民有地、清掃組合所

有地、町有地（町道）１３筆でございまして、計３，９８８．４７平方メートルを

国史跡指定にしようとするものでございます。１２月中に総括報告書の原稿執筆が

完了いたしまして、意見具申の根拠資料としようとするものでございます。これま

ででございますが、１月７日に県の文化財課のヒアリングを受けまして、１月１６

日に国の文化庁まで赴きまして、最終的な内容の確認をしております。こちらの墨

古沢遺跡の意見具申書につきましては、本日、県の文化財課に届けまして、県の文

化財課から文化庁へ１月３１日までに届けられるということになっております。今

後の予定でございますが、６月中になりますが、国の文化審議会の答申が文部科学

大臣の方へございます。これについて内示が６月中に答申されますので、内示につ

きましては、６月の中旬にされる予定でございます。最終的に１１月頃に文部科学

省官報告示が出されます。これをもって正式指定という形になります。 
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これは毎年行われているものですが、６月頃から江戸東京博物館をはじめとしま

して、全国５、６か所あるのですが、これについての展示が行われます。この展示

につきましては、墨古沢遺跡だけではなく平成２９年から３０年に発表されている

ものについて、全国から発表されているものについてそのうちの十数点程度を展示

されるものでございます。これが６月中旬ごろから行われまして、さらに解説本と

いたしまして「発掘された日本列島」というものに掲載が決まっております。また、

この解説本等手に入りましたら、皆さまにご覧いただきたいと考えております。 

説明は簡単ですが以上でございます。 

木村教育長 

  生涯学習課から日本遺産登録に関することと国史跡指定に関することの２つの

ことについてご報告をいただきました。何かご質問等ございましたらお願いいたし

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 

  本佐倉城については、町で徹底していると思いますが、房総の牧にしましても墨

古沢遺跡につきましても、まず、町民の中に知名度を上げていただきたいというこ

とで、どんどん進めていただきたいと思います。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 

  学校教育課にお尋ねします。今年は例年になく乾燥が続いておりまして、インフ

ルエンザの発症が危惧されているのですが、わかる範囲で酒々井の子ども達の様子

を教えてください。 

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 

  今、インフルエンザで学級閉鎖している学級がございます。酒々井中学校の１年

３組と１年４組です。先週までは大きな変化はなかったのですが、今週になって急

激に増えている状況でございまして、各市町村でも同じような状況でございます。

引き続き子ども達にはインフルエンザ等には気を付けるようにと周知をしており

ます。 

木村教育長 

  他の市町と比べると遅い発症ですよね。印旛地区だと白井の大山口小学校が全校
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閉鎖となっております。他の市町でもたくさん学級閉鎖になっていたそうです。 

木村教育長 

  他にございませんか。 

  事務局からはないようでございますので、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、以上でその他を終わります。 

                                        

 

７ 閉 会 

木村教育長 

以上で、本日次第に掲げました案件はすべて終了しました。 

平成３０年度酒々井町教育委員会１月定例会議を閉会いたします。（１０：１８） 

                                       

 

 

 

議事録署名 教育長 

 

 

      委 員 

  

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課   


