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令和元年度酒々井町教育委員会７月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和元年７月２６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 大塚 益子    

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 吉村 忠広 

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 任 主 事 (書 記 ) 高橋 秀和 

 

１ 開 会 時 刻  １４：０１ 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）議 案（議案第３号は非公開） 

  議案第１号 酒々井町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

  議案第２号 酒々井町教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について 

  議案第３号 令和２年度使用教科用図書の採択について 

 

（２）報 告（公 開） 

  報告第１号 史跡墨古沢遺跡保存活用計画策定委員会設置要綱の制定について 

  報告第２号 行政報告について 

 

４ 次回会議の予定 ８月２３日（金）午後１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 １５：２８ 
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議 事 録 

１ 開会の言葉 

木村教育長 

ただ今より、令和元年度酒々井町教育委員会７月定例会議を開会します。 

 

                                       

 

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。本日の議事録署名委員は、大塚委員を指名させて

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 

  これから議題に入ります。本日の議事は議案が３件、報告が２件です。 

はじめに、非公開とすべき議事についてお諮りします。議案第３号は、教科用図書の

公正な採択を確保するため非公開にしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

木村教育長 

ご異議ありませんので、議案第３号は非公開とすることに決定しました。 

それでは、初めに議案第１号「酒々井町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規

則の制定について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

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 

議案第１号「酒々井町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について」 

酒々井町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定したいの

で、酒々井町教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により議決を求めるものでご

ざいます。 

今回の規則の一部改正は、１０月からの幼児教育・保育無償化に伴い、教育委員会事

務局のこども課の事務分掌に新たな事務を加える必要があることから、改正するもので

す。資料の新旧対照表、２ページをご覧ください。第１３条のこども課子育て支援班の

事務分掌の（１）はこれまで平成２７年度から始まった子ども・子育て支援新制度の対

象となる保育園や幼稚園、認定こども園等を利用する子どもと保護者及び対象となる施

設についての事務を行うための規定でしたが、そこにこれまで新制度の対象にはなって

いませんでしたが、今後無償化の対象になる子どもと保護者及び施設についての事務を

加えるものです。そのほかの２か所、子育て支援班の事務分掌の（４）と第２０条の改

正は文言の整理です。以上でございます。 
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木村教育長 

事務局の説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

ご意見、ご質問等はございませんか。 

（質問、意見等なし） 

木村教育長 

特にご意見、ご質問等ないようですので、これから採決を行います。 

議案第１号「酒々井町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について」

賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

木村教育長 

挙手全員です。したがって、「議案第１号」は可決されました。 

次に、議案第２号「酒々井町教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定につい

て」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

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 

議案第２号「酒々井町教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について」 

酒々井町教育委員会処務規程の一部を改正する訓令を別紙のとおり制定したいので、

酒々井町教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により議決を求めるものでござい

ます。 

今回の処務規程の一部改正は、先ほどの第１号議案と同様に、幼児教育・保育無償化

に伴い、こども課長の専決事項に新たな事項を加える必要があることから、改正するも

のです。 

今年の１０月から幼児教育・保育が無償化されることに伴い、第９条に規定されてい

る、こども課長の専決事項のうちの一部を改正しようとするものです。第９条のこども

課長の専決事項の（９）は、これまで平成２７年度から始まった子ども・子育て支援新

制度の対象となる保育園や幼稚園等を利用する子どもと保護者への認定等を行うことに

ついて、こども課長が専決できることとされていたものですが、そこに新制度の対象で

はなかった幼稚園や無認可保育所等を利用する子どもと保護者についても、無償化の対

象になることの認定について、以前からの認定と同様にこども課長の専決事項とするも

のです。そのほかの改正は、２点あり、一つは町長部局の文書事務取扱規程に倣った取

り扱いを定めている４つの条文について、「酒々井町文書事務取扱規程」が「酒々井町文

書管理規程」に改正されていることが反映されていなかったため、「酒々井町文書管理規

程」に改めるものです。二つ目は、「配布」という文言の取扱について、以前に国からの

通知があったため、今回の改正に合わせて、文言の整理を行うものです。以上でござい

ます。 

木村教育長 

事務局の説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

ご意見、ご質問等はございませんか。 

（質問、意見等なし） 

木村教育長 

特にご意見、ご質問等ないようですので、これから採決を行います。 
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議案第２号「酒々井町教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について」賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

木村教育長 

挙手全員です。したがって、「議案第２号」は可決されました。 

次の議案第３号は、先ほどご了承いただいたとおり、非公開といたします。 

それでは、議案第３号「令和２年度使用教科用図書の採択について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

 

                                       

 

非公開 令和２年度教科用図書の採択について 

                                       

 

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。はじめに、報告第１号「史跡墨古沢遺跡保存活用計画

策定委員会設置要綱の制定について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

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 

報告第１号「史跡墨古沢遺跡保存活用計画策定委員会設置要綱の制定について」 

史跡墨古沢遺跡保存活用計画策定委員会設置要綱を別紙のとおり制定いたしましたの

で、ご報告するものでございます。 

設置の趣旨についてでございますが、令和元年６月２１日に、国文化審議会により国

史跡指定の答申を受けた墨古沢遺跡について、今後の保存及び活用に組織的に取り組む

ための共通事項を明示し、保存や整備に関する基本方針やその方法を明らかにした保存

活用計画をまとめるために専門的有識者や関係者など様々な立場から助言・指導・調査

協力を得ることを目的として設置するものでございます。 

保存活用計画については、業者委託により計画案を策定し、その中身について委員会

で揉んでいただき、また、委員会の意見を計画に反映させていきたいと考えております。

なお、業者委託については、来月に入札により業者を決定できるよう進めているところ

です。以上でございます。 

木村教育長 

 事務局の説明が終わりました。これから質疑に入ります。ご意見、ご質問はございま

せんか。 

私の方からお伺いしますが、今後の見通し予定等、現時点で説明できることがあれば

お願いします。 

鵜澤生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 
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鵜澤生涯学習課長 

今年度につきましては、２回程会議を開催したいと考えています。できれば年内１２

月中に１回皆さんで集まっていただいて、後は２月か３月に開催したいと考えています。

委員の構成につきましては、考古学、植物学、園芸学、造園学、まちづくり、生涯学習

に精通されている方々などを選出したいと考えております。 

木村教育長 

特に、ご意見、ご質問はございませんか。なければ、「報告第１号」を終わります。 

次に、報告第２号「行政報告について」 を議題とします。はじめに、私からご報告し

ます。 

はじめに、印旛郡市民体育大会についてですが、委員の皆様も激励されておりますの

で、後ほど感想などご発言いただければと思います。今年は主会場が印西市で､総合開会

式は７月６日（土）印西市文化ホールで行われました。競技は７日から始まり、集中会

期は１３日、１４日でしたが、雨天のために屋外競技に順延が目立ち、２０日まで行わ

れました。私は５日間、競技の激励に参りました。今年は涼しい日が続き、選手はもち

ろん応援する側にとっても大変助かりました。ご都合をつけてこの大会に参加してくだ

さった選手役員の皆様には、心から感謝申し上げる次第です。なお、成績につきまして

はお手元の資料のとおりでございます。 

次に、獅子舞について報告いたします。１３日に馬橋獅子舞が、１５日に墨獅子舞が

あり、両日とも郡市民体育大会激励のあと参列しました。例年厳しい暑さの中で行われ

ておりますが、先ほど申し上げましたとおり、今年は比較的涼しかったので、きついハ

ードな踊りではありますが踊り手の方々におかれましては幸いであったことと思いまし

た。雨の心配もありましたが、祭事は予定どおりに進行し、無事終了しました。 

次に、１７日に酒々井中で全校生徒を対象に行われましたオリパラ体験事業について

報告いたします。今回は元プロ野球選手で、北京オリンピックに出場した、里崎智也さ

んを講師に迎えて講話をしていただきました。里崎さんは現在テレビやラジオで解説者

などとしてご活躍されていますが、豊富な経験から語られる熱意あふれる話しぶりに生

徒達は引き込まれておりました。生徒からの質問に答えている最中に、予定していなか

ったキャッチボールが始まり、実技指導に会場がわき上がるなど、大変盛り上がった講

演となりました。 

次に、１８日に開催した給食センター運営委員会について報告いたします。今回は「学

校給食における食物アレルギー対応について」も審議していただきました。現在、食物

アレルギーを持つ児童生徒は１６人いますが、アレルギーの原因となる食物は様々で、

給食センターは個々の児童生徒のアレルギー原因食物に対応しています。すなわち、文

科省の食物アレルギー対応指針でいうところの「レベル３」の除去食にも対応している

ところです。印旛地区の市町でここまでやっているところはありません。「レベル３」

対応に不備な現在の施設、複雑な作業動線や工程、県費負担栄養職員が２名から１名に

なったこと、調理等に関わる人員がいっぱいいっぱいであることなど、極めて多くの問

題を抱える中で関係者の大変な努力のもとに個々に対応してきていますが、安全な給食

の提供が最優先であることから、これからの対応のあり方について委員の皆様からご意

見を伺った次第です。たくさんご意見いただきましたが、全員共通していることは「安

全第一」でした。今後対応のあり方について検討して参りたいと思っております。 

次に、１９日に行われました印教連常任委員会・印旛地区教育長会議についてですが、

印教連関係では研修視察は１１月１２日、日立柏レイソルと県立東葛飾中学校と内定し

ました。また、教育功労者表彰に関する提案があり、原案のとおり承認されました。さ
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らに成人式について、対象年齢や開催時期などについて情報交換いたしました。教育長

会議では教育事務所からのご指導の後、千葉県教育庁学校危機管理監中村敏行様から、

学校における働き方改革及び教職員の不祥事根絶に関してご講話をいただきました。 

最後に、２０日（土）から２２日（月）までの３日間開催しました水泳教室について

報告いたします。水泳教室はちびっこ天国が休園していることから小学生に水泳の機会

を提供するため、合わせて夏休み期間の大室台小学校のプールの活用並びに子どもたち

の泳力の向上を図るために企画いたしました。申し込みは実人数が１５１人、３日間の

延べ人数が３３６人でしたが、２日間気温が低かったこともありまして、当日の参加数

は３日間で延べ２１８人でした。今回は役場職員と２名のボランティアで運営に当たり

ましたが、来年度については委託も検討していきたいと考えております。 

私からの報告は以上ですが、今月は、他にも多くの行事に出席いたしました。これら

には教育委員の皆さんも出席されておりますので、感想等をいただければと思います。 

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 

私からは、第７０回印旛郡市民体育大会について報告します。７月６日（土）、第７０

回印旛郡市民体育大会開会式が印西市文化ホールにおいて、国会議員、県会議員の来賓

の方々、そして首長さん以下行政の責任者や各部門の選手代表、各自治体事務局員の方々

など大勢出席され開会しました。今年は、印西市を主会場とし翌日の７月７日から予備

日をいれて７月２１日まで、印旛郡８市町に陸上競技を始め１７競技を各地の会場に分

散開催しました。私は開会式翌日７日から教育長、佐藤体育協会会長と一緒に印西市の

バトミントン、白井市では雨のなかのサッカー競技をそれぞれ激励、応援をしました。

残念ながらいずれも初戦敗退、続いて１０日栄町町内に存在するゴルフクラブ会場に応

援に出向いたゴルフも残念ながら最下位と酒々井町の成績はスタート当初振るいません

でした。続いて１３日に酒々井町総合公園野球場にて行われた私が関係する女子ソフト

ボール試合で私は、会場設営と審判の手伝いをしました。我が酒々井町女子ソフトボー

ルチームは直前まで必要人数９人が集まるかどうか懸念されましたが、当日は１０人の

選手が集合、試合が成立し安堵しました。初戦の富里市との対戦は１５対０と大差で勝

利、選手と一緒に喜びを分かち合いました。しかし翌日の試合日１４日が雨により２０

日に延期された準決勝戦は選手それぞれの事情により当日９人確保出来ず不戦敗となり、

女子ソフトボール試合は３位で終わりました。残念ですが仕方ありません。１４日に予

定されたソフトボール試合は雨天により中止となったため、私は教育長、林委員と一緒

に屋内競技の卓球、バレーボール部の激励、応援に出席しました。男子バレーボール部

は佐倉市、強豪八街市を破り決勝戦の印西市戦では３セットマッチ１勝１負となり最終

戦２５対２３と大接戦で優勝。昨年に続き見事郡体連覇を達成し、その場にいた私は身

体が震えるほどの感動を覚えました。チームは印旛郡市の代表として県民大会に出席さ

れます。県大会においても大いなる活躍を期待したいと思います。翌１５日には教育長

と佐藤会長に同行し、八街市の弓道の激励その後印西市郊外の陸上競技会場へと、今回

の郡体も激励、応援は毎回印旛郡内を端から端までの移動となりました。降雨で予備日

一杯２１日までかかってしまった今年の郡体競技は天候不順に悩まされましたが無事終

了。ライバル栄町との勝敗は酒々井町４２点栄町４９点の７点差と残念ながら昨年に引

き続き連覇とはなりませんでした。総合優勝は今年も佐倉市で、連続優勝中です。今後
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は印西市にて８月２４日の閉会式そして同日県民体育大会・結団式が予定されています。

郡市民体育大会においての出場選手は当該市町の居住者とされており、各競技専門部は

大会の都度町内においての選手集めに苦労されています。そのような中で来年度も選手

の活躍を期待いたします。期間中生涯学習課スポーツ班の皆様には会場への移動、応援

等ご苦労様でした。ありがとうございました。以上で第７０回印旛郡市民体育大会につ

いて報告を終わります。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

７月１３日（土）に行われた、馬橋の獅子舞について報告いたします。 

馬橋の獅子舞は五穀豊穣・区内安全・悪疫退散などを祈願して、今年も馬橋香取神社

で演舞されました。昔はお寺と区長宅でも演舞されていたそうです。毎年７月第３土曜

日は微妙な天気で、今年は梅雨明けが遅く、時折霧雨降る残念な天候でした。蒸し暑い

中、舞手の方々は演目が終わると赤い顔をしていて苦しそうでした。頭が下がります。

馬橋の獅子舞は今年で３１５回目だそうで、江戸時代中期から行われ、長く中断を余儀

なくされた時期もあったそうです。私が生まれた昭和４３年に村の青年達により見事復

活を遂げ、以来脈々と、親から子、子から孫へと伝え続けられ現在に至るそうです。今

年は復活してから５１年目にあたります。２年程前に墨の方から馬橋は安泰だよねと言

われました。現在馬橋獅子舞保存会には舞手が１０人以上いるそうです。お囃子にも女

性が２人おり、後継不足を感じませんでした。今年は一昨年前の区長さんが演舞してお

られました。貴重な舞ありがとうございました。酒々井町には３つの獅子舞があり、地

域独特の舞があります。いずれも万代まで絶やすことなく、後世に伝え続けていただき

たいものです。直接獅子舞とは関係ありませんが、馬橋香取神社にトイレがないのが気

になります。毎年仮設トイレで対応しておられますが、長い目で見て本設トイレをどこ

かに設置できないものかと思いました。以上です。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  大塚委員 

大塚委員 

  ７月１５日（月）の墨の獅子舞についてご報告いたします。お天気が心配でしたが、

始まる頃には前日からの雨がピタリと止み、涼風の中舞が奉納されました。とはいえ獅

子頭を被って踊るのは暑そうで世話役が風を送りながらの舞でした。以前に比べ舞時間

が大幅に少なくなっていたので伺ったところ、後継者不足で１組しか用意できなかった

ことやご不幸のあった家からは参加できないので急遽舞い手が変わり、その方が最後ま

で覚えられなかったとのことでした。 

  江戸時代に始まり大正で復活させたこの祭りを末永く続けていくためには大変なご苦

労があるのだと改めて思います。飲食の準備やくじ引きなど準備も後片付けも大変でし

ょうが、広くこの祭事を伝えていくための工夫だろうと思いました。地域の力だけでは

残していくのが困難な時代だからこそ行政の後押しが重要であると感じました。以上で

す。 

林委員 
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  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  ７月２５日（木）人権セミナーが行われ、出席してきましたので報告します。テーマ

は、「大人が知らない子どもの世界」、サブテーマとして「教育臨床からみた児童・生徒」

でした。問題を抱えている子ども達は、自己顕示欲が強く、何らかの形で自己をアピー

ルし、自分の存在感を知らせたいと思っている。指導者として、問題行動のみを否定す

るのではなく、その裏側にある問題、例えば成育歴や学力低下などをしっかりととらえ

るために、まず、話をしっかり聞くことが大切である。特に感情や表情の少ない子には、

良い面を見出し、褒め、認めることによって信頼関係を構築することができるとのこと

でした。最後に、AI が発達してきている社会であるが、どんなときでも人が人を育てる

ものである。「支援者との信頼関係なくしては、子どもの支援は不可能である。私たちが

守りましょう」という言葉が印象的でした。以上です。 

木村教育長 

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。 

はじめに教育次長より報告をお願いいたします。 

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） 

 

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） 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長 

（報 告） 

鵜澤生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鵜澤生涯学習課長 
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（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 

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 

 教育委員の皆さん、そして事務局から行政報告がございました。 

これから質疑に入ります。ご意見、ご質問はございませんか。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  大塚委員 

大塚委員 

  プリミエール酒々井の親子 de オペラ鑑賞会に参加させていただきました。子ども３人、

大人４人と一緒に行きましたが、町の応援職員の対応がとても良かったです。また、内

容も事前に竪琴作りをしそれを使って劇に参加できるということで、幼児２人、小学生

１人を連れて行きましたが、上の２人はとても喜びました。また、ステージで踊りの練

習をさせていただき、本番でもステージに上げてもらえて、上の女の子もアイドルにな

れたような気持ちだったととても喜んでおりました。是非、またこのような催しをプリ

ミエールで開いていただきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。

以上です。 

木村教育長 

  他にございませんか。 

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 

  中央公民館の行事としては掲載されていなかったのですが、７月１４日（日）に「ボ

ケますからよろしくお願いします」という興味のある映画が公民館で上映され、この日
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は都合が悪く鑑賞することができなかったのですが、満席だったと聞いております。何

故プリミエールで上映しないのかなと思ったら、同日ピアノ発表会が入っていたので、

予定が重なってプリミエールで上映できなかったのかなと思ったのですが、このとおり

でよろしいでしょうか。ピアノ発表会の予約が先に入ったということでしょうか。 

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 

  その映画につきましては、中央公民館主催で上映されたものではないので確認は取れ

ませんが、どちらかの予約が早かったということだと思います。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

２０日に行われた酒々井町水泳教室について、先程ご報告いただきまして、非常に多

くの子ども達が参加されたと思いました。私は大室台小学校のすぐ近くに住んでいるの

ですが、子ども達が登校していく様子や終わった後、天候的にはあまり恵まれなかった

のですが、プールに入れた喜びを互いに話し合って帰っていく様子を見ることができま

した。主催する側は危険が伴い大変ですが、子ども達にとってみれば非常に良い企画で

あったと思いました。色々とご配慮いただきましてありがとうございました。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  給食センターの給食指導についてお伺いします。先程の行政報告で、小学１年生から

４年生について給食指導を実施したとのことですが、５、６年生については既に終わっ

たのですか。それとも今後予定しているのですか。また、中学生は対象になっています

か。 

増渕学校給食センター所長 

  はい、議長 

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 

  小学校につきましては、１年を通して、全学年全学級を回る予定です。５、６年生に

つきましては、現時点では酒々井小学校の６年生への指導を６月に実施しております。

また、５年生につきましては、酒々井小学校が２月、大室台小学校が１１月、６年生に

つきましては、酒々井小学校、大室台小学校ともに１１月中に給食指導ではありません

が家庭科の授業に栄養教諭が参加する予定です。年間計画としては今申し上げたとおり

ですが、その他に３年生と５年生を対象に学級担任による魚の指導を昨年度から実施し

ています。栄養教諭が１人しかおらず毎日回れませんので、給食前の５分間、紙芝居を

使った指導を工夫しながら実施しているところです。中学校につきましては、家庭科の
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授業等で調整を取りながら参加を予定しているのですが今のところ依頼がないため、要

請があれば前向きに対応を考えていきます。 

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 

生涯学習課のおもてなしカレッジが開講され、１１人の生徒がいらっしゃるとのこと

ですが、大室台小学校の生徒が多いように感じます。学校別の割合はどのようになって

いますか。 

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 

  今、詳細の資料は手元にありませんが、石井教育長職務代理者のおっしゃるとおり大

室台小学校の生徒が割合では多いと思います。 

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 

水泳教室も大室台小学校の生徒が多いように思います。水泳教室の話になりますが、

プールはそれほど大きくないのに生涯学習課の職員が手伝うなど、それだけの人数がい

ないと安全面を確保できないということで、日程的に寒くて残念でしたが、お忙しい中

お疲れ様でした。 

木村教育長 

  先程、水泳教室の申し込み人数は１５１人と申し上げましたが、名簿を見ますと１番

目から１年１組が始まり、３６番目が６年３組で次が１年１組と始まりますので、３６

人が酒々井小学校の生徒、３７番目以降が大室台小学校の生徒と思われます。 

他に、ご意見、ご質問はございませんか。なければ、以上で報告を終わります。 

                                       

 

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」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 

次回会議の予定ですが、令和元年８月２３日（金）午後１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９月の予定ですが、９月２７日（金）午後２時から役場西庁舎２階第１会
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議室で予定させていただいております。 

木村教育長 

事務局の説明のとおり、次回会議は８月２３日（金）午後１時３０分から、９月は２

７日（金）午後２時から行うことでよろしいですか。 

（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了します。 

                                       

 

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 

（事務局説明） 

木村教育長 

  事務局から説明がございました。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了します。 

 

                                       

 

６ その他 

木村教育長 

続いて、「その他」を議題とします。事務局から、その他はございますか。 

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 

  １点ご報告申し上げます。６月定例会議において、プリミエール酒々井増築工事の着

工日は７月８日と報告させていただいたところですが、その後資材の調達状況等を勘案

し、工程表の見直しがございました。その結果、着工は９月からと予定が変更となりま

したのでよろしくお願いいたします。以上です 

木村教育長 

事務局からその他について説明がありましたが、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、以上でその他を終了します。 
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７ 閉 会 

木村教育長 

以上をもちまして、本日の日程に掲げました案件は、すべて終了しました。 

令和元年度酒々井町教育委員会７月定例会議を閉会いたします。 

（１５：２８） 
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