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令和２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２年７月３１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 七夕 夕美子    

      こども課長 川口 博之     学校教育課長 吉村 忠広 

生涯学習課長（中央公民館長兼務） 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 清宮 美雪   こども課主幹 伊藤 雄三 

こ ど も 課 主 任 主 事 (書 記 ) 高橋 秀和 

 

１ 開会時刻  １４：０５ 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）議 案 

  議案第１号 令和３年度使用教科用図書の採択について 

（２）報 告 

  報告第１号 行政報告について 

  報告第２号 令和２年度７月補正予算の議決について 

 

４ 次回会議の予定 ８月２８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  １５：４５ 
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１ 開会の言葉 

木村教育長 

  ただ今より、令和２年度酒々井町教育委員会７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。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１件、報告１件として招集・告示させて

いただいたところですが、報告第２号として「令和２年度７月補正予算の議決について」

を追加したいと存じます。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、報告第２号を追加することに決定しました。 

次に、非公開とすべき議事についてお諮りします。議案第１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１号は非公開とすることに決定しました。 

それでは、議案第１号「令和３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３年度使用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。 

木村教育長 

続きまして、報告第１号「行政報告について」を議題とします。まずは私からご報告

いたします。 

  はじめに、新型コロナウイルス感染症の影響により例年行われております様々な催事

が中止となりました。これらのうち主なものを申し上げますと、印旛郡市民体育大会、

馬橋と墨の獅子舞、水泳教室。また学校の部活動関係では、印旛郡市中学校総合体育大

会いわゆる郡大会、そして県大会、吹奏楽コンクールです。特に、中学校の部活動につ

いては、郡大会は３年生にとっては３年間の総決算ともいうべきもので、これが開催さ
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れなかったことは誠に無念であったであろうと察しております。明日からの夏休みを前

にして３年生はすでに立ち上がっていると思いますが、新たな目標を目指して頑張って

ほしいと心からエールを送りたいと思います。 

  次に、１７日に印教連常任委員会、続いて印旛地区教育長会議が開催されましたので、

そのご報告をいたします。印教連行事関係では、研修視察はコロナの関係で中止するこ

ととなりました。昨年は台風関係で中止で、２年続きで中止となってしまいました。教

育長会議では、学校管理規則の改正について意見交換を行いました。具体的に申します

と、学年はじめ休業日の見直しであります。ご承知のとおり、現行の規則では学年はじ

め休業日は４月１日から４日までと規定されています。来年度、令和３年度は４日間の

休業期間中に土曜日、日曜日が含まれており、学校現場は新年度準備を２日間で行うこ

とになります。これはきわめて厳しいことであります。これまで、このような年には多

くの先生方は土曜日・日曜日に学校に出てきて仕事をしていたというのが実際のところ

であります。働き方改革が叫ばれている昨今、こうした状況を改善することは喫緊の課

題の一つであることから、規則の見直しをしようとするものです。年内には結論を出す

方向で検討を進めることになりました。酒々井町としましても今後ご審議いただきたい

と思っております。 

  また、コロナウイルス感染症に関して、学校の修学旅行などの旅行的行事の実施やキ

ャンセル料の負担について情報交換いたしました。詳細は省略させていただきます。 

私からの報告は以上です。続いて教育委員の皆さんか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 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

特にございません。 

木村教育長 

特にないようですので、事務局から順次ご報告いただきたいと思います。 

七夕教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

  教育次長 

七夕教育次長 

  今回は特にございません。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

（報 告） 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 
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学校教育課長 

吉村学校教育課長 

（報 告） 

鈴木生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鈴木生涯学習課長 

（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） 

清宮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 

清宮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。 

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 

学校教育課の関係です。前回の定例教育委員会で、コロナウイルスが怖いという申し

出により２人の生徒が学校を休んでいるとのことでしたが、その後、その子ども達は登

校していますか。 

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 

おかげさまで、小学校の児童１名については、７月１日から登校を開始しています。

小学校１名と中学校１名の児童・生徒については、各学校の校長が保護者を呼んで説得

しましたが、全面登校とはなっておりません。ただ、現在、学校側の工夫により、放課

後の登校等を進めているところです。子ども達の社会性の育成、学力の向上の面が今後

難しいことになる可能性についても、保護者に伝えましたが、なかなか受け入れていた
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だけないところがあるみたいです。校長の話では、２学期以降も繰り返し保護者と協議

を重ねていきたいとのことです。以上でございます。 

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 

その子どもは、他の子ども達が下校してから登校し、それに対して学校は授業の場を

設定しているということでしょうか。 

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 

実際には、臨時休業と同じように、学習で使ったプリントを渡し、重要な個所をアド

バイスするのみで、指導時間は１時間以下となっています。教諭も部活を担当している

など十分に対応できないので、今後の課題だと感じています。 

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 

対応がなかなか難しいと感じました。 

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 

プリントを渡し、重要な個所をアドバイスするなどに留まりますが、それを踏まえて

保護者の方は了解されました。子どもにとっては望ましいことではないので、今後も継

続的に話し合いを進めていきたいと思います。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

その子どもは男の子ですか。 

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 
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男の子と女の子です。 

木村教育長 

コロナが不安で登校を見合わせることは、どの学校でもありうる話かと思います。そ

ういった子ども達に対する指導を行うことは、先生方にとって大変なため、支援員を配

置しても良いという国の制度が始まりました。その制度は、現在活用していますか。 

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 

  勤務時間で夕方を希望する方は少ないのが実情です。小学校については、２校につき

３名を募集したところ、２名の方は決まりそうですが、１名の方が不足しています。ま

た、扶養の範囲内で働きたいなどの制約があって、子ども達に十分な対応ができていな

いのが現状です。 

木村教育長 

教育委員会が取り組んでいることを、皆様ご理解いただきたいと思います。人を探し

てもなかなか見つからないというのが実情とのことです。 

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 

もし知り合いがいたら、ご紹介していただきたいと思います。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  大塚委員 

大塚委員 

この場で質問する内容か分かりませんが、コロナ禍で、体調を崩したり、精神的に不

調になった先生方はいらっしゃいますか。他市町村ではあったようなので、お伺いしま

す。 

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 

不調とまではいきませんが、年齢面、体力面等で厳しいという訴えが大室台小学校で

ありました。そのため、本来、８月１７日からお弁当をもって午後も授業を行うところ、

１７日からの２週間は５時限を４０分授業にして、昼までの授業で対応すると聞いてい

ます。酒々井小学校と酒々井中学校は、先生方が比較的に元気にやっているので、心配

はないという話を校長先生から聞いています。ただ例年よりも、夏休みが２週間と少な

い中で、先生方は夏季休暇を６日間持っているため、ほとんど年休が使えない状態にな
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ります。教員は、ほとんどこの時期しか年休を消化できないので、各学校の校長に対し

て計画的に年休等を取得できるように工夫してほしい旨、教育委員会として要請してい

ます。真面目な先生方が多く、子どもがいるのに休めないという方もいてありがたいと

思うのですが、体調面での心配は尽きません。計画的に年休を取得することができるよ

うに繰り返し校長先生方にお願いしていきたいと考えているところです。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 

ご配慮をよろしくお願いします。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

７月１日から、プリミエール酒々井において文化ホールの受付が開始しましたが、申

し込みはありましたか。 

清宮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 

清宮プリミエール酒々井館長 

申請がありまして、抽選を何回かに分けて行いましたが、申請者が早朝から並ぶとい

うことはありませんでした。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

申し込み時、コロナ対策はどのように行っていますか。 

清宮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 

清宮プリミエール酒々井館長 

  申し込みの方に注意事項を記載した印刷物を配布しています。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 
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  文化ホールの利用可能な席数をお聞かせください。 

清宮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 

清宮プリミエール酒々井館長 

  全３５０席の中の１０９席です。 

木村教育長 

他に、ご意見、ご質問はございませんか。他にないようですので、「報告第１号」を終

わります。 

次に、報告第２号「令和２年度７月補正予算の議決について」を議題とします。事務

局から説明をお願いします。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長     

報告第２号「令和２年度７月補正予算の議決について」    

酒々井町教育委員会行政組織規則第５条第３号に係る令和２年度一般会計７月補正予

算については、同規則第６条第１項の規定に基づき臨時代理したので、同条第３項の規

定により報告するものでございます。なお、町議会７月臨時議会において、別紙のとお

り可決されたので併せて報告いたします。 

７月議会につきましては、先ほど行政報告の中でご説明したとおり、１０日に予算の

打ち合わせをして、最終的に固まったのがつい先日でございます。その関係をもちまし

て、臨時代理とさせていただきました。本日午前中に臨時議会がございまして、原案ど

おり可決をいただいているところでございます。それでは２ページ以降の内容につきま

して、各担当の方から説明させていただきます。まず、私の方から予算の全体の概要に

ついてご説明させていただきます。令和２年度７月補正予算の概要でございます。令和

２年度の現計予算につきましては、１４億３，６０１万５，０００円でございます。今

回の補正予算の額としましては、１億７，５０２万円を追加しまして、合計１６億１，

１０３万５，０００円となっております。まず、歳出を説明する前に歳入の方を説明さ

せていただきたいと思います。４ページをお願いします。今回、歳入としまして、国庫

補助金、雑入というような特定財源がございますが、その他に町の方に入ってきており

ます新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充てておりまして、基本的に

は一般財源はないというような状況の補正予算を組んでおりますので、先にご報告いた

します。それでは、２ページにお戻りいただきまして、こども課から順次説明させてい

ただきます。まず教育総務一般事務費こども課分でございます。今回、委託料として１，

８０９万５，０００円、備品購入費として、１億７７８万４，０００円、合わせて１億

２，５８７万９，０００円を計上させていただき、ご可決いただきました。内容につき

ましては、ＧＩＧＡスクール構想の関係で、小中学校の児童・生徒への１人１台の端末

に係る費用を計上させていただいたものでございます。児童・生徒及び教職員、その他

予備分の端末で、ノート型パソコンでございますが、タブレットとしても使えるものを
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予定しております。こちらを購入するとともに、当該端末を使用するための設定作業ま

たはネットワークの設定やウイルス対策に必要な機器等を購入するものでございます。

台数については、１，７００台を予定しております。以上でございます。 

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 

続きまして、学校教育課でございます。 

まず、教育総務一般事務費、学校教育課分です。 

役務費５４万５，０００円ですが、これは新型コロナウイルス感染症の第二波、第三

波の発生により、学校が臨時休業となった場合に備え、児童生徒のパソコンを使っての

家庭学習に必要なＷｉ‐Ｆｉ環境を、要保護・準要保護世帯に対して、通信料等を町で

負担するためのものです。５５世帯分を想定したところです。 

次の使用料及び賃借料の２，４７５万円ですが、ＧＩＧＡスクール構想、１人１台パ

ソコンの事業を推進するために必要な、学習支援ソフトを導入するものです。「ミライシ

ード」という、ベネッセが作成したソフトの導入を考えています。１校当たり、年間１

５０万円を３校分、５年分の支払い金額となります。普段の授業にも活用でき、かつ、

家庭学習にも有用なソフトとなっています。 

備品購入費の１０７万７，０００円ですが、２点の備品購入費となります。１点目は、

現在、町で保有しており、墨方面の酒々井小学校児童の送迎をしているスクールバスに、

新型コロナウイルス感染症対策のための、車載用のオゾン発生器を搭載するために、２

７万８，０００円を計上するものです。他のスクールバス３台には、健康福祉課の予算

で搭載する予定ですので、これで、すべてのスクールバスにオゾン発生器が設置される

こととなります。２点目は、先ほど、要保護・準要保護家庭にＷｉ‐Ｆｉ環境を整える

ために、通信料を町が負担することについて触れましたが、Ｗｉ‐Ｆｉ環境を整えるた

めには、ルーターの貸し出しが必要となりますので、貸し出し用の家庭学習用Ｗｉ‐Ｆ

ｉルーター５５台分の購入に、７９万９，０００円を計上しました。 

続きまして、ふれあい教室運営事業の備品購入費として、６万６，０００円を計上し

ました。これは、不登校の児童生徒が通級するふれあい教室に、新型コロナウイルス感

染症対策のために、空気清浄機を設置するためのものです。オゾン発生器を設置するこ

とも考慮したのですが、通級生徒には自閉的な傾向にある生徒も含まれていて、自閉的

傾向のある生徒の特徴として、におい等に敏感な生徒も多いということで、オゾンは避

けて、空気清浄機の方がふさわしいと判断したところです。 

続きまして、学校保健特別対策事業の酒々井小学校分です。消耗品費として、８６万

４，０００円を計上しました。これは、新型コロナウイルス感染症対策に必要な、消毒

液、石鹸、ビニール手袋、掃除用モップ等を購入するためのものです。使用料及び賃借

料の５６万１，０００円は，修学旅行で、箱根方面へ行く際、新型コロナウイルス感染

症対策として、バスでの密を避けるため、バス２台を増便し、合計５台で運行するため

のものです。増車するバス２台分の費用となります。備品購入費の２３３万８，０００

円は、冷風扇４台、工業用扇風機２６台、催事用テント４張、加湿器２６台を購入する

ものです。新型コロナウイルス感染症対策として、冷風扇は体育館で、扇風機は各教室
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で使用し、空気の循環、換気能力を高めようとするものです。催事用テントは、運動会

での子どもの待機場所での、密集をさけるために活用します。加湿器は、冬場の教室の

湿度の維持を考え購入するものです。 

続きまして、学校保健特別対策事業の大室台小学校分です。消耗品費として、６３万

円を計上しました。これは、酒々井小と同様、新型コロナウイルス感染症対策に必要な、

消毒液、石鹸、ビニール手袋、掃除用モップ等を購入するためのものです。使用料及び

賃借料の２９万３，０００円は、修学旅行で、箱根方面へ行く際、新型コロナウイルス

感染症対策として、バスでの密を避けるため、バス１台を増便し、合計３台で運行する

ためのものです。増車するバス１台分の費用となります。備品購入費の１９１万３，０

００円は、冷風扇４台、工業用扇風機２０台、催事用テント４張、加湿器２０台を購入

するものです。購入品目は、酒々井小学校と同様ですが、学級数が少ない分、扇風機や

加湿器の数が少なくなっています。 

続きまして、学校保健特別対策事業の酒々井中学校分です。消耗品費として、１３９

万３，０００円を計上しました。これは、小学校と同様、新型コロナウイルス感染症対

策に必要な、消毒液、石鹸、ビニール手袋、掃除用モップ等を購入するためのものです。

なお、修学旅行でのバスの増車について、中学校では計上していません。これは、新幹

線で関西へ向かうのですが、新幹線については、密とならないように、座席をところど

ころ空ける等、ＪＲ側で新型コロナウイルス感染症対策を実施していただいていること、

及び、関西でのバスでの移動時間が短いこと等を考慮したものです。備品購入費の２５

８万１，０００円は、冷風扇６台、工業用扇風機３０台、催事用テント３張、加湿器２

０台を購入するものです。購入品目は、小学校よりも冷風扇の数が多くなっていますが、

これは、武道場にも必要であろうとの判断から、体育館用４台、武道場用２台の、計６

台を計上したことによるものです。 

続きまして、歳入について、国からの補助金ですが、教育総務費補助金の５５万円は、

要保護・準要保護のＷｉ‐Ｆｉ環境整備に、１台上限１万円の国庫補助がつきますので、

５５台分、５５万円を計上しました。小学校費補助金の３６４万６，０００円は、新型

コロナウイルス感染症対策として、小学校２校に学校保健特別対策事業の国庫補助金と

して算出された金額を計上するものです。中学校費補助金の２０８万９，０００円は、

新型コロナウイルス感染症対策として、中学校の学校保健特別対策事業の国庫補助金と

して算出された金額を計上するものです。学校教育課からは、以上です。 

鈴木生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鈴木生涯学習課長 

３ページ中段をご覧ください。公民館管理事業として、新型コロナウイルス関連費用

を計上させていただいております。経費に係る財源につきましては、全額新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金で賄われております。消耗品費２２万６，０００

円につきましては、非接触型体温計、手指消毒剤、ビニール手袋等でございます。工事

請負費９８万円につきましては、トイレの手洗用自動水栓交換工事、１４箇所を予定し

ております。備品購入費３９１万６，０００円につきましては、まず、オゾン発生器１

７台ということで、各部屋に１台を目安に設置を考えております。オゾン発生器につき
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ましては、低濃度のオゾンを発生させて時間をかけて消毒する機械でございます。高濃

度ですと、人体に有害だということもあり、低濃度で、夜間使用して朝にスイッチを切

るというような使い方で考えています。月々の電気代が１台当たり２００円弱で、電気

代はあまりかかりません。維持管理費用につきましても、空気清浄機の場合はフィルタ

ーの交換が必要になりますが、オゾン発生器の場合は電気代のみです。各部屋に換気用

の扇風機２８台、トイレの手洗い用のノータッチハンドソープ、便座クリーナー１６箇

所、合計５１２万２，０００円を予算審議していただきました。以上でございます。 

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      

給食センターは３ページの下の段になります。  

  給食センター管理事業費１４９万６，０００円につきましては、現在和式のトイレ女

性用２基、男性用１基を洋式トイレに改修する経費です。 

  トイレは病原性のウイルスや細菌に汚染される危険性が高い場所です。仮に、排せつ

物内に病原性のウイルスや細菌が存在した場合、水洗時に細かい粒子となって、トイレ

内や衣類を汚染するだけでなく、呼吸や皮膚に付着することで感染する可能性がありま

す。このようなウイルスや細菌の完全予防のためトイレを改修するものです。 

 給食事業につきましては、学校給食センターの調理場内には冷房機器が設置されてい

ないので、夏季の室内はかなり高温多湿となっていることに加え、熱源となる釜の近く

での調理作業や、お湯を使用した食器や調理機器の洗浄作業で調理員は熱中症の危険性

があります。そこで、今後の夏季の作業や環境改善のため、調理員用にファン付きの白

衣（空調服）と、調理場内にスポットクーラー２台を購入するための経費として１５２

万５，０００円を計上するものです。以上です。 

清宮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 

清宮プリミエール酒々井館長 

４ページになります。プリミエール運営事業ということで、消耗品費を２２万５，０

００円計上しました。７月から貸館を再開しましたので、来客者等の手指消毒剤を購入

したいと思います。次は備品購入費になります。先ほど、生涯学習課からオゾン発生器

について説明がありましたが、プリミエールとしても各部屋にオゾン発生器を１台ずつ、

合計１９台購入するということで計上しました。以上です。 

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。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 
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石井教育長職務代理者 

  給食センターにお伺いします。３ページの下の方に、空調服２０人分を購入するとの

記載がありますが、これはどのような物でしょうか。  

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 

工事現場で着用するファン付きの作業服がありますが、その白衣バージョンになりま

して、調理員と栄養教諭に貸与する予定です。ファン自体は取り外しできるので、洗濯

時の着替え用の物と作業用の物２枚で対応し、全部で４０枚を購入する予定で考えてい

ます。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  ＧＩＧＡスクール構想について、ノートパソコン型タブレットを導入するということ

で大変ありがたいことです。私も仕事でデスクトップパソコンを使っていて、ノート型

パソコンも５月後半に発注したのですが、納品に２カ月もかかりました。どの企業もパ

ソコンが欲しくてなかなか手に入らない状態のため、なるべく早めに発注してほしいと

思いますが、大まかな導入時期をお聞かせください。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

私どもも導入時期について心配しているところで、議会でも質問がありました。国は

年度内に揃えるように提唱していますので、それに向けて進めたいと考えております。

まだ状況が状況でございますので不測の事態もあろうかと思いますが、年度内に納品が

間に合うように随時準備を進めていければと思っております。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

私は今まで、酒々井小学校の体育館をサークルで利用していましたが、９月まで使え

ないということでしょうか。 

鈴木生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 
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鈴木生涯学習課長 

小中学校の体育館を児童・生徒が使わないときに貸し出しますが、学校開放事業とし

て、生涯学習課で対応します。現在、９月末まで使えない旨各団体にはご連絡しており

ます。ただ、今後学校の校長や教頭先生と協議して検討していかなければなりませんが、

使用できない期間が延長されることが大いに考えられる状況でございます。郡内の状況

としまして、１市を除き他の市町については小中学校の体育館の貸し出しを中止してい

る状況です。以上でございます。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  大塚委員 

大塚委員 

学校教育課の関係ですが、修学旅行のバスの台数増やＷｉ‐Ｆｉ環境への配慮、運動

会でもテントを多く用意するということで、子どもがなるべく活動できるように配慮し

ていただいていることに感謝いたします。今後もよろしくお願いします。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

運動会が行事予定表に記載されていますが、修学旅行の時期をお聞かせください。 

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 

修学旅行の日程ですが、酒々井中学校につきましては、１０月９日（金）から１０月

１１日（日）まで、奈良・京都方面で計画しております。大室台小学校につきましては、

１０月８日（木）から９日（金）まで、箱根・鎌倉方面で計画しております。酒々井小

学校につきましては、１０月１５日（木）から１６日（金）ということで計画している

ところでございます。ただ、コロナウイルス感染者が２桁になっていますので、８月５

日に校長会を開いて、今後どのような形で配慮していけば子ども達が安心して行けるか

を検討して、十分な安心感のもと出発できるように考えていきたいと思います。以上で

ございます。 

木村教育長 

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。 

川口こども課長 
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はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

次回会議の予定ですが、令和２年８月２８日（金）午後２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９月の予定ですが、９月２５日（金）午後２時から同会議室で予定させて

いただいております。以上でございます。 

木村教育長 

事務局の説明のとおり、次回会議は８月２８日（金）午後２時から、９月は２５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。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

（報 告） 

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。 

  中央保育園のわんぱく祭りやオータムコンサート、クリスマスコンサートなどの行事

は中止ですか。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

町の予定としまして、年内は人を集める行事は行わない方向で決まっておりますので、

よろしくお願いします。 

木村教育長 

以上で、教育長・教育委員の予定を終了します。 
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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。 

（事務局その他なし） 

木村教育長 

事務局からその他は特にないようですが、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、以上でその他を終了します。 

 

                                       

 

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議事は、すべて終了しました。 

令和２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。 

 

（１５：４５） 

                                       

 

議事録署名 教育長 

 

      委 員 

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 

 

 


