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令和２年度酒々井町教育委員会１１月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和２年１１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 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  １４：３０ 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）議 案 

  議案第１号 令和２年度１２月補正予算（案）について 

議案第２号 国史跡本佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例の制定について 

  議案第３号 国史跡本佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例施行規則の制定につ

いて 

（２）報 告 

  報告第１号 青少年交流の家に係る提訴の経過について 

  報告第２号 行政報告について 

  報告第３号 財産の取得に係る議決について 

 

４ 次回会議の予定 １２月２５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  １６：１５ 

 

 

 

 



 

２ 

 

 

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１１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３件及び報告２件としておりましたが、

報告第３号として「財産の取得に係る議決について」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３号「財産の取得に係る議決について」を追加するこ

とに決定しました。 

続いて、非公開とすべき議事についてお諮りします。議案第１号ないし議案第３号及

び報告第１号は、町議会上程前の案件であることに鑑み、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号ないし議案第３号及び報告第１号は、非公開とす

ることに決定しました。 

それでは、議案の審議に入ります。はじめに議案第１号「令和２年度１２月補正予算

（案）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１２月補正予算（案）について 

                                       

 

木村教育長 

次に、議案第２号「国史跡本佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例の制定につい

て」及び議案第３号「国史跡本佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例施行規則の制

定について」は、関連がありますので一括議題とさせていただきます。事務局から説明

をお願いします。 

 



 

３ 

 

                                       

 

非公開 国史跡本佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例の制定について 

国史跡本佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例施行規則の制定について 

                                       

 

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、報告に入ります。 

初めに、報告第１号「青少年交流の家に係る提訴の経過について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

 

                                       

 

非公開 青少年交流の家に係る提訴の経過について 

                                       

 

木村教育長 

次に、報告第２号「行政報告について」を議題としますが、以降の会議は公開いたし

ますので、ご了承願います。 

まずは私からご報告いたします。 

  はじめに、このひと月の間に、大変多くの方々が表彰されておりますのでご紹介させ

ていただきたいと思います。 

  １件目は１１月３日（火）に行われました町自治功労者表彰についてです。教育委員

会関係では、元教育委員で本佐倉在住の藤﨑美津江さん、元健康体力づくり推進員で上

本佐倉在住の加瀬玲子さん、元体育協会役員で馬橋在住の子安新一さんが受賞されまし

た。皆さんそれぞれのお立場で永年尽力され、町の発展に貢献されたことにより表彰さ

れました。 

  ２件目は、岩橋保育園小川和子園長がこの度全国社会福祉協議会会長より永年勤続功

労者として表彰されることになったことです。１０月２７日付で通知がありました。 

  ３件目、元社会教育委員で東酒々井在住の吉田和子さんが、１１月１日（日）全国社

会教育委員連合から表彰されました。吉田さんは平成１０年４月から平成３１年３月ま

で、町社会教育委員として、特に平成２５年４月からは町社会教育委員長として、酒々

井町の社会教育の推進に貢献し、その功績がたたえられ表彰されたものです。 

  ４件目、酒々井中学校今井俊幸校長が１１月６日（金）、千葉県学校体育功労者とし

て千葉県教育委員会教育長より表彰されました。今井校長は現在千葉県小中学校体育連

盟印旛支部長を務め、自校はもちろん、印旛郡市の学校体育の進展、児童生徒の競技力

向上などに貢献したことが認められたものです。 

  以上で表彰関係の報告を終わりますが、大変多くの方々が栄えある受賞の栄に浴され、

誠にご同慶の至りでございます。本当におめでたいことで心からお祝い申し上げます。 

  次に、県教育庁北総教育事務所所長訪問及び次長訪問についてご報告いたします。い



 

４ 

 

ずれも町教育委員会が招聘したもので、１１月５日（木）は酒々井小学校に次長を、６

日（金）は大室台小学校に所長をお迎えし、学校の管理運営や授業の状況などを見てい

ただき、懇切丁寧なご指導を賜りました。両校とも指摘される事項はありませんでした

が、今後とも校長先生を中心に、一層の飛躍を目指して教育活動が展開されるよう願っ

ているところです。 

  次に、１８日（水）に行われました町長と中学生との懇談会、意見交換会について報

告いたします。これは、第６次酒々井町総合計画策定に関して、町の将来を担う中学生

に、酒々井町についての考えや今後の居住意向などについての本音を聴き、将来のまち

づくりのために活かしていこうという趣旨で開催されたものです。中学生は新生徒会役

員の７名でした。意見交換では、事前に設定された①酒々井町の「好きなところ 自慢

できるところ」、「改善してほしいところ」②将来酒々井町に住み続けたいか、また住

み続けるために必要なこと③私が町長だったら、という３つのテーマについて回答した

シートに沿って説明してもらい、町長がそれを答えるという形で進行しました。詳細は

時間がないので報告できませんが、どの子も真剣に酒々井のことを考えてくれているこ

とが伝わってきて大変嬉しく思いました。 

  次に、町長による歴史授業についてご報告いたします。２５日（水）は大室台小学校

で、２７日（金）は酒々井小学校で、いずれも６年生を対象として酒々井学の学習の一

環として行われました。今年で４年目となったこの事業も軌道に乗ってきました。郷土

愛と誇りがますます育まれていくことを期待したいと思っています。 

  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。             

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 

  就学支援を必要とされる児童生徒に、適切な支援が行われるための委員会が、３回開

催されましたので報告します。 

  社会の変化とともに、家庭や家族構成が多様化され、子どもを取り巻く環境が変わっ

てきています。そのような中、障害を抱え生活している子ども達が自立し、しっかりと

生活できるように願い就学先について審議されました。 

１回目は、現在、通常学級に在籍し、特別に支援を必要とされる児童生徒についての

審議。２回目は、令和３年度の新入生について、１０月に行われた就学時健康診断の結

果から就学先についての審議。３回目は、１・２回目の継続審議となった内容と言語通

級についての審議を行いました。 

小中学校では、一人ひとりの子どもの障害に応じた手厚い支援がなされております。

また、酒々井町ならではの職員が配置され、成長している子どもの様子が、話し合いの

中から伝わってまいりました。 

今後、さらに障害の状態をみきわめ、家庭との連携を密にして、子どもの成長を見守

りたいと思いました。以上です。 

木村教育長 

  他に、委員の皆様からございましたらお願いします。 

石井教育長職務代理者 
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  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 

  特にございません。 

木村教育長 

続きまして、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 

私からは、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 

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 



 

６ 

 

（報 告） 

木村教育長 

 教育委員、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が、はじめに、私からこども課にご質問します。酒々井中学

校のテニスコートと屋内運動場の定例打合せを行い、事業が進んでいるようですが、答

えられる範囲内で、現在の進捗状況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 

まず、酒々井中学校の体育館についてですが、屋根の工事はほぼ終わっており、あと

は、棟のつなぎ部分と頂上部を工事するだけというような状況でございます。床の工事

は、現在張り替え作業が終了しており、この後、ラインを引いた上でクリア塗装を行い、

最後に掃除をして終わる状況です。当初の計画どおり、工期の１月末には終了する予定

でございます。 

テニスコートについては、現況を説明することが難しいのですが、概ね年内には全体

の３０パーセント程度の工事が進むと見込まれるため、予定どおり進行している状況で

ございます。 

木村教育長 

昨日、中学校の工事現場を通りましたが、随分工事が進んでいると思いました。 

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 

体育館は別にして、テニスコートは、今後、雪などの影響も考えられますが、予定ど

おり進行できると思います。 

木村教育長 

委員の皆様から、ご意見、ご質問はございませんか。特にないようですので、「報告第

２号」を終わります。 

さらに、報告第３号「財産の取得に係る議決について」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３号「財産の取得に係る議決について」 

酒々井町教育委員会行政組織規則第５条第３号に係る財産の取得（町立小中学校ＧＩ

ＧＡスクール備品購入事業）について、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。 



 

７ 

 

なお、町議会１１月臨時会において、下記のとおり可決されましたので、併せて報告

するものでございます。 

本財産の取得につきましては、酒々井町立小中学校ＧＩＧＡスクール備品購入事業に

係る入札を１１月４日（水）に実施しまして、最低価格入札者につきまして、事後審査

の後（参加資格条件）、落札決定となったことから、１１月２０日（金）に仮契約を締結

し、町議会１１月臨時議会に財産の取得に係る議案として提案したことから、臨時代理

とさせていただいたものでございます。 

契約の目的につきましては、酒々井町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け

た備品（児童生徒、教職員用の端末１，７００台等）の購入でございます。 

契約金額につきましては、８，３６２万８，２７０円でございます。 

納入期限につきましては、令和３年３月１９日（金）としております。 

契約の相手方につきましては、富士ゼロックス千葉株式会社でございまして、契約の

方法につきましては、一般競争入札でございます。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、ご質問等はございませんか。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

大雑把で構いませんので、パソコン等の台数・内訳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 

児童生徒用の端末、管理コンソール及び共同の学習ツールがそれぞれ１，７００台の

ほか、ネットワークの認証関係の機器、通信関係の機器でございます。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

パソコンのメーカーはどちらでしょうか。 

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 

現在、想定しているものが、ＨＰ（ヒューレットパッカード）のＣｈｒｏｍｅｂｏｏ

ｋ（クロームブック）でございます。 



 

８ 

 

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 

納入期限はいつ頃でしょうか。 

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 

納入期限は令和３年３月１９日（金）になっていますが、なるべく早く納入できるよ

うに、業者と調整しているところでございます。 

木村教育長 

他に、ご意見、ご質問等はございませんか。他にないようですので、「報告第３号」を

終わります。 

以上で議題を終わります。 

 

                                       

 

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 

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１２月２５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１月の予定ですが、１月２１日（木）午前９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１２月２５日（金）午後２時から、１月は２１日

（木）午前９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。 

なお、１月の会議につきましては、同日午後、市原市で千葉県内の市町村教育委員を

対象とした研修会がありますので、その日の午前中に終わらせることとなっております。

事務局の皆様には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了します。 



 

９ 

 

 

                                       

 

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 

（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お願いしたいと思います。 

なお、１２月５日（土）の墨古沢遺跡国史跡指定１周年記念シンポジウムについてで

すが、生涯学習課長にお伺いしたところ、新型コロナウイルス感染症予防対策の観点か

ら３密を避けるため、入場者数を制限するということでございました。１２０人ほど募

集したところ、応募がオーバーしており、キャンセル待ちの状態だそうですが、教育委

員さんの席は用意してあるとのことですので、どうぞ安心してご来場ください。 

また、１２月２２日（火）の教職員１次面接についてですが、こちらは、教職員の人

事異動に関する１次面接で、千葉県北総教育事務所と色々と協議するものですので、ご

了承願います。 

その他、委員の皆様からご意見、ご質問等ございましたらお願いします。 

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 

１６ページの【その他】において、イルミネーション点灯式（中止）と記載がありま

すが、点灯はされるのでしょうか。もし点灯されるのであれば、いつ頃から始めるので

しょうか。 

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 

点灯式については中止しますが、点灯については担当課の町企画財政課に確認したと

ころ、１２月１日（火）から１月３１日（日）まで行う予定と伺っております。 

木村教育長 

他に、ご意見、ご質問等ございますか。他にないようですので、以上で、教育長・教

育委員の予定を終了します。 



 

１０ 

 

 

                                       

 

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ございません。 

  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、本日の会議次第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１１月定例会議を閉会といたします。 

（１６：１５） 

                                       

 

議事録署名 教育長 

 

      委 員 

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 

 


