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令和３年度酒々井町教育委員会１０月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和３年１０月２９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 清宮 美雪     学校教育課長 吉村 忠広 

生涯学習課長 鈴木 潤一   中央公民館長 佐藤 高信 

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 小川 裕美 

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 １４：００ 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）報 告 

報告第１号 行政報告について 

 

４ 次回会議の予定 １１月２６日（金）午前１０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 １４：４５ 
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◆ 傍聴人への遵守事項の確認 

木村教育長 

  開会に先立ちまして、傍聴人に申し上げます。 

  会議の傍聴に際しましては、お手元に配布の「酒々井町教育委員会会議傍聴要領」記

載の事項を遵守されるようご協力をお願いいたします。 

                                       

 

１ 開会の言葉 

木村教育長 

  ただ今より、令和３年度酒々井町教育委員会１０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、林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 

（１）報 告 

木村教育長 

  これから議題に入ります。本日の議題は報告１件です。この内容に非公開とすべき部

分はございませんので、議事はすべて公開いたします。あらかじめご了承願います。 

それでは、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、９月３０日（木）に行われましたスポーツ功労特別表彰につきましてご報告い

たします。皆様ご存知のとおり、町内在住の萱和磨さんと谷川航さんは先のオリンピッ

クにおいて体操競技でメダルを獲得されましたが、お二人に対しましてその功績をたた

え、表彰状を授与し、激励金を贈呈いたしました。町民、とりわけ子ども達に多大な勇

気と希望をもたらしていただいたものと感謝しております。なお、お二人はこの後、１

０月１０日（日）から２４日（日）まで福岡県北九州市で開催された第５０回世界体操

競技選手権に参加し、萱選手はあん馬で銀メダルを獲得しました。 

  次に、１０月１０日（日）に開催しました町スポレク祭についてですが、今回はコロ

ナ感染症の影響でメイン競技の綱引きは行わず、また他の種目も規模を縮小して実施し

ました。このため参加者は少なく、寂しいスポレク祭となってしまいましたが、こうし

た中でせっせと準備にあたられ運営に携われました方々に感謝申し上げる次第です。 

  次に、１９日（火）に行われました印旛郡市中学校駅伝大会についてご報告いたしま

す。今年度はコロナ禍での練習不足を配慮し、当初開催予定の６日（水）から約２週間

延期して開催されました。参加校は男子が３４校で昨年より９校減、女子が２６校で昨

年より８校減りました。やはりコロナの影響と思われます。成績ですが、酒々井中学校

は男子が大変頑張ってくれまして３位になり、県大会に出場することになりました。女

子は２区で田中さんが区間賞を取るなど頑張り７位に入賞しましたが、１５秒差で昨年
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同様県大会出場を逃したことが残念でした。しかし、選手達全員が歯を食いしばって全

力を尽くしていた姿に触れ心打たれました。これからの精進と活躍を期待する次第です。 

  次に、２０日（水）に行われました教育委員会評価委員会についてご報告いたします。 

今回は、令和３年度教育施策について各課長等が主な事業をご説明し、質疑を賜りま

した。説明しました主な事業は、皆様のお手元にございます令和３年度教育施策体系図

で、一番右側に赤文字で記載されている事業でございます。質疑の内容につきましては

後日お伝えさせていただきたいと思います。 

  次に、２２日（金）に行われました酒々井町戦没者追悼式についてご報告いたします。

３年に一度行われている追悼式ですが、今回の会場はコロナの影響によりプリミエール

ではなく中央台公園の忠魂碑の前で行われました。この日は朝から雨が降って、気温は

１０度ぐらいで、あいにくの天気でした。ご遺族の方々のご出席は２６人でした。戦火

の中で犠牲となられた方々のおかげで今の私達があること、そして平和の尊さを改めて

胸に刻み献花いたしました。 

  最後に、新型コロナウイルス感染症関連について申し上げます。 

  感染状況ですが、９月２４日（金）の定例会以降本日正午までの町内小中学校におけ

る新規感染者の発生数は、児童生徒が２名で、教職員はゼロでした。児童生徒につきま

しては１７例となりました。緊急事態宣言が１０月１日（金）に解除され新規感染者が

激減しています。しかしながら、当分の間は基本的な感染予防対策は今までどおり確実

に実施していきたいと考えております。 

  また、ＰＣＲ検査ですが、修学旅行実施に当たっては、ＰＣＲ検査を小学校６年生と

中学校３年生の全員に対して、出発のおよそ１週間前に行うこととなりました。なお、

酒々井中学校につきましては、今月２０日（水）に検体を提出し、２２日（金）に提出

者全員の陰性を確認し、２６日（火）に出発し、昨日無事帰っております。 

  生涯学習関係についてですが、お手元に配布いたしました、左上に「貸館の状況」と

記載してある印刷物をご覧ください。予定表の中で、ゴシック体で記載された行事につ

きましては、教育委員の皆様にもご出席いただくものですのでご承知おきください。 

  さらに、ワクチンの追加接種、すなわち３回目接種についてですが、当町では２回目

接種を完了した者のうち概ね８ヶ月以上経過した者で、接種時期は医療従事者などの特

別の人を除き一般町民の皆さんについては来年２月から始める予定となっています。町

内医療機関での個別接種を中心としており、プリミエールでの集団接種は行いません。

詳しくはホームページ等でご確認いただきたいと思います。 

  以上、新型コロナウイルス感染症関連についてご報告いたしました。  

私からの報告は以上です。続いて教育委員の皆様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 

  酒々井中学校体育祭に、教育委員全員で出席いたしましたのでご報告いたします。 

令和３年９月１１日（土）に予定されていた酒々井中学校体育祭は、コロナ禍のため

延期され、第１回３年生大会が１０月１２日（火）に開催されました。コロナウイルス

感染症拡大防止のため、全校生徒が一堂に会する体育祭は中止となり、代わりに学年ご
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とに分けた体育祭が開催されることになりました。当日は、午後から曇天模様の中、主

役の３年生がグラウンドに集合しました。 

酒々井中学校体育祭、今年は「酒々井中五輪 狙った勝利は逃さない」をスローガン

とし、美術部の生徒さんにより作られた横断幕が、校舎３階の窓に掲げられました。 

  今回の体育祭は生徒により企画され、実行委員を中心に運営・実施されるようです。 

校長先生の開会宣言に始まり、全員マスク着用の上、ラジオ体操で身体をほぐした後、

プログラムが開始されました。 

生徒の中で１番人気の「クラス別対抗リレー」から始まり、その後、５クラスに分か

れ全員参加のバトンリレーによる駆け足対抗レースが行われました。男女混合のバトン

リレーのため、足の速い子や遅い子がいたり、バトンを落としてしまうハプニングがあ

りつつも、生徒同士が励まし合い一生懸命に取り組んだ結果、各クラスが全員にバトン

を渡し終え、大声援が会場に行き渡りました。 

  休憩を挟んだ後、５クラス対抗による、「台風の目」、「揺れてこぼれるお手玉運び」、

「タワー玉入れ」の３競技が行われました。 

「台風の目」は、長い棒を４人１組で持ち、駆け足で折り返し点を回ってリレーする

競技です。 

「揺れるお手玉運び」は、２メートルほどの長い棒４本を井桁にもって、３０センチ

メートル四方の箱に大量のお手玉を入れ、棒で井桁を作ったその上にお手玉を入れた箱

を載せた後、４人で折り返し点を回って帰る競技です。４人の息が合わず、棒から落ち

る箱が続出し、こぼれたお手玉を拾い入れるのにおおわらわで、笑いと応援する声で大

賑わいでした。 

「タワー玉入れ」は、長い棒の先に籠を付けその棒を立てかけ、先端の籠に球を投げ

入れる競技です。 

以前私も体験しましたが、籠が高く、とても難しかった思い出があります。 

以上３種目の競技で体育祭が終了し、少し物足りなさを感じたかもしれませんが、コ

ロナ禍ではやむを得ないと皆さんは感じたことと思います。実行委員の代表挨拶で、で

きないと思っていた体育祭を開催することができ、校長先生はじめ先生方に感謝の言葉

がありました。３年生は、中学校生活もあと約４カ月で、この秋楽しみであった、体育

祭、修学旅行も楽しい思い出となって終了しました。高校受験に、健康に注意しながら

全力で取り組み、中学校生活を有終の美で飾ってほしい思いです。 

以上で報告を終わります。 

木村教育長 

  他に、教育委員の皆様からご報告はございますか。 

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 

石井教育長職務代理者 

他にございません。 

木村教育長 

教育委員の皆様からは他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。 
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清宮こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

清宮こども課長 

（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） 

佐藤中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

佐藤中央公民館長 

（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） 

小川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 

小川プリミエール酒々井館長 

（報 告） 

木村教育長 

教育委員、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、ご質問等はございませんか。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 
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  村重委員 

村重委員 

プリミエール酒々井の関係です。令和３年９月から電子書籍サービスが開始されたこ

とにより、電子書籍サービスの利用者数及び利用冊数が資料に記載されるようになりま

したが、見た限りでは少し寂しい数字だと思いました。９月の電子書籍サービス利用者

数１０２人という数字からは、１日当たり３人ほどが電子書籍を利用し、実際に実物の

本を借りた方（１０，７０６人）に対する電子書籍を利用した方の比率は、１パーセン

トほどと読み取れます。タブレットで電子書籍サービスのホームページを拝見し、特段

悪い点は見当たりませんでしたが、今後、町民に、より広く周知していただければと思

います。 

以上です。 

小川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 

小川プリミエール酒々井館長 

  今後も町民の方への周知に努めていきます。 

木村教育長 

  他に、ご意見、ご質問等ございますか。 

  教育委員の皆様がお考えの間に、私の方から学校教育課長にお伺いします。 

就学時健康診断が小学校別に行われ、都合がつかず受診できなかったお子さんもいた

のではないかと思いますが、受診率はどのようになっていますか。 

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 

大室台小学校で２名の欠席者がいましたが、事前にご連絡をいただき酒々井小学校で

受診できましたので、受診率は１００パーセントとなっております。 

木村教育長 

両校とも受診率１００パーセントでしょうか。 

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 

はい、そのとおりです。 

木村教育長 

もう１点、学校教育課長にお伺いします。 

１０月２０日（水）に、小中学校ＰＣＲ検査キット発送（職員・中３学年）と記載が

ありますが、以前、その内容について教育委員の皆様に説明していただきましたか。 

吉村学校教育課長 



 

７ 

 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長 

はい、説明しております。 

木村教育長 

  教育委員の皆様に、もし説明していないようでしたら、詳細について私の方からご説

明しようと思いましたので質問しました。 

また、順不同になりますが、こども模擬議会における町長答弁については、まだ各学

校で放送していませんか。 

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 

  酒々井小学校では放送しました。 

木村教育長 

  会議資料の作成日が、令和３年１０月１５日（金）のため、後日放送と記載されてい

るということですね。承知しました。 

委員の皆様に、こども模擬議会でどのような質問があったか、資料をお渡しすること

はできますか。 

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 

はい、特に非公開にする必要もなく、資料をお渡しすることは可能です。 

木村教育長 

それでは、会議終了後、教育委員の皆様に資料のコピーを配布いたします。 

他に、ご意見、ご質問等はございませんか。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

大室台小学校におけるこども模擬議会の模様が、ケーブルネット２９６で放送されて

いましたので拝見しました。子ども達の発言が非常に聞きやすく、また、中身について

も、よく町を理解していると思いました。こども模擬議会に際して、先生方のご指導も

あったかと思いますが、素晴らしい企画だと感じました。以上です。 

木村教育長 

先ほど私の方から、昨日酒々井中学校の修学旅行生が帰ってきたとお伝えしましたが、

校長先生からは非常に素晴らしい修学旅行で、子ども達も大変喜んでくれたとの報告が
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ありました。ご存じのとおり、昨年の修学旅行については、他市町村で軒並み中止され

ている中で酒々井町は敢行し、２年連続で実施できたことに親御さんも喜んでいただい

ておりますので、追加でご報告します。 

木村教育長 

他に、ご意見、ご質問等はございませんか。 

（意見、質問等なし） 

木村教育長 

他にご意見、ご質問等ないようですので、「報告第１号」を終わります。 

以上で議題を終了します。 

                                       

 

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。 

清宮こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

清宮こども課長 

次回会議の予定ですが、令和３年１１月２６日（金）午前１０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１２月の予定ですが、１２月２４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１１月２６日（金）午前１０時から、１２月は２

４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。 

清宮こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

清宮こども課長 

（事務局説明） 
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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が、委員の皆様から、

ご意見、ご質問等はございますか。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  大塚委員 

大塚委員             

  Ａ３の資料の事業実績・予定表の中で、リッチハートコンサートが、ゴシック体で記

載されています。先ほどの教育長の行政報告で、ゴシック体で記載されている事業につ

いては、教育委員も出席するとのことでしたが、会議資料の教育長・教育委員の予定表

には、出席者は教育長だけが記載されています。どちらが正しいのでしょうか。 

木村教育長 

プリミエール酒々井館長にお聞きしますが、教育委員さんの席は用意していただいて

いますか。 

小川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 

小川プリミエール酒々井館長 

はい、ご用意しております。 

木村教育長 

  教育委員の皆様の席は用意してありますので、ご都合がつく方はご出席ください。 

  また、会議資料の出席者の欄に、「教育委員」と追加でご記入くださるようお願いしま

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 

続きまして、「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。 

佐藤中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

佐藤中央公民館長    

お手元に公民館だよりをお配りさせていただいておりますが、１１月３日（水）文化

の日から７日（日）まで、第５５回町民文化祭が、中央公民館を会場として開催されま

す。今年度につきましては、新型コロナウイルス感染予防の観点から、展示部門のみの

開催となりますが、是非ご覧になっていただければと思います。 

以上でございます。 

木村教育長 
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第５５回町民文化祭は、衆議院選挙の影響により当初の予定と期間が変わっての開催

となっていますが、ご都合がつけば教育委員の皆様にもご参加いただきたいと思います。 

事務局からその他は他にございませんか。 

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    

机の上にありますＡ３の資料の２枚目をご覧ください。先月の定例教育委員会会議で

本佐倉城跡案内所の来場者数をお示しできなかったので、コロナウイルス感染症拡大防

止のため休館した８月及び９月を除いた、令和３年４月から７月までの実績を記載させ

ていただきました。右端の数字が各月の合計の来館者数となっております。 

令和３年４月１日（木）から再開しまして、４月が１，２３７人、５月が１，３８４

人、６月が７８７人、７月が５６８人の方々が、案内所に立ち寄っていただいています。

４月・５月は天気の良い日が多かったのですが、６月・７月は雨の日や暑い日が多かっ

たため、屋外の本佐倉城跡を歩く来客者が少なかったと思われます。令和３年１０月１

日（金）から再オープンしていますが、それ以降の数字は、今後お示ししたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

木村教育長 

あくまでも案内所の来館者数のため、立ち寄らずに本佐倉城跡を見学した方は数字に

含まれていないということでよろしいですか。 

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    

はい、そのとおりです。 

木村教育長 

  事務局からその他は他にございませんか。 

（事務局その他なし） 

木村教育長 

事務局からその他は他にないようですが、委員の皆様からその他はございませんか。 

（教育委員その他なし） 

木村教育長 

  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３年度酒々井町教育委員会１０月定例会議を閉会といたします。 
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（１４：４５） 

                                       

 

議事録署名 教育長 

 

      委 員 

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 

 

 

 


