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令和３年度酒々井町教育委員会１月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和４年１月２８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 １４：０３ 

 

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 令和３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２５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 １５：００ 
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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 

  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、村重委員を指名させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

                                       

 

３ 議 題 

（１）議 案 

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「令和３年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考について」は、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 令和３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。 

 

（２）報 告 

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、１２月２４日（金）定例会議以降昨日までの新型コロナウイルス感染症の

発生状況とその対応についてご報告いたします。町内小中学校関係ですが、新規感染者

としまして児童２名生徒３名、教職員１名、合計６名の発生がありました。すべて今年

に入ってからの感染であります。教育委員会事務局として臨時休業の是非を検討しまし

た。その中で発生した児童２名は同じ学校のクラスの異なる同学年でありました。この
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学校について、他の児童との接触状況やマスク着用などの感染防止策の状況等々を確認

したところ、「濃厚接触者無し」と見極めることが困難であり感染の全体像を把握するた

めの時間が必要であると判断し、また消毒作業もあることから学年閉鎖としました。具

体的には、学校での他の児童との最終接触日が２４日（月）であったこと、２名が陽性

と判定された日が２６日（水）で同日中に教育委員会が報告を受けたこと、そして潜伏

期間を考慮し、２７日（木）からの今週の残りの課業日２日間を学年閉鎖といたしまし

た。 

  学校関係は以上とさせていただきまして、次に町全体に係る発生状況とその対応につ

いてご報告いたします。皆様ご存じのとおり、新たな変異株、オミクロン株の出現によ

って我が国では新年になってまもなくこれまでにないスピードと量で感染が急拡大し、

感染者数に関しては第５波を大きく上回り、政府は千葉県などに「まん延防止等重点措

置」を２１日（金）から２月１３日（日）まで適用し、県は対象区域を県全域としまし

た。 

  町内の発生状況ですが、町内では１０月１７日（日）に４人の感染が確認され累計で

２５５例となったのを最後に、１０月１８日（月）から感染は確認されていませんでし

た。しかし、今年に入って１月９日（日）に２人の感染が確認され、１２日（水）以降

はほぼ毎日確認されまして、１月は昨日２７日（木）までに５５人が確認され、感染者

の発生数は急増しています。 

  ワクチン接種状況ですが、１月１９日（水）現在ですが、１回目２回目とも接種率は

９０％台となっており、３回目については接種者数は２７１人、接種率１．４２％です。  

当町も「まん延防止等重点措置」の適用を受け、２１日（金）に対策本部会議を開催

しました。会議では重点措置適用に伴う各課、各施設の対応について意見交換がありま

した。施設の貸出しや諸事業の実施につきましては、収容人数や参加人数、滞在時間を

制限するなどして実施することとしました。詳細につきましては、お手元の資料をご覧

いただきたいと思います。以上でコロナ関係を終了させていただきます。 

  次に、９日（日）の成人式についてですが、今年の新成人は中学校を平成２８年度に

卒業した人達で、対象者である３２４人に案内状を発送したところ、当日の出席者は１

７２人でした。出席率は５３．０９％で、一昨年の４０．７４％（対象者は今回と同じ

３２４人、出席者１３２人）を大きく上回りました。なお、今回の出席者のうち酒々井

中学校卒業者は１６６人、出席率は８５．５７％で一昨年の７６．０７％を大きく上回

りました。詳細は別添資料をご覧ください。式典についてですが、私は、今年は私語が

多かったように感じました。式が妨害されるほどではありませんでしたが、大変気にな

りました。また、ショールを肩にかけていた女性が数名いましたが、これらの改善は次

回の課題であると思っております。 

  次に、順天堂大学箱根駅伝出場報告会についてですが、例年ですと１２月の下旬に激

励会が行われていましたが、大学側の都合で報告会となりました。報告会には長門監督

と牧瀬主将、オリンピック３０００メートル障害で活躍した三浦龍司選手ら５人の選手

が出席しました。皆様ご承知のとおり順天堂大学は今回は２位の成績であり申し分ない

と思いますが、一人ひとりのコメントからは悔しさと来年に向けた決意をひしひしと感

じた次第です。 

  私からの報告は以上でございます。続いて教育委員の皆様から報告することがござい

ましたらお願いいたします。 
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村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

私は、１月９日（日）に行われた成人式について報告いたします。 

この日はとても良い天気で、天気が新成人を祝福しているようでした。 

  数日前に降った残雪があり足元が少し悪かったです。そんな中駐車場の雪かきをして

いただいたビッグアローズの方々へ感謝申し上げます。 

  今年も成人の日の夜のニュースや翌日のニュースでは、「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。 

少し気になったことが３つあります。そのうちの２つは、先ほど教育長からもご発言

がありましたが、５年ほど前から女性の式中のファーは外すということを徹底されてい

たのですが今年は６～７名見受けられこと、また、新成人代表者意見発表のときに成人

男性の私語がざわざわと聞こえたことです。ここ数年なかったことなので、少し残念で

した。もう１つが男性のピアスです。数名ですが見受けられましたので、彼らの親世代

の私の感覚でいうとどうなのかなと思いました。 

今回で私と石井職務代理者は８回目の成人式出席となりました。 

昨年はコロナ禍で感染が深刻になったこともあり、過去になかったであろう動画配信

という異例の成人式でした。近所に去年の成人の子がいるのですが、その動画を見るこ

とができなかったという子もいました。今年は第６波の寸前だったこともあり、通常の

成人式ができて良かったと心底思いました。というのも８回目の成人出席が我が娘の成

人式となり感慨深いものがありました。教育委員１年目のときはまだ、中学１年生だっ

た娘が成長し今年新成人となりました。この年代は幼稚園の頃から知っている子が多い

ので、みんなが我が子のように思えてしまい、成長した新成人を見て一人ひとりにおめ

でとうと言ってあげたい気持ちでした。 

最後にこの場をお借りしまして、新成人の皆様へ一言「これからは大人として自分の

行動・言動に責任を持つように、そして家族や友人、お世話になっている方々への常に

感謝を忘れずに、何事にも自覚をもって取り組んでください。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。 

木村教育長 

ありがとうございました。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 

特に、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、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。 
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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、そして事務局からご報告がございました。これから質疑に入ります。 

ご意見、ご質問等がございましたら、ご発言をお願いします。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 
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  林委員 

林委員 

プリミエール酒々井の関係です。電子書籍サービスについて、まだ始まってからあま

り時間が経っていないにもかかわらず、利用者数が増加していると感じています。 

今回の資料を拝見すると、電子書籍サービスの利用者が１０月には１４３名、１１月

には１７４名、１２月には２０７名と段々数字が上がってきて、町民等に周知できてい

ると思います。駅の掲示板に電子書籍のポスターが貼ってあり、それを皆さんが見てい

るので、少しずつ電子書籍のことについて、興味を示してくれていると思っております。

素晴らしいポスターができて嬉しかったので、ご意見申し上げます。 

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 

ご意見ありがとうございます。 

今後も周知に努めてまいります。 

木村教育長 

  他にご意見、ご質問等はございませんか。 

石井教育長職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

まん延防止等重点措置期間中の施設の貸館についてお伺いします。中央公民館は、既

に貸館を制限付きで実施されているとのことで、利用される方も責任を持って利用して

いるかと思いますが、感染状況によっては貸館を中止する必要もあるのではないかと考

えます。今後、会議等で決定しないと閉鎖することはできないのでしょうか。また、私

は酒々井小学校の体育館をお借りしてバトポンをやっており、前回の緊急事態宣言のと

きと同様に今回も利用できない訳ですが、子ども達の安全を考えて中止されるのでしょ

うか。他市町村の状況も併せてお聞かせ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 

私は中央公民館について、各部屋の定員人数を半数にして貸館をしていただくことに

すごく喜んでいる立場の者です。今流行しているオミクロン株が従前のものと比べて拡

大しやすいが、比較的軽症で済むことが多く、インフルエンザに近くなっているのでは

ないかと感じています。次から次に閉鎖してしまうと、以前と同様に様々な活動が滞っ

てしまいます。中央公民館はこのような判断をして、私たちも「３０分ごとに換気して

ください」「消毒をしてください」などといった決まりごとを守って利用させていただい

ております。なるべく閉鎖は考えずに、定員が半数で構いませんので、使わせていただ
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けたら嬉しく思います。以上です。 

木村教育長 

  ただ今、石井職務代理者からのご質問、及び大塚委員からのご意見がありましたが、

それぞれに対して各責任者からご発言をお願いします。 

  まず、中央公民館長からお願いします。 

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 

まん延防止等重点措置期間中は、国や県から社会経済活動を止めないように要請され

ていますので、定員を半数にするなど制限をかけて貸館を続けることに、町の新型コロ

ナウイルス感染症対策本部会議等で決定しました。 

また、印旛郡市の各公民館の貸館状況についても確認いたしましたが、大半が時間や

人数の制限等を行いながら、貸館を続けていくということでございました。 

また、今後状況が変われば、町新型コロナウイルス感染症対策本部会議等で協議する

ことになるかと思いますが、現状としては、定員を半数にした上で貸館を継続して、ロ

ビーの使用を禁止するということでございます。以上でございます。 

木村教育長 

  続きまして、小中学校の体育館の貸出しについて、生涯学習課長からご発言をお願い

します 

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 

  私からは学校開放事業の担当者として、小中学校の体育館の貸出しについて、回答さ

せていただきます。現在、まん延防止等重点措置期間中のため、屋内の体育施設は貸出

しを中止していますが、これは、マスクをしながら競技を行うことは難しく、感染を防

止することが困難であろうという観点から中止しているものでございます。ただし、屋

外の施設につきましては、感染のリスクが軽減されるため、十分な感染防止対策を行っ

た上で、貸出しを実施しています。 

  町の各施設の貸出しやイベント等については、施設を有する課やイベントを担当する

課が協議をしながら、町の考え方を統一して、町新型コロナウイルス感染症対策本部会

議で最終的な判断を行った上で、実施している状況でございます。以上です。 

木村教育長 

  まん延防止等重点措置期間中は、基本的に制限をかけた上で施設の貸出しを許可しま

すが、リスクが高いものについては、状況を見て、貸出しを中止することもあるという

ことです。屋内で行う学校開放については、マスクを外さざるを得ず、また、大きく声

を出したりするので、リスクが高いと判断して学校開放の中止に至ったとのことです。 

  中央公民館長及び生涯学習課長からご説明がありましたが、石井職務代理者、よろし

いですか。 
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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 

  ありがとうございます。安全に注意を払いながら実施していただきたいと思います。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  先日、プリミエール酒々井でＮＰО主催の映画鑑賞会が行われ、参加させていただき

ました。参加されていた方々は、休憩時間中に空気を入れ替え、出歩くことやおしゃべ

りすることもなく、しっかりとマナーを守りながら、映画の内容に集中して視聴してい

ました。マナーがしっかりと守られていれば、貸館をしていただくことによって、町の

文化が止まらずに進むのではないかと思います。また、参加される方々も決められたこ

とを守ろうという意識ができているのではないかと思いますので、この案に賛成です。   

以上です。 

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、これで報告第１号を終わります。 

 

                                       

 

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。 

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４年２月２５日（金）午後２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３月の予定ですが、３月２８日（月）午後３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２月２５日（金）午後２時３０分から、３月は２

８日（月）午後３時から行うことでよろしいですか。 

（全員了承） 



 

９ 

 

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） 

木村教育長 

  事務局の説明が終わりました。お聞きのとおりご予定願います。 

なお、来年度の小中学校の始業式につきましては、４月６日（水）に開催されます。

以前は５日に開催されていましたが、今年度から規則の改正により６日に変更されてお

りますので、ご承知おきください。 

  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 

  事務局からの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。 

（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１月定例会議を閉会といたします。 

 



 

１０ 

 

（１５：００） 

                                       

 

議事録署名 教育長 

 

      委 員 

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 

 

 


