
 

１ 

 

令和４年度酒々井町教育委員会８月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和４年８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 林  洋子 

委    員 石井 國治   委 員 村重 浩二 

      委 員 大塚 益子    

 

出席職員  教 育 次 長 石井 良宏    

      こども課長  清宮 美雪     学校教育課長 會田 悦久 

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 伊藤 雄三   プリミエール酒々井館長 綿貫 容子 

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）議 案（非公開） 

議案第１号 令和４年度９月補正予算（案）について 

（２）報 告（報告第１号は非公開） 

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 令和４年度酒々井町立図書館特別整理期間について 

  報告第３号 行政報告について 

 

４ 次回会議の予定 ９月３０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 １５：１５ 
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１ 開会の言葉 

木村教育長 

  ただ今より、令和４年度酒々井町教育委員会８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。本日の議事は議案が１件、報告が３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１号及び報告第１号は、

議会上程前の案件に関するものでございますので、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、はじめに議案第１号「令和４年度９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４年度９月補正予算（案）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、報告に入ります。 

はじめに、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 
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次に、報告第２号「令和４年度酒々井町立図書館特別整理期間について」を議題とし

ます。事務局から説明をお願いします。 

綿貫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 

綿貫プリミエール酒々井館長 

報告第２号「令和４年度酒々井町立図書館特別整理期間について」 

  酒々井町立図書館管理運営規則第４条第６号の規定により、下記のとおり特別整理期

間を設けることとしたので報告します。 

期間につきましては、令和５年２月１３日（月）から２月１６日（木）の４日間とな

っております。 

作業内容につきましては、蔵書点検等でございます。 

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。 

（意見、質問等なし） 

木村教育長 

特に、ご意見、ご質問等ないようですので、「報告第２号」を終わります。 

続きまして、報告第３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関連についてご報告いたします。１点目は、７

月定例会以降昨日までの約１ヶ月間における町立小中学校児童生徒及び教職員の感染状

況についてです。お盆明けての現在、国内の新規感染は拡大していますが、この１ヶ月

の当町の児童生徒の新規感染者は３０人で、前の１ヶ月間の９４人より大幅に減少して

おります。この減少の原因は学校が夏休みであったり、学校閉庁日を週休日を含めて１

週間設定したことにあると思われます。また、教職員の新規感染者は２人でした。 

２点目は、学校の教育活動についてです。現時点では教育活動は感染予防策をしっか

り講じて継続することとしました。修学旅行は、出発前に全員にＰＣＲ検査を行い、陰

性を確認の上実施したいと考えております。 

３点目は、教育委員会が所管する今後の各種事業や行事の開催についてですが、この

ことにつきましては昨日開催された対策本部会議で審議されておりまして、施設の貸し

出しや講座・イベントの開催は一部を除いて実施することとしております。詳細はお手

元に配布いたしました資料をご覧ください。 

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。 

次に、８月１０日（水）に開催し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。これまで評価委員会は年２回開催し、１回目は各課等がまとめた前年度の主な事

業の達成度、実績・成果、課題について評価委員から評価していただき、２回目は現年

度の主な事業について説明し、それについての質疑、意見をいただく機会となっており

ました。今回の評価委員会はこれら２回分を一度に行いましたが、一度に行うことに特

に問題はありませんでした。委員の皆様からは、改善に関する意見などをいただきまし
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たが、いくつかの事業について達成度を低く押さえすぎではないかとのご指摘もいただ

きました。具体的な意見、指摘の内容につきましては、現在事務局の方で取りまとめ中

でございますので、来月か再来月の定例教育委員会会議において、ご報告できると思っ

ております。 

次に、２０日（土）に開催されました佐倉警察署長旗争奪中学校野球大会についてで

す。コロナの関係で３年ぶりの開催でした。この大会は、佐倉警察署管内の中学校１・

２年生を対象とした新人戦であります。今回は１２チームの参加でしたが、そのうち３

チームが複数校で編成された合同チームでした。単独校のチームの多くは１０数名で構

成されていて各学校の部員数の減少が心配されます。大会成績ですが、酒々井中は大変

頑張って決勝戦まで進みましたが、決勝で志津中に敗れ準優勝でした。 

最後に、１１ページの行政報告についてというところですが、９日（火）に教育委員

協議会、２２日（月）に臨時教育委員会会議を開催し、教育委員の皆様方にはご出席し

ていただきました。教育委員協議会と臨時教育委員会会議の内容についてですが、昨年

度こども課で国への補助金交付申請を怠ったために、国からの補助金を受けられなかっ

た事実に関し、関係職員への懲戒処分について審議しました。 

  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 

林教育長職務代理者 

    今回は、報告はありませんのでよろしくお願いします。 

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 

（報 告） 

會田学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

會田学校教育課長 

（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 
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木村教育長 

  中央公民館長 

佐藤中央公民館長 

（報 告） 

伊藤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 

伊藤学校給食センター所長 

（報 告） 

綿貫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 

綿貫プリミエール酒々井館長 

（報 告） 

木村教育長 

 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。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

石井委員         

石井委員 

  富里市さんとの勉強会について興味があったもので、どういったことを勉強するのか

お聞かせ願いたいと思います。 

伊藤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 

伊藤学校給食センター所長 

  富里市との勉強会につきましては、給食に関する情報共有を図り、共通する諸課題に

ついて勉強することを目的に開催しております。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

石井委員         

石井委員 

  担当の職員だけでなくて、首長さんも出席されるということでしょうか。 

伊藤学校給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 
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  学校給食センター所長 

伊藤学校給食センター所長 

  酒々井町からは副町長と教育次長と学校教育課長と企画財政課職員と私が出席してい

ます。富里市からは副市長と職員がご出席されています。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

村重委員         

村重委員 

  ８月１２日（金）に実施した酒々井小学校児童生徒用デスク天板拡張器具取付作業に

ついて、８月３０日（火）に大室台小学校も取付を行い、小中３校の天板取付が終わる

ことと思います。９月１日（木）に子ども達が登校して初日の顔を見てみたいところで

すが、９月３０日（金）に酒々井中学校の学校訪問の予定がありますので、そのときに

子ども達の使い勝手が良いとか悪いとかの生の声を聴いてみたいなと思います。 

以上です。 

木村教育長 

  学校教育課長にお聞きしますが、小学校については教育委員会が手伝いに行って、中

学校については生徒が取付を行う予定でしょうか。 

會田学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

會田学校教育課長 

  はい、そのとおりです。中学校の取付は９月以降になります。 

木村教育長 

  プリミエールにお聞きします。７月３０日（土）にホールの中割り幕を修理したとの

ことですが、８月２３日（火）のホール緞帳修理とは内容が異なりますか。 

綿貫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 

綿貫プリミエール酒々井館長 

  ホールの緞帳については、外側の厚手の幕に落下防止の金具の取付作業を行ったもの

で、７月３０日（土）は中割り幕という緞帳の中にあるもう１枚ある布を修理したもの

ですので、内容が異なります。 

木村教育長 

他に、ご意見、ご質問はございませんか。 

（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、以上で報告を終わります。 
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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９月３０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１０月の予定ですが、１０月２８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９月３０日（金）午後２時から、１０月は２８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） 

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。 

  なお、教育委員の皆様の出席の記載が多数ありますが、特別ご都合がつかない場合は

ご無理されることはございませんので、その都度確認しながらご出席をお願いします。 

  また、資料に記載はございませんが、１１月９日（水）に第２回就学支援委員会がご

ざいますので、林教育長職務代理者におかれましては、ご予定をお願いいたします。 

  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 
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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。 

會田学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

會田学校教育課長 

  学校教育課より、「令和５年度使用教科用図書の採択結果」について、ご報告させてい

ただきます。別添資料をご覧ください。 

前回、７月２９日（金）の定例教育委員会、議案第１号にて、ご審議いただきました

「令和５年度使用教科用図書の採択について」ですが、教科用図書印旛採択地区協議会

会長より、当教育委員会で採択したとおり、他市町教育委員会でも同一の教科書を採択

したことが確認できたとの通知がありましたのでご報告させていただきます。 

私からは以上です。 

木村教育長 

  事務局からその他がございました。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 

  特に、ご質問等がないようですが、事務局からさらにその他はありますか。 

會田学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

會田学校教育課長 

  先ほど資料１４ページで教育長・教育委員の予定について説明がございましたが、８

月３０日（火）に酒々井中学校の３年生の前田拓輝さんが教育長の表敬訪問を行うこと

になりましたのでご報告します。 

その日の１５時５０分に教育長室に訪問、その後続けて町長への表敬訪問の予定とな

っています。なお、前田拓輝さんは先日行われた第５０回関東中学校陸上競技大会にお

いて、男子３年生１００メートルで２位、また、その前の全国中学校通信陸上競技千葉

県大会においては、１位という輝かしい成績を収めています。以上です。 

木村教育長 

  會田学校教育課長の付け足しになりますが、前田君が関東大会２位となったので、お

祝いの看板を、役場の玄関付近や駅に掲示するよう準備を進めているところです。 

  他に、事務局からその他はございますか。 

綿貫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 

綿貫プリミエール酒々井館長 

  ８月２７日（土）に、第２回しすいリッチハートコンサートを予定どおり実施いたし

ます。１４時からの予定となっていますが、教育委員さんにつきましては、１３時３０

分から受付しておりますので、その頃においでください。駐車場の方もご用意しており
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ます。そのままプリミエールの駐車場の方へ来ていただいて構いませんので、よろしく

お願いします。以上です。 

木村教育長 

  他に事務局からその他はありますか。 

（事務局からその他なし） 

木村教育長 

  私の方から教育委員の皆様にお聞きしますが、先ほどの教育長・教育委員予定表の中

に記載されている酒々井中学校体育祭について、学校まで銘銘行きますか。私は、職員

と一緒に庁用車で学校に向かいますが、一緒に行くということであれば、教えていただ

きたいと思います。 

（銘銘行くとの声あり） 

木村教育長 

  学校で合流するとのことですので、学校教育課長お願いいたします。 

會田学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

會田学校教育課長 

  はい、承知しました。 

木村教育長 

事務局からその他は以上ですが、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４年度酒々井町教育委員会８月定例会議を閉会といたします。 

 

（１５：１５） 

                                       

 

議事録署名 教育長 

 

      委 員 

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 

 


