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令和２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３年１月２１日（木） 

 

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  ９：３０ 

 

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年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考について 

  議案第２号 令和２年度２月補正予算（案）について 

（２）報 告 

  報告第１号 行政報告について 

   

 

４ 次回会議の予定 ２月１９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  １０：４５ 
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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 

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件として告示したところ

でございますが、議案の追加についてお諮りさせていただきます。 

  議案第２号「令和２年度２月補正予算（案）について」を議事に追加したいと存じま

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、「令和２年度２月補正予算（案）について」を議案第２号とし

て追加することに決定しました。 

  次に、非公開案件についてお諮りします。 

  議案第１号「令和２年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考について」につきまして

は、教育行政の公正かつ円滑な運営に支障が生ずるおそれのある案件、議案第２号「令

和２年度２月補正予算（案）について」につきましては、議会上程前の予算に関する案

件でございますので、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号及び議案第２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２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２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 

次に、議案第２号「令和２年度２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。 
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非公開 令和２年度２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。 

木村教育長 

続きまして、報告に入ります。報告第１号「行政報告について」を議題とします。 

以降の会議は公開しますので、あらかじめご了承願います。 

まずは私からご報告いたします。 

  はじめに、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けての取り組みについてご報告い

たします。我が国において感染拡大は止まらず、千葉県は１２月２８日（月）に、印旛

圏域について病床確保計画を最高レベルの「フェーズ４」に引き上げることを決め、１

月４日（月）に「フェーズ４」に移行しました。さらに、首都圏１都３県の知事が１月

２日（土）、政府に緊急事態宣言を１都３県に対して発令するよう要請しました。 

  このような国・県の動向に対応すべく、直ちに教育委員会事務局内部で対策を検討し

ました。そして、４日（月）の幹部職員による会議で、成人式については成人になられ

た方々の参集を中止し、当日録画した式典や恩師のメッセージと事前に用意した新成人

のスライドショーの動画を制作し、録画配信することといたしました。また、その他駅

伝大会などのイベントや各種講座、公民館やプリミエールなどの貸館事業を中止するこ

とといたしました。一方、学校教育分野については、１月７日（木）に臨時校長会議を

開催して、学校現場の実態を把握するとともに校長先生方の考えを聴取しました。これ

を踏まえ、速やかに、緊急事態宣言に係る酒々井町教育委員会の対応をまとめました。 

  そして、急遽、１０日（日）に「教育委員会委員協議会」を開催し、教育委員の皆様

方にご説明し、ご意見などをいただきました。急な会議開催でしたが、皆様のご理解ご

協力に改めまして感謝申し上げます。質疑の詳細を述べることは省略させていただきま

すが、質疑の概要などをまとめたものをお手元に配付いたしましたのでお目通しいただ

きたいと思います。 

  次に、１０日（日）の成人式についてですが、今申し上げましたとおり録画配信とい

う形になりましたが、一生に一度の成人式であることを思いますと、全く断腸の思いで

あります。苦渋の決断でしたが、今もって誠に残念であったと思っております。成人式

実行委員の方々がいつか皆が集まれる催し物を企画したいと考えているそうですが、そ

の際にはできる限りの支援をしたいと思っております。 

  次に、１２日（火）に爆破予告がありましたので、このことについてご報告いたしま

す。１３日（水）午後４時に役場を爆破するというもので、町は直ちに対策会議を開催、

窓口業務の一時閉鎖、職員等の一時避難、町民への周知、及び点検・警戒等の措置を講

じました。犯行は実行されませんでしたが、町では犯行予告に伴う対応を検証し、この

度の対応の成果を評価するとともに、体制の整備を一層推進することといたしました。 

  次に、１２日（火）の「印旛地区教育長会議」についてご報告いたします。まず令和

３年度印教連行事計画が協議され、定期総会は４月２０日(火)に開催予定となりました。

しかし、このコロナ禍ですので開催するか否かの最終判断は３月末ということになりま
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した。協議の後は情報交換となり、コロナ関係では児童生徒の感染状況や臨時休業、入

試に係る対応、修学旅行に関することなどを、さらに、学年始め休業日の設定に関する

こと、卒業式に関すること、テレワークに関することなどについて情報交換いたしまし

た。  

  最後に、新型コロナウイルス感染症感染者の発生についてですが、当町の感染者数は

１月２０日（水）現在で、５０例の感染者が確認されています。そのうち、児童生徒は

３例が確認されている状況で、いずれも今年に入ってからで家庭内で感染したものと思

われます。  

  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。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

大塚委員 

大塚委員 

  令和３年１月１０日（日）、本来なら成人式を挙行する予定でしたが、コロナ禍で緊急

事態宣言が出されたためオンライン配信に変更になりました。 

  新成人の実行委員達が頑張って準備した式典を見せていただきたく、教育委員として

参観させていただきましたのでご報告申し上げます。 

  せっかく準備してきて全体での式典が開催されないのは無念だろうと思いましたが、

新成人達は思ったより明るくそれなりに楽しんでいるように見受けられました。 

  酒々井町の新成人は男性２２０名、女性１５７名の計３７７名。会場へは男性７名、

そのうち、紋付き袴が１名で後はスーツ。女性８名はすべて振袖姿でした。せっかく用

意した衣装を持て余している人がこの背後にいるのだろうと思うと胸が痛みました。式

典では国歌斉唱ではなく静聴。初めてのことです。 

  代表者の意見発表では、鈴木優香さんが「今まで支えてくれた人に感謝したい」と述

べ、自身も支えられる人になりたいという内容でした。仲間に向かっては自分自身を褒

めてあげようと呼びかけました。莇悠也さんは「色々なことに挑戦しよう。失敗を恐れ

ずにやりたいことを存分にやろう」という内容でした。そしてやはり支えてくれた方々

への感謝の言葉がありました。 

  ２人とも立派な態度でしっかりと発表できていましたが、したいことを制限され外出

や面会も思うようにいかないこの時世の若者達が本当にしたいことは何なのか、どんな

希望を持っているのか、具体的なものや本音をできれば聞きたかったと思いました。 

  町長からは故郷酒々井に愛着を持ち町の発展のため、若い感性とエネルギーを発揮し

てほしいという希望の式辞がありました。教育長からは「何も咲かない寒い日は、下へ

下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」という高橋尚子さんの恩師の言葉を引用し、

努力の大切さとチャレンジし続ければ何かしらの結果が出るという式辞がありました。 

  コロナ禍であってもこれを冬と例え、成人達がしっかりとどっしりと根を張った大人

に育っていってほしいと願っています。 

  私からは以上です。 

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。 
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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 

  他にございません。 

木村教育長 

大塚委員からも、成人式の録画配信について話がありましたが、詳細につきましては

後ほど教育委員の皆様にお知らせいたします。生涯学習課長の手配により、ＤＶＤも私

のところに届いておりますので、時間があればご視聴いただきたいと思います。 

それでは、教育委員の皆様から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。 

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） 
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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、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、ご質問等があれば、ご発言をお願いします。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

大塚委員        

大塚委員 

緊急事態宣言の再発令に対して速やかに対応していただき、ありがとうございます。 

印旛郡内の教育委員の方々に、酒々井町の対応について情報を提供させていただきま

した。以上です。 

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、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。 

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３年２月１９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２６日（金）午後２時３０分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１９日（金）午後２時３０分から、３月は３

２６日（金）午後２時３０分から行うことでよろしいですか。 

（全員了承） 

木村教育長 
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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わります。 

 

                                       

 

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 

（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。 

  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。 

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      

  緊急事態宣言の再発令に伴う中央公民館及びプリミエール酒々井の貸館業務停止等に

ついて、ご説明いたします。 

  はじめに、生涯学習課からご説明いたします。 

  別添資料「緊急事態宣言の再発令に伴う中央公民館の貸館業務停止について」をご覧

ください。 

  公民館の貸館業務停止についてですが、期間は、１月８日（金）から２月７日（日）

までの間（緊急事態宣言発令期間）として、状況によっては、その後の延長も考えてお

ります。 

  利用者への対応についてですが、１月４日（月）に「新型コロナウイルス対策本部会

議」があり、ほぼ緊急事態宣言が発令されるだろうという状況でしたので、１月４日（月）

から、イベント等の中止及び貸館を停止するための準備に取り掛かっております。各団

体への事前連絡も、急であったため、すべて電話連絡等により対応しました。また、公

民館貸館の利用料金につきましては、前月予約の際にお金を事前にいただいているため、
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その還付作業を行っております。 

  休館中に利用できないものとして、ロビーにつきましては、「不特定多数が入られるの

は困る」ということで、昨年の早い段階から閉鎖しております。また、各部屋の利用に

つきましては、緊急事態宣言発令期間が延びる可能性がありますので、新規の利用（例

年、利用の１カ月前の申請）を中止しまして、緊急事態宣言解除後の受付というような

手続きに変更しています。 

  休館中に利用できるものとして、団体への使用料の還付受付、印刷機の利用等がござ

います。 

  別添資料の２枚目につきましては、１０日（日）の教育委員会委員協議会の際にご説

明させていただいたもので、プリミエールの貸館、生涯学習課関係のイベント等の中止

の状況でございます。生涯学習課からは以上でございます。 

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 

  続きまして、緊急事態宣言発令に伴うプリミエール酒々井の利用について、ご説明さ

せていただきます。 

  別添資料「プリミエール酒々井からのお知らせ」をご覧ください。こちらにつきまし

ては、ホームページにも掲載いたしましたが、緊急事態宣言発令を受け、文化ホールと

図書館の業務を変更しました。期間は、１月８日（金）より当面の間としました。町立

図書館につきましても、開館時間を１時間短く午前９時から午後４時までとし、滞在時

間は１時間程度、そして入館時には新型コロナウイルス感染症拡大防止事前チェックシ

ートの記入と検温を行うこととしました。 

利用できないサービスは、インターネット用パソコンなど、１時間以上の滞在になっ

てしまうようなものです。 

利用できるサービスとして、閲覧などがございます。 

なお、貸出冊数につきましては、１人１０冊まででしたが、返却期間２週間内で、あ

まり外出しなくても済むように好きなだけ借りられるようにしております。 

文化ホールにつきましては、施設利用及び新規利用申請は一切受け付けないこととし

ております。以上です。 

木村教育長 

事務局からその他がございました。 

事務局からさらにその他はございますか。 

（事務局からその他なし） 

木村教育長 

事務局からその他は以上ですが、委員の皆様からその他はございませんか。 

（教育委員からその他なし） 

木村教育長 

ないようですので、私の方から１点、先ほど行政報告で申し上げたことの追加をお願

いします。 

「教育長・教育委員予定表」において、２月５日（金）の「印教連教育功労者表彰式」
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を中止すると、事務局よりご説明がありましたが、先日、「印教連教育功労表彰者選考会

議」が開催されまして、その結果が町教育委員会に届きました。それによると、酒々井

町立大室台小学校の玉井淸人校長が被表彰者として選考されたという報告を受けており

ます。玉井校長先生につきましては、誠におめでたく存じます。 

表彰式は中止になりましたが、対応につきましては、各市町村で行っていただきたい

とのことでございました。酒々井町教育委員会としては、印教連教育功労者表彰被表彰

者になりました玉井校長先生の表彰式を考えております。今のところ、「教育委員会表彰

式」が２月１９日（金）にありますので、それを行った後、改めて表彰式を開催して、

玉井校長先生に表彰状を授与したいと考えております。その点、お含みおきください。

私からは以上でございます。 

以上でその他を終わります。 

 

                                       

 

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案件は、すべて終了しました。 

令和２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。 

（１０：４５） 

                                       

 

議事録署名 教育長 

 

      委 員 

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 

 

 

 

 


