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平成２７年度酒々井町教育委員会８月定例会議 議事録 
 
開 催 日 平成２７年８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 浦壁 京子 

委    員 小山 優子   委 員 石井 國治 
     委 員 村重 浩二    
出席職員 教 育 次 長 鈴木 正義   こども課 長 大塚 正徳 
     学校教育課課長 猪鼻 慎二    生涯学習課長 木内 達彦 
    中央公民館館長 木内 達彦   給食センター所長 榎本 俊彦 
    プリミエール酒々井館長 小川 公一   こども課副参事 藤﨑 裕 

     こども課副主査（書記） 出口 剛 
 
１ 開会時刻 １５：００ 
 
２ 議事録署名委員の指名  浦壁教育長職務代理者 
 
３ 議 題 
（１）議 案（公 開）  
  議案第１号 学校医の委嘱について 

議 案（非公開）  
  議案第２号 平成２７年度９月補正予算（案）について 

 
（２）報 告（公 開） 
  報告第１号 行政報告について 
    報告第２号 平成２７年度８月補正予算の議決について  
   
４ 次回会議の予定 平成２７年９月２５日（金）１４：００ 
 
５ 各委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 １６：３７ 
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議 事 録 
                                       
 

１ 開会の言葉 

木村教育長 
  ただ今より、平成２７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。浦壁教育長職務代理者にお願いします。 

                                       
 

３ 議 題 

木村教育長 
  これから議事に入ります。本日の議題は議案２件、報告が２件となります。 
  はじめに非公開案件についてお諮りします。 
  議案第２号「平成２７年度９月補正予算（案）について」は、町議会に対する意

見の申出に関する案件であり、９月町議会に上程前の９月補正予算（案）ですので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７号の規定により、非公開に

したいと思います。これにご異議ありませんでしょうか。 
（「異議なし」との声あり）。 

木村教育長 
異議なしということで議案第２号は非公開といたします。 

  それでは、議案第１号「学校医の委嘱について」事務局から説明願います。 
猪鼻学校教育課長 
  はい、議長  
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  議案第１号は学校医の委嘱についてです。酒々井町立小学校及び中学校管理規則

第５条の規定により、下記の者を学校医に委嘱したいので、酒々井町教育委員会行

政組織規則第５条第１２号の規定により議決を求めるものでございます。下記の表

をご覧ください。（学校名）酒々井小学校、（職）学校医、（氏名）倉石 公路  
任期を平成２７年９月１日から平成２８年３月３１日までとする。委嘱に至るま

での経緯を簡単に説明いたします。先月の定例教育委員会議で酒々井小学校の学校

医の市村先生の体調不良についてはお伝えしましたが、あの会議の数日後に、７月

２８日付で７月３１日をもって酒々井小学校学校医を辞任する旨の届け出があり、

教育委員会で受理いたしました。後任者の人選が難しい為８月の１か月間は森のク
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リニックの倉石先生に代理を務めていただきました。実質的には夏季休業中である

ため、酒々井小学校から学校医に対して指導または助言を求める案件はございませ

んでした。改めて倉石先生について説明いたします。森のクリニック医院長であり

ます倉石公路氏は町の三師会の会長を務めております。平成１１年度から現在に至

るまで、酒々井中学校の学校医を務めていただいております。４月１３日の町の医

師会の臨時会議で、その場において倉石先生に市村先生の代理を務めていただく確

認は取れておりましたので、市村先生の辞任届を受けて正式に後任者として依頼す

ることなったものです。ご審議の程よろしくお願いします。 
木村教育長 

  事務局からの報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

浦壁教育長職務代理者 
  はい、議長 
木村教育長 
  教育長職務代理者 
浦壁教育長職務代理者 
  ただいまの説明で、市村先生の件は非常に残念なのですけど、事情も事情ですの

で致し方ないと思います。これに付随して就学指導委員も倉石先生に代るのかなと

考えておるのですが、就学指導委員はどうなるのでしょうか。 
猪鼻学校教育課長 
  はい、議長  
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  倉石先生にはお願いしているのですが、お断りしたいとの意思が伝わってきてお

ります。完全にそう決まったわけではないのですけど、一昨年度まで勤めていただ

いていたのですが、昨年度お辞めになったということで、倉石先生にお願いできる

状況ではありません。倉石先生にご相談し、前田先生にもお願いしております。就

学指導委員は学校医でないとならないため、大室台小学校の学校医である鈴木先生

（成田市）にもお願いする予定です。町の医師会と相談の上、近日中には後任を決

定したいと思っておりますが、現在のところ未定です。以上です。 
浦壁教育長職務代理者 
  はい、議長 
木村教育長 
  教育長職務代理者 
浦壁教育長職務代理者 
  話が横にそれてしまってすみません。この件については倉石先生もご承知という

ことで是非お願いしたいと思っています。 
木村教育長 
  他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 
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ご質問等ないようですので採決に移ります。 

議案第１号 学校医の委嘱について原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （挙手全員） 

木村教育長 
  挙手全員ですので、議案第１号は原案のとおり可決しました。 

  続きまして議案第２号にはいりますが、この議案については先ほど非公開とする

ことに決定をしましたので、傍聴人の方は恐れ入りますが一旦退室願います。 

 

  （傍聴人退席） 

 

木村教育長 

  議案第２号「平成２７年度９月補正予算（案）について」事務局から説明願いま

す。 

                                       
 

  非公開 平成２７年度９月補正予算（案）について 

                                       
 

藤﨑こども副参事 

はい、議長 

こども課副参事 

藤﨑こども課副参事 

  先ほど退室した傍聴人の再入室の許可を求めます。 

木村教育長 
  傍聴人の再入室を許可します。 

 

  （傍聴人再入室） 

 

木村教育長 
  続きまして報告事項に入ります。 

報告第１号「行政報告について」事務局より説明願います。 

鈴木教育次長 

  はい、議長  

木村教育長 
  教育次長 

鈴木教育次長 

（資料に沿って報告） 

木村教育長 

 ここで、８月１４日から２１日まで行われたオーストラリアへの国際交流派遣事

業について、私が参加しておりますので、見聞したことのいくつかについて報告い
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たします。 

報告につきましては、８月２６日の解団式に委員の皆様も出席され、参加生徒の

話を聞かれておられますので生徒たちが体験した様子などはおおよそ把握された

ことと思います。私からはそれらと重複しないようご報告いたします。 
まず、異国での生活でしたが、何はともあれ、さしたるトラブルもなく、連日好

天に恵まれ、全行程をスムーズに過ごせたことです。これは周到な準備のたまもの

と考えています。 

生徒たちがホームスティ先で歓待されたことは解団式の中で同行した桜井先生

から報告されておりましたが、私たち訪問団を受け入れてくれたケリービルハイス

クールに関してお話しさせていただきます。 

  ハイスクールでは、校長先生、教頭先生が先頭に立って私たちを迎えてくれまし

た。たぶん相当お骨折りくださったと思うのですが、様々な配慮をいただいたこと、

心暖まる歓待を受けたことは誠に恐縮至極でして、今も感謝いたしております。ケ

リービルハイスクールでの初日である１７日月曜日は、予告されておりませんでし

た全校集会が開催され、千人を超える全校生徒の前で私たちが紹介されました。こ

のおかげで、これ以降、声をかけてくれるハイスクールの生徒が多くなり、うれし

く思いました。 

  ところで、全校集会の様子ですが、ハイスクールの生徒は３分以内できちっと集

合していたこと、私語することなく全員が校長先生の方を注目して話を聞いていた

光景が印象的でした。また、登校で遅刻した生徒は別室で校長先生から直接指導さ

れている光景も目にしました。毎時間の授業ではチャイムが鳴ったときには全員が

ピタッと着席していました。かつての日本では当たり前だったことがオーストラリ

アで行われていることを目の当たりにして考えさせられました。また、１学級の定

員が、教科等によって異なりますが、最大３０人となっておりまして、うらやまし

く思いました。ハード面の環境ですが、校庭は全面芝生化され、全教室がエアコン

完備、電子黒板完備でした。また、州当局から各学校に校長裁量で使えるお金とし

て２００万円以上が配当されるそうで、当該校ではこれを活用して、生徒が休み時

間などで休憩したり、いろいろな集会に使用できるよう、テーブルやいすを配置し

た屋根付きの休憩施設を数カ所整備しておりました。 

  先生方の待遇関係ですが、当該校の校長先生の給料は年収で税込みおよそ１５０

０万円とのこと、また先生方の勤務時間は午前８時から午後３時３０時までとなっ

ておりました。日本より恵まれているなと感じました。以上、ハイスクールについ

てはこのくらいにさせていただきます。 

ところで、私は、校長先生に対して、ハイスクールの生徒たちの酒々井への来訪

を要請いたしました。昨年以上に来訪希望者が多いと伺いましたが、相互交流が早

く実現することを望んでおります。 

  今回の事業を通して、生徒たちが志を持ったり、人としての生き方について改め

て考えてくれたものと信じていますし、今回を期にグローバルな人間になってくれ

ることを期待したいと思っています。 

  以上で国際交流派遣事業の報告を終わります。 
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  では、こども課から順に報告願います。    
大塚こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

大塚こども課長 

（資料に沿って報告） 

猪鼻学校教育課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 

 （資料に沿って報告） 

木内生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

 （資料に沿って報告） 

榎本給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

榎本給食センター所長 

 （資料に沿って報告） 

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 

 （資料に沿って報告） 

木村教育長 

  事務局からの報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

浦壁教育長職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

浦壁教育長職務代理者 

生涯学習課に質問します。８月１８日に史跡ウォーキング実行委員会ということ



 7

で先ほど水戸黄門の散歩道を考えているということで、これは酒々井町内でという

ことではなく、茨城県の水戸周辺で行うということなのでしょうか。 

木内生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

水戸黄門（水戸光圀）は生涯に一度だけ旅行をしております。水戸徳川家は江戸

在府を命じられておりますので、江戸から出ることは基本的にはありません。参勤

交代もいたしません。ただ一度だけ水戸に戻り、御母さまと御婆様の供養の為に鎌

倉に徒歩で行っております。順路は水戸から霞ヶ浦、神崎、成田、そして酒々井で

一泊して千葉から木更津、そこからは船で鎌倉に向かいました。その時の様子を庚

寅日記もしくは鎌倉日記と呼ばれる日記に残しております。その中で成田から伊篠

に来て、この役場のそばで一泊して、その際に酒々井をぐるりと回って、どこに行

ったそこに行ったどんな場所を見たという記録を残していますので、それをトレー

スして辿って観るものです。本佐倉に限定せず黄門様が歩いた跡を探訪するもので

す。 

浦壁教育長職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

浦壁教育長職務代理者 

本佐倉城跡だけではマンネリ化かなと思っておりましたので、今回新しい提案で、

もしこの形で実施できれば、新しい参加者も増えると思いますし、私もぜひ参加し

てみたいと思います。 

木村教育長 

私の方から質問させていただきます。浦壁教育長職務代理者の話にも関連するの

ですが、酒々井町内の黄門様が歩いた箇所を全て辿ると、どの程度の時間を要する

のか、分かれば教えて下さい。近い将来、探訪マップを作成して配布するとか町民

に周知することとかをお考えか伺います。 

木内生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

昔の人は非常に早歩きでございまして、成田山で昼食を済ませてからこちらに向

かって、伊篠ここ鹿多しと書かれており伊篠から入ったことがわかっています。そ

して和泉守（佐倉藩藩主）が宿舎として定めた地蔵院に泊まる。夕餉の支度をさせ

てから、酒の井は訪れていないのですが、本佐倉城跡や清光寺、勝胤寺をぐるりと

回って宿舎に戻り翌朝、佐倉の和田地区をとおり千葉に向かっております。すべて
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トレースすると丸々半日、余裕を持って小一日あれば廻れると思います。これに関

してはパンフレット等を作成したいと思います。水戸黄門が歩いた道、実際には黄

門になる前でしたので水戸光圀が歩いた道となります。助さん角さんではなくて河

井さんという方ともう一人の御付がいたことも判っております。出来れば仮装なり

なんなりして盛り上げたいと考えています。以上です。 

木村教育長 

  水戸黄門は大変高名な方ですし、日本人なら誰もが知っているわけで、町民も興

味・関心を持って参加するのではないかと思いますので、時機を見てご披露いただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

  他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

小山委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  小山委員 

小山委員 

この史跡ウォーキングの実施日は決まっているのですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

史跡ウォーキングは１０月２５日に実施する予定です。 

小山委員 

楽しみにしております。 

木村教育長 

他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員 

学校教育課に質問します。８月１９日に通学路安全通学路安全転換会議が行われ

たということですが具体的な内容について説明いただきたいと思います。 

猪鼻学校教育課長 
  はい、議長  
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 

学校毎にＰＴＡの役職で校外指導部というのがございまして、その方に児童・生

徒・保護者から通学路の危険箇所等の情報が入ってきます。危険箇所等の一覧表を
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作成し、それに基づいてその箇所の再確認を行いました。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員 

  再確認を行った結果について、今後どうしていくのですか。 

猪鼻学校教育課長 
  はい、議長  
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 

通学路安全通学路安全点検会議には、まちづくり課にも参加していただいており、

今すぐ対応できるもの、県にお願いする事、国にお願いする事は、国道は横断する

だけなので特に無かったのですが、参考意見ということでお聞きしました。 

実際それを各部署に持ち帰っておりますので、実行に移れるものは移す。意識を

高めるだけのものについては、実際これ以上どうにもならない箇所がたくさんあり

まして、白線を引いてあるのでガードレールは無理だとかある程度その場で判断し

まして、出来そうなことに関して各課に持ち帰って検討を進めていくことになりま

した。以上です。 

木村教育長 
協議してきたことについて、これは学校側で周知徹底してくれればいい、これで

済むはずだとか、警察の方に要望すべきだとか、この箇所はまちづくり課でライン

等を引いてくれとかいうことをその日に協議したということですね。それについて

取りまとめた記録があるということですね。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員 

通学路安全通学路安全点検会議の記録を是非見せていただきたいと思います。こ

れから日没が早くなりますが、通学路の点検は昼間だけで夜間は行っていないので

すか。街灯については点検しているのですか。 

猪鼻学校教育課長 
  はい、議長  
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 

通学路安全通学路安全点検会議は、昼間１３時から１５時までの２時間ほどで実

施しましたので、夜間の点検・街灯の確認はしておりません。 
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木村教育長 

他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

村重委員 

  はい議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

学校教育課に同じく通学路安全点検について質問します。記録があるということ

なので、ぜひ閲覧させていただきたいと思います。いずれ通学路の危険個所のマッ

プのバージョンアップ版を作成するとか、学校便りに記載して配布する等も検討し

ていただきたいと思います。 

猪鼻学校教育課長 
  はい、議長  
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 

マップの更新の予定はないのですが、通学路安全通学路安全転換会議の議事録は

ございます。あと学校で児童・生徒への注意喚起が必用となる箇所のリストも各学

校に持ち帰っておりますので学校で注意喚起してまいります。以上です。 

木村教育長 

この部屋の壁に通学路の危険個所のマップが掲示してあります。平成２４年度と

平成２５年度のマップのようですが、今年度の危険個所のマップを作成するかどう

かは今後検討してください。 

他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

村重委員 

  はい議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

以前の定例会議で、冬季の通学路の危険箇所（凍結等）についてお話しさせてい

ただきました。前年の冬、雨の日の翌日に路面が凍結して多くの中学生が登校中に

転倒して負傷しました。これから冬を迎えるにあたり冬季の通学路の危険個所を把

握しマップを作成していただきたい。 

猪鼻学校教育課長 
  はい、議長  
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 

現在マップを作成する予定はないのですが、何らかの形で危険箇所は周知をして

まいります。 
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木村教育長 

他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

無いようですので報告第１号「行政報告について」の質疑を終了します。 

つづきまして報告第２号「平成２７年度８月補正予算の議決について」事務局よ

り説明願います。 

大塚こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

大塚こども課長 

それでは報告第２号ということで１１ページをご覧ください。平成２７年度８月

補正予算の議決についてでございます。平成２７年度一般会計の８月補正予算につ

きましては、酒々井町教育委員会行政組織規則第６条第１項の規定により臨時代理

しましたので、同条第３項の規定により報告します。 

なお、８月臨時町議会において原案のとおり可決されたので併せて報告しますと

いうことで８月１１日に町議会臨時会が開催されました。定例会議にかける時間が

無いまま出させていただいた補正予算ですので、検討いただきたいと思います。次

の１２ページになります。歳出でございます。こども課（酒々井小学校管理事業費）

ということで備品購入費１６７万９千円です。こちらにつきましては職員用事務

机・椅子３７組の購入費です。これはこれまで酒々井小学校の職員室では１個の机

（長机）を２人掛で使っていただいていたものを、以前から要望は出ていたのです

が、今年度小学校職員室の床改修ということで工事が入りまして、なお要望が強く

なりましたので、今回臨時議会が開催されるにあたりまして、補正予算ということ

で計上させていただいたものであります。実際、ものについては完成時期に間に合

えばよかったのですが、事務手続きもございますので若干遅れております。９月上

旬に契約できる運びになっております。納期的には１０月の上旬を予定して進めて

おります。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 

プリミエールです。（プリミエール管理事業費）の需用費（修繕料）ということ

で、２７万２千円を計上しております。これは吸収式冷温水器の部品の交換でござ

います。これにつきましては、ホール・舞台・エントランス・図書館で渇式の冷暖

房機を２基使用しております。このうちの１基のモーターが故障しましたので、そ

のモーターの交換修理でございます。以上です。 

木村教育長 

  事務局からの報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 
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石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員 

酒々井小学校の職員室では今までどのような机を使用していたのですか。 

大塚こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

大塚こども課長 

詳細な寸法までは分かりませんが、細長いスチール製の机で引出が２個ついてい

るもので、その引出を１個ずつ使用していただいておりました。酒々井小学校の職

員室はそのような状況にありましたので、今回買い替えることとなりました。大室

台小学校と酒々井中学校の職員室は１人に１台の机がありますので、今回は酒々井

小学校だけです。以前より要望はありましたが児童用の机・椅子を優先してきまし

た。教育環境を改善するために机・椅子を購入します。 

木村教育長 

  酒々井小学校にとっては、宿願がようやく叶ったということですね。 

他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

無いようですので報告第２号「平成２７年度８月補正予算の議決について」の質

疑を終了します。 

以上をもちまして議題はすべて終了しました。 

                                       
 
４ 次回会議の予定 

つづきまして次回会議の予定について事務局より説明願います。 

大塚こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

大塚こども課長 

  次回会議の予定ですが、平成２７年９月２５日（金）１４：００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２３日（金）１４：００から西庁舎２階第１会議室で予定させていただいて

おります。 

木村教育長 
次回会議は、９月２５日（金）１４：００から、１０月は１０月２３日（金）       

１４：００から実施するということですがいかがでしょうか。 （全員了承） 
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５ 各委員の予定 

木村教育長 
 続きまして、各委員の行事予定をお願いします。 

大塚こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

大塚こども課長 

  （資料に沿って報告） 

                                       
 

６ その他 

 

                                       
 

７ 閉 会 

木村教育長 
それでは、以上をもちまして平成２７年度酒々井町教育委員会８月定例会議を 

終了いたします。（１６：３７） 
                                       
 
 
議 事 録 署 名  教 育 長 
 
 
 
      委 員 
  
 
 
議 事 録 作 成 職 員 
こ ど も 課   


