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平成２７年度酒々井町教育委員会１月定例会議 議事録 
 
開 催 日 平成２８年１月２２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 石井 國治   委 員 村重 浩二 
     委 員 林 洋子     
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 １４：００ 
 
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（非公開） 
  議案第１号 酒々井町教育委員会被表彰者の選考について 
 
（１）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 平成２８年２月２６日（金） 
 
５ 各委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 １４：５３ 
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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。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。本日の議題は議案が１件、報告が１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１号「平成２７年度酒々井町

教育委員会被表彰者の選考について」は会議を公開することにより、教育行政の公

正または円滑な運営に支障をきたすおそれがある案件ですので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、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）。 
  異議なしということで議案第１号は非公開とします。 
  それでは議案第１号「平成２７年度酒々井町教育委員会被表彰者の選考につい

て」事務局から説明願います。 
                                       
 

  非公開 平成２７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。 

  はじめに私から、出席いたしました行事について３つほど報告いたします。 
まず、１月１０日に行われました成人式について報告いたします。皆様に町内の

新成人の人数と当日の出席者数をお知らせしておりませんでしたので、今になって

恐縮ですが申し上げます。新成人は３０７名で、当日の出席者は１３４人でありま

した。さて成人式の印象ですが、私としては、式典は落ち着いた雰囲気の中できち

んと行われたと思っています。よそでは騒然とした状況になったところもあったよ
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うですが、当町においてはそのようなことがなく、大変うれしく、誇らしく感じま

した。人間として成熟するということは、多くの大人にとっても課題であると思い

ますが、大人の仲間入りのこの日に、節度ある行動を示してくれた新成人に心から

敬意を表するとともに感謝したいと思っております。これも学校の先生方、ご両親、

関係各位の皆様のおかげでございます。しかしながら、残念と思うところがないわ

けではありません。改善をした方がよいと思うことの一つは、実はそれは私にとっ

ては大変気になったところなのですけれども、それは女性が身につけるショールの

件であります。式典中、ショールを着けたままの人が多かったのですが、作法とし

てはいただけないなと思いました。恐らく、寒さだけではあるまい。多くが親御さ

んなどから教わっていなかったためだろうと推察しました。知らないために恥をか

くということのないよう、どこかで教えてあげなければならないなと思った次第で

す。この件は、昨日の小中教委連絡会で校長先生方に機会をみて指導して下さるよ

うお願いいたしました。 

  成人式については以上ですが、委員の皆様も出席されておりますので、皆様から

も感想などございましたら後ほどご発言いただきたいと思います。 

  次に１月１６日に行われた町駅伝競走大会ですが、小学生の部から一般の部まで

合計５２チーム､２６０名が参加して開催されました。教職員の参加もあり、酒々

井小・大室台小から各１チーム、酒々井中からは３チームが参加していただいて、

大会を盛り上げていただきました。教師がこどもたちとともに汗を流すことで、こ

どもたちは教師を身近に感じ、遅くとも懸命に走っている先生の姿を見て、先生を

尊敬する気持ちを抱くだろうなと思いました。 

  次に、１月２０日に開催された一部会小中合同学習発表会について報告いたしま

す。これは、佐倉市と酒々井町の小中学校の特別支援学級の児童生徒が、日頃の学

習成果を発表するものです。学校数が多いことから、プリミエールと佐倉市民音楽

ホールの２カ所で開催され、プリミエールには１３校が参集しました。様々なハン

ディを負っているこどもたちですが、長い台詞をきちんと言ったり、歌詞をしっか

り覚えて歌っていたり、発表する態度も堂々としておりました。ちなみに、酒々井

小は落語劇を、大室台小は器楽演奏と合唱を、酒々井中は「酒々井町の良さを知ろ

う」というテーマで公共施設や民間事業所などに出向いて調べたことの発表でし

た。 

以上で私からの報告を終わります。 

  続いて、各委員の皆様からご報告などございましたらご発言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   

  成人式に出席させていただきました。ショールの話が出ましたけれども、結構白

いのが目立っていました。壇上に上がられた代表の方たちは、それを取って司会進
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行をしたり、挨拶をしたり、意見発表をしたりしていました。代表の子を見て、シ

ョールを取っている姿が見られましたがやはりマナーの指導も必要だと思いまし

た。私も他の市町村の成人式に何度か参加させていただいたのですが、こんなにも

厳粛に浦壁委員の始めますという言葉と同時に静まって、話されている方々の方を

皆が注視して聞いていたのですばらしいなと思いました。今までの経験ですと式典

の邪魔をするような姿も結構ありましたが酒々井町は参加者のマナーもよく、お喋

りする人もなく、すばらしい成人式を迎えることが出来たなと思っています。きっ

と実行委員の方々や関係した方々が努力してくれた成果かなと思っております。  
 以上です。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員   

  私も成人式に出席しましたので報告させていただきます。ショールのことは教育

長がお話しされたとおりで、当日の控室でそういう話が出ておりました。林委員が

お話しされたように我々は他所の成人式はテレビでしか見ることは出来ないので

すが、酒々井町と比べると程度はかなり落ちますが、かなり大規模な成人式の様子

が映るのですけれども、なるほど結構ショールを着けたまま臨んでいる人は大勢い

てマナーに関する教育が必要だと感じました。厳粛にということですが、浦壁委員

が開会を宣言するまでは、ざわざわと至る所で立ち話をしていて、どうなることか

と心配いたしました。しかし司会者がこれから始めますと言ったとたん騒ぎが止ん

だので、これはさすがだと思いました。私も教育委員になりましてようやく１年が

過ぎまして、小学校・中学校の入学式や卒業式などその都度感動して終わるのです

けれども、その延長の様がこの形になるのかなと感じた次第です。成人式も感動し

て帰ってきました。 

以上です。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員   

  私も教育委員になって２回目の成人式に参加させていただきました。今年も厳粛

でとても良い成人式だったと思います。世間で報道されるような荒れた成人式も多

い中、酒々井町の成人式は大変良かったと思います。それと当日もお聞きしたかも

しれませんが、１３４名のうち酒々井中学校の卒業生が何人いたのか分かったら教

えて下さい。 
猪鼻学校教育課長 

  はい、議長 
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木村教育長 

  学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 
  出席者１３４名のうち酒々井中学校の卒業生は１３０名です。 
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  

  成人式は本当に感動の成人式ですばらしいなと思いました。成人式を迎えた人た

ちは小学校・中学校をとおして式典に臨む姿勢は十分教育されてきているのだろう

と思いました。少し気になったのは会場の座席ですが、前の方にしかいないのかな

と思ったら中央が少し空いていてまた後ろの方に座っていて保護者は一番後ろに

いたと思うのですが、どういう並びで該当者が座っていたのか中央がすっぽり抜け

ていたので気になりました。感動の成人式をありがとうということでご報告させて

いただきました。 
  次に１月２０日（水）に一部会小中合同学習発表会が佐倉市と酒々井町の２会場

に分かれて開催されたということですけれども、私は就学指導委員会に係っており

ますので、もしこういう行事があれば是非うかがいたいと思いますので、事前にお

知らせいただきたいと思います。就学指導委員会では酒々井町のこどもしか判らな

いものですから、一部会または他の市町村のこどもと関わった時に就学指導委員会

で審査した子たちがどのように活動しているのか知りたいという気持ちでおりま

すのでよろしくお願いします。 
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 
  今後は事前にお知らせいたします。 
木村教育長  

教育委員の皆さん、ご発言ありがとうございました。 
それでは、続けて事務局から報告願います。 
はじめに教育次長にお願いします。 

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） 
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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。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員  

  生涯学習課に伺います。親子たこづくり教室の参加者が昨年度は１０人に満たな

くて今年度は２９名ということで盛況だったということですが、要因として考えら
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れることはありますか。 

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   

昨年度が少なすぎただけです。これまで１０人を割ることはありませんでした。 

もっと子供の数が多かったころは３０～４０人の参加がありました。 

今年度はほぼ例年通りです。 

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。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員  

  こども課に伺います。中学校の体育館の屋根改修の計画について、まだ設計段階

だと思いますが順調にいくと想定される工期はどの程度になる見込みですか。 

また、今回は雨漏りが発端なので長期的に不具合が出ないようにお願いしたい。 

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  

  工期につきましては、現在設計中ですけれども３ヶ月から４ヶ月はかかるのでは

ないかと言われているところで、まだ最終ではございません。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員   

村重委員  

  雨漏りが発端で屋根改修工事になったわけで、長期的に不具合がない様に施工の

ミスも考えられますが、設計段階で雨漏りが発生しないような様に、設計図書がい

い加減な場合が多いので気を付けるようにしていただきたい。 

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 

  注意して確認しながら進めていきたいと考えております。何れにしましても、雨
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漏りが原因でこういう状況になっておりますので、注意して進めていきます。 

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。 

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  
  学校教育課に伺います。三学期に入りまして、あちこちでインフルエンザが流行

し始めているようですが、酒々井町の状況はいかがでしょうか。 
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  

  昨日、大室台小学校で３名出ました。あと酒々井中学校で２名出ております。 

まだ流行というほどではありません。 

1 週間ほど前に千葉市で学級閉鎖となった所がありましたが、今のところ大きな

騒ぎにはなっておりません。 

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 

受験の関係もありますので上手く切り抜けてくれればと思っております。 

木村教育長 

  インフルエンザに関しては先週金曜日に国立感染症研究所が流行期に入ったと

発表しております。今のところ当町では学校からの報告によると大室台小学校と

酒々井中学校で合わせて５名となっております。 

他にご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。 

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。 

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 
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大塚こども課長 

  次回会議の予定ですが、平成２７年２月２６日（金）１４：３０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２３日（水）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。 

木村教育長 
次回会議は、２月２６日（金）１４：３０から、３月は３月２３日（水）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） 
                                       
 
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 

木村教育長 
  続きましてその他でございませんか。 

                                       
 

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１月定例会議を 

終了いたします。（１４：５３） 
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議事録署名 教育長 
 
 
 
      委 員 
  
 
 
議事録作成職 員  
こ ど も 課   


