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平成２９年度酒々井町教育委員会７月定例会議 議事録 
 
開 催 日 平成２９年７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 浦壁 京子 
出席職員 教 育 次 長 大﨑 智行 
     こども課 長 七夕 夕美子  学校教育課長 玉井 淸人 

生涯学習課長・中央公民館長 福田 良二   給食センター所長 増渕 和江 
プリミエール酒々井館長 渡辺 幸夫   こども課副主幹 伊藤 雄三 
こども課主事(書記) 渡邊 しほ 

      
 
１ 開会時刻 １４：０５ 
 
２ 議事録署名委員の指名 
 
３ 議 題 
（１）議 案（議案第１号 非公開） 
   議案第１号 平成３０年度使用教科用図書の採択について 
   議案第２号 工事請負契約の締結について 
 
（２）報 告（公 開） 
   報告第１号 行政報告について 
   報告第２号 飯沼本家の建物の国登録有形文化財（建造物）の登録への答申に

ついて 
 
４ 次回会議の予定 ８月２５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 １５：３９ 
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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２９年度酒々井町教育委員会７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 
  これから議事に入ります。本日の議題は議案１件、報告１件としておりましたが、

プリミエール酒々井より議案追加の申し出がございました。また、生涯学習課より

報告追加の申し出がございましたので、ここで委員会にお諮りいたします。 
  プリミエール酒々井から申し出のあった「工事請負契約の締結について」を議案

第２号とし、また、併せまして、生涯学習課から申し出のあった「飯沼本家建物の

国登録有形文化財（建造物）の登録への答申について」を報告第２号として、それ

ぞれ議題に追加すること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」と声あり） 

  ご異議ありませんので、議案第２号「工事請負契約の締結について」及び報告第

２号「飯沼本家建物の国登録有形文化財（建造物）の登録への答申について」を議

題に追加することに決定しました。 
  次に、本日の非公開案件についてお諮りします。 
  議案第１号「平成３０年度使用教科用図書の採択について」は、会議を公開する

ことにより、教育行政の公正かつ円滑な運営に支障が生ずる恐れのある案件ですの

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

にしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」と声あり） 

  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、初めに議案第１号「平成３０年度使用教科用図書の採択について」を

議題といたします。事務局から説明をお願いします。 
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非公開 平成３０年度使用教科用図書の採択について 
                                       
 
木村教育長 

次に、議案第２号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。事務局

から説明をお願いします。 

渡辺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 

渡辺プリミエール酒々井館長 

議案第２号「工事請負契約の締結について」ご説明させていただきます。 

プリミエール酒々井の増築工事につきましては、２５日に開札が行われまして、

落札され、仮契約を行いました。３１日に臨時議会が開催されますので、議案を提

出するにあたり、教育委員会の議決をいただくものでございます。それでは、内容

を申し上げます。契約の目的は、プリミエール酒々井増築工事です。契約金額は、

１億２，３８７万６千円です。工期は、議会議決の翌日から平成３０年３月１５日

までとしております。契約の相手方は、千葉市中央区登戸の日幸建設株式会社で、

契約の方法は、制限付き一般競争入札といたしました。 

  建築面積は、２６９．68 平方メートル、延べ床面積は、２２５平方メートルとな

っております。会議室は、７２平方メートルで４５人着席できるようになっていま

す。交流スペースは、１５３平方メートルです。図面の中に間仕切りと書かれてい

ますが、会議室と交流スペースの間仕切りは、通常はしておく予定です。会議室と

エントランスの間仕切りは、通常はせず、オープンにする予定です。 

  立面図もございますので、ご覧いただきたいと存じます。なお、今後は、来年３

月１５日までの完成を目指して工事が始まることになります。工事に際しましては、

仮設事務所の設置、また、工事車両等も置くことになりますので、増築付近は立ち

入り禁止とさせていただく予定としております。なお、工事中は音が出ますが、基

本的に休館とはせず、開館しながらの工事とさせていただきたいと考えております。 

  以上でご説明とさせていただきます。 

木村教育長 
  事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

村重委員 

  はい、議長 
木村教育長 
  村重委員 
村重委員 

建物を増築すると、どうしても接続部に危険が生じますので、しっかりとした施
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工をお願いいたします。また、増築付近は立ち入り禁止にするということですが、

安全管理をよろしくお願いします。なお、図面を見る限り、授乳室にオープンな一

角があるようですが、視線対策、プライバシーに十分配慮されるようお願いします。 

渡辺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 

渡辺プリミエール酒々井館長 

  施工に際しましては、ご指摘をいただきました件を含めまして、万全を期してま

いります。また、授乳室につきましては、ドアではありませんが、カーテンにより

視線対策を施す予定でございます。以上です。 

浦壁委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁委員 

浦壁委員 

  昨日、大きな研修会があり、プリミエールの駐車場は満車になっていました。今

回の工事により、駐車場台数の増減はあるのでしょうか。 

渡辺プリミエール酒々井館長 

  工事期間中は、工事車両の駐車等により１０台分程度を使わせていただきますが、

今回の工事による駐車場台数の増減はありません。 

木村教育長 

  駐車場の台数につきましては、以前から不足が指摘されておりますが、難しい問

題となっております。他にご質問はございませんか。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  増築するスペースに授乳室があります。子育て中のお母さんにとっては、安心し

てプリミエールに来て、図書館を利用したり交流できる環境になると思います。よ

り良い施設となるようにお願いしたいと思います。 

木村教育長 

  他にご質問がなければ、私から質問をいたします。以前の説明では、増築工事の

計画の中に売店が入っていましたが、今回の契約の中にも含まれていますか。 

渡辺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 

渡辺プリミエール酒々井館長 



 5

  今回の増築工事の財源には、国庫交付金が含まれています。収益的な事業を計画

に含めることが交付条件とされておりますので、売店を設置する予定ですが、現時

点で内容は未定となっています。 

木村教育長 

  他にご質問はございませんか。なければ、これから採決を行います。 

  議案第２号「工事請負契約の締結について」を原案のとおり可決することに賛成

の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

木村教育長 

  挙手全員です。したがって、議案第２号は可決されました。 

  以上で、議案の審議を終了します。 

  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。

初めに、私から報告します。 

まず、印旛郡市民体育大会についてですが、委員の皆様も激励されておりますの

で、後ほど感想などご発言いただければと思います。今年は主会場が酒々井町とい

うことで､総合開会式が７月１日（日）にプリミエールで行われました。各市町の

首長、国会議員や県会議員らが参列し、盛大に行われました。公民館が耐震化工事

のため使えず、部屋数が少ない中で来賓接待や各競技ごとの監督会議などを行うこ

ととなりましたが、目立った混乱もなく終了できました。教育委員の皆様には受付

接待などでお手伝いいただきましたこと、改めてお礼申し上げます。 

各競技の激励と視察についてですが､私は、９日、１５日・１６日･１７日の４日

間行いました。全種目は回りきれなかったのですが、会場では監督さんが選手の皆

さんを集合させて私たちを紹介してくださり、恐縮した次第です。勝ち負けはとも

かく、皆さんが楽しもうとする雰囲気を感じ、また都合をつけてこの大会に参加し

てくださったことに感謝するとともに敬意を表する次第です。なお、総合成績につ

きましてはなんとか最下位を脱することができました。 

次に、獅子舞について報告いたします。１５日に馬橋獅子舞が、１６日に墨獅子

舞があり、出席いたしました。両日とも天気はよかったものの厳しい暑さとなり、

特に踊り手の方々は大変だったと思いました。馬橋は後継者もいるようですが、墨

は高齢化していて今年の演目は半分以下に短縮となっておりました。文化財の継承

は喫緊の課題であると思わされました。 

次に、児童生徒の交流事業結団式について報告いたします。２０日のドイツ派遣

団の結団式は、マスコミ関係に知らせてあったことから、プレス２社とケーブルネ

ット２９６が取材に来てくれました。新聞記事の切り抜きは過日皆様にお配りして

ございますが、ケーブルテレビ２９６については本日、夜８時からの「２９６ニュ

ース」という番組で放映されます。また再放送が２９日と３１日にありますのでご

覧いただきたいと思います。 

また２４日は陸別町派遣団の結団式を行いました。昨年度は子供たちに、発言時

の声が小さい、元気がないなどと注意しました。今年はマイクを使わせていました

ので、話していることはわかりましたが、マイクなしでは昨年とあまり変わらない
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なと思い、引率職員にしっかり指導するようお願いしました。 

次に、２５日に行われた総合教育会議についてですが、今回の議題は①幼児教育

について､②児童生徒交流事業についてでした。幼児教育に関しては現在町立保育

園で実施している特色ある保育、すなわち英語、書道、茶道、体育についての意見

交換が展開されました。交流事業に関しては、小学生を群馬県長野原町に派遣し交

流を図るということについて教育委員の考えを伺うというものでした。様々な意見

が出ましたが、来年度実施の方向で合意形成されました。様々な問題、課題があり

ますが、実現に向け努力して参りたいと思います。 

次に、酒々井小学校で発生した徴収金の紛失事故について報告いたします。この

事故については、１３日に緊急協議会を開催させていただき、事故の概要や対応に

ついてご説明申し上げたところでございます。その後も皆様全員がお集まりになる

機会に経過報告して参っておるところですが、昨日、２７日の保小中連携推進分科

会が全教職員を対象として開催されることから、急遽、およそ３０分ほど時間をい

ただいて全教職員に私が訓示をするとともに、学校教育課長の講話による不祥事根

絶研修を実施いたしました。 

私からの報告は以上です。ただいま申し上げた行事のほか、今月は酒々井小学校

訪問、岩橋保育園夕涼み会、総合教育会議、人権同和教育研修会等多くの行事に出

席いたしました。これらには教育委員の皆さんも出席されておりますので、皆様か

ら感想等をご発言いただければと思います。 

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 

私からは、教育長からもご報告がございましたが、印旛郡市民体育大会について、

ご報告をさせていただきます。 

７月１日に印旛郡市民体育大会の開会式及び各種目の代表者会議が、プリミエー

ル酒々井を会場に開催されました。開会式には、国会議員・県会議員など多数の来

賓にお越しいただきました。また、林委員と浦壁委員は、受付で来賓の方々のお迎

えをしていただきました。開会式終了後、各専門部の代表者会議が行われました。

種目によっては、大人数になり、役場の使用なども考えましたが、舞台やエントラ

ンス、ホール内をすべて使用し、工夫をしてどうにかプリミエール内で会議をする

ことができました。数か月前から入念に準備をしていただきました生涯学習課スポ

ーツ班の方々には、特にご苦労をおかけしたものと思います。この場をお借りして、

敬意を表するものでございます。 

競技につきましては、各市町に会場を分散し、熱戦が繰り広げられました。私は、

２日間ソフトボールの審判をしました。１７日及び２３日には、体育協会の佐藤会

長に同行し、柔道、バドミントン及び野球の会場で応援をいたしました。最終日の

野球は、リニューアルされた長嶋茂雄記念野球場で実施され、決勝戦では、佐倉市

に前半５点のリードを許しましたが、終盤追い上げ、逆転サヨナラ勝ちで見事酒々
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井町チームが優勝いたしました。最後まで諦めない強い気持ちがチームから伝わり、

優勝の喜びを皆で分かち合いました。酒々井町の優勝は野球チームだけでしたが、

総合得点では、ライバル栄町に１１点差で勝つことができました。総合優勝は７年

連続で佐倉市となっております。今後は、８月２６日に中央公民館で総合閉会式が

行われる予定となっております。 

今年は、酒々井町が主会場でしたので、多くのご苦労があったと思われます。選

手、スタッフの皆さんに心からお礼を申し上げます。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 

  私からは、７月６日に行われました酒々井小学校の学校訪問についてご報告させ

ていただきます。今回は、２時間目から仲良しタイムを含め、ほぼ全クラスを訪問

させていただきました。私が小学生だった頃音楽室だった教室が、ワールドルーム

という部屋になり、英語の授業が行われていました。児童たちは、音楽に合わせて

「Do you like an apple?」と楽しそうに唄っていました。書写の授業では、子ど

も達の姿勢の良さに目が留まりました。先生の指導の良さが、子ども達の姿勢に表

れていました。会議室では、前校長の藤原先生がスリランカ出身の児童に日本語指

導をしていました。海外からのお子さんを受け入れる体制が整っていると認識でき

ました。多目的ホールでは、地域の方々が史跡の昔話を紙芝居を交えてわかりやす

く丁寧に教えてくださっていました。この場を借りて地域の方々に感謝を申し上げ

ます。 

  天気が良く、蒸し暑い日でしたが、エアコンの整備により、集中して授業を受け

る様子を目の当たりにしました。４時間目の授業を見終え、私は教育次長と５年２

組で給食をいただきました。メニューは、ハンバーガーとクリームシチューと枝豆

のサラダでした。子ども達に人気のメニューということでした。とても美味しかっ

たです。１０人ぐらいの児童に「好きなメニューは何か」と尋ねたところ、８割が

た「カレー」と答えがありました。私もカレーの給食が大好きでした。今後も、美

味しいカレーの提供をお願いいたします。 

  施設では、昨年度改修した学童クラブと家庭科室を見学しました。学童の部屋は

備品等充実していましたが、先生方の部屋にエアコンが設置されていませんでした。

できれば、エアコンの設置をお願いしたいと思います。 

  最後に先生方にお願いをします。同じ学年の教室に掲示物がありますが、クラス

ごとに差がつかないよう、今一度点検をお願いいたします。以上です。 

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 
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私からは、１６日と１７日行われました獅子舞についてご報告をさせていただき

ます。１６日は、江戸時代から３００年続く馬橋地区の獅子舞を見学しました。家

内安全・五穀豊穣・悪疫退散等を祈願して演舞されておりました。今までは、後継

者不足が問題になっていたようですが、祭礼に参加する中学生も増えて、活性化が

行われているとお伺いしました。様々な舞いの中に歌が入っていて、４時間にわた

る熱演が見られてたいへん驚きました。 

翌日は、晴天の中、墨の獅子舞に参加させていただきました。墨の獅子舞は、昭

和４２年に県の無形文化財に指定され、五穀豊穣と雨乞いを祈願しているそうです。

享保１９年の六所神社の新築を契機に始まったものとお聞きしました。ここでも、

三匹の獅子が思いを込めて舞っておりました。 

町内では、春先に行われる上岩橋と合わせて三か所で獅子舞が実施されています

が、地区の個性が表れています。獅子頭を被って舞う、ということは同じですが、

踊り方なども地区に合わせて進化してきたものと感じました。それぞれの地区で美

味しい振る舞いもいただき、感謝しております。以上です。 

浦壁委員 

はい、議長 

木村教育長 

浦壁委員 

浦壁委員 

私は、岩橋保育園の夕涼み会についてご報告をいたします。７月２２日の夕刻か

ら夕涼み会は行われました。園児や卒園児みんなが笑顔で、浴衣や甚平などを着て

いる姿が印象に残りました。とても似合っていました。保護者の方々も若々しく活

気があって頼もしく感じました。合間には、渡邊園長から保育に関する話を聞くこ

ともでき、子育て支援を考えていく中で貴重な時間をいただいたと感じております。

岩橋保育園には６か月の乳児から、就学前のお子さんまでが一緒に生活をしていま

す。１２０名定員のところ、１４３名を受け入れている、とのことでした。待機児

童は実質ゼロで、職員、臨時職員の方々で工夫をして運営をしている、とのことで

した。受け入れ時間は、朝の７時から最長で夜の８時ということです。保護者の方々

の働きぶり等に思いを巡らせたところです。保育園を卒園した後の受け入れ先も心

配されるところですが、ファミリーサポート事業のスタートや、学童保育の充実な

どにより、働きながら安心して子育てができるよう、受け入れ態勢の充実を願って

おります。 

保育園の環境は、園庭が整備され、駐車場も確保されており、快適でした。今後、

子ども子育て支援施設が隣に建設される予定ですので、保育園と併せて子育て拠点

地域になるものと期待しております。 

保育園では、英語・習字・お茶・体操など特色ある取り組みが行われています。

こうしたものに触れ、たくましく元気に育ってほしいと心から願っております。私

からは以上です。 

木村教育長 

以上で、教育委員のご報告を終わりにいたします。 
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続きまして、事務局から報告いたします。 

はじめに教育次長より報告をお願いいたします。 

大﨑教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

教育次長 

大﨑教育次長 

（報 告） 

木村教育長 

続いて、こども課から順に報告願います。 

七夕こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

七夕こども課長 

（報 告） 

玉井学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

玉井学校教育課長 

（報 告） 

福田生涯学習課長 

はい、議長 

木村教育長 

生涯学習課長 

福田生涯学習課長 

（報 告） 

増渕給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

増渕給食センター所長 

（報 告） 

渡辺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 

渡辺プリミエール酒々井館長 

（報 告） 
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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、ご質問はございませんか。 

委員の皆さんから質疑等ないようですので、私から質問をいたします。星空の映

写会の参加者数は、毎年２００名程度でしたか。 

福田生涯学習課長 

  毎年２００名程度で実施しています。 

木村教育長 

  児童の数はどうでしょうか。 

福田生涯学習課長 

  親御さんと一緒に参加する児童が多いので、大人との割合は半々程度と考えてい

ます。 

木村教育長 

  他にございませんか。なければ、以上で報告第 1号を終わります。 

次に、報告第２号「飯沼本家の建物の国登録有形文化財（建造物）の登録への答

申について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

福田生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

福田生涯学習課長 

  報告第２号について、ご説明させていただきます。 

  飯沼本家の敷地内に建つ６棟の国登録有形文化財（建造物）の登録について、７

月２１日に文化審議会から文部科学大臣に答申が行われました。対象は、①主屋②

離れ家③明治蔵④甲子蔵⑤前蔵⑥裏門及び塀、という内容となっております。文化

審議会は町で言いますと文化財審議会のような位置付けで、ここから文部科学省に

国の登録文化財としてふさわしい、との答申があったというものです。今後は、 

１１月頃に文化財登録原簿への登録がなされ、その後、登録の官報告示を経て正式

決定される予定となっております。７月２２日の読売新聞と千葉日報に本件に関す

る記事が掲載されております。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。ご質問等がありましたらお願いします。 

村重委員 

 はい、議長 

木村教育長 

 村重委員 

村重委員 

 予定どおりに国登録有形文化財に指定されますと、また一つ酒々井町に名所がで

きるということですので、大変うれしく思います。昨年、新潟の大規模火災の際に、

「加賀の井酒造」が全焼するという残念なニュースがありました。万全な火災に対
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する備えをお願いしたいと思います。以上です。 

木村教育長 

  他にございますか。ないようですので、以上で報告第２号を終わります。以上で

報告を終了します。 

 

                                       
 
４ 次回会議の予定 

木村教育長 

続きまして、次回会議の予定についてを議題とします。事務局より説明願います。 

七夕こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

  次回会議の予定ですが、平成２９年８月２５日（金）１４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、９月の予定ですが、９月２９日（金）１４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。 

木村教育長 
次回会議は、８月２５日（金）１４時から、９月は９月２９日（金）１４時から

実施するということですが、いかがでしょうか。 
（全員了承） 

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。 
七夕こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

（報 告） 

木村教育長 

  それでは、お聞きのとおりご予定願います。 
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  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。 

七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  こども課長 

七夕こども課長 

  こども課よりその他のご報告をさせていただきます。初めに、酒々井小学校グラ

ウンド改修工事でございます。この事業は、平成２８年度から平成２９年度に繰り

越された事業です。７月１１日に入札が行われ、日本体育施設株式会社東関東営業

所と８２６万２千円で契約を締結いたしました。８月１日から現場工事に着手する

予定となっております。夏休み期間中の完成を予定しております。 

  二つ目ですが、酒々井中学校の給食用ダムウェーター修繕工事でございます。こ

ちらは、７月１０日に故障しまして、修理には部品の作製など４０日間程度かかる

ことが判明しました。夏休み中に修繕を終わらせるために、予備費を充用し、既に

発注を済ませたところでございます。故障が夏休み前だったため、給食は先生の立

会い指導のもと、生徒により各教室に運搬したところでございます。 

  三つ目ですが、酒々井小学校の停電とエアコンが使えなくなった件でございます。

７月１９日に酒々井小学校の受電設備、電気を受け入れる設備の制御装置が老朽化

により故障し、停電が発生しました。復旧措置後、電気は使えるようになりました

が、受電設備につながっているエアコンの変圧器の一部が破損し、エアコンが使用

できなくなりました。エアコンは７月２６日に使用できるようになっております。

受電設備の修理につきましては、業者に見積りを依頼したところ、大型の機器が高

いところに設置されており、周囲の樹木の枝打ち等も必要なことが分かりましたの

で、予算措置も含めて、現在、準備を進めているところです。 

  四つ目ですが、教育費ではございませんが、こども課で担当しております、子ど

も・子育て支援施設の建設工事について、ご説明させていただきます。７月１２日

に入札を実施し、成田市の島田建設株式会社と１億２３７万３，２００円で仮契約

をいたしました。契約の内容が議会の議決を要するものですので、７月３１日の臨

時議会に契約の締結について議案を提出する予定としております。併せまして、こ

の監理業務に関する委託費用も補正予算として提出させていただく予定です。この

施設は、岩橋保育園の隣接地となっております。以上でございます。 

木村教育長 

  今回、学校施設につきまして、いろいろとアクシデントと申しますか、起こった

わけですが、迅速・的確に対応をしておりますので、どうぞご理解をいただきたい
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と思います。他に事務局からございますか。 

福田生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

福田生涯学習課長 

  初めに、先ほど石井職務代理者からもご報告がございましたが、印旛郡市民体育

大会の結果について、資料を配付させていただいておりますので、後ほどご覧いた

だきたいと思います。次に、本佐倉城が４月６日に「続日本１００名城」に選定さ

れましたので、ご報告をさせていただきます。この度、認定証をいただきまして、

中央庁舎の玄関ホールに飾っております。今後は、日本城郭協会により、ガイドブ

ックの発行やスタンプラリーの実施などが予定されております。 

  最後に、千葉氏まつりのチラシを配付しております。１０月１日に開催を予定し

ておりまして、各種準備を進めているところですが、教育委員の皆様におかれまし

ても、ＰＲをよろしくお願いいたします。特に、仮装につきましては、参加者が多

いと大変盛り上がりますので、奮ってご参加くださるようよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

木村教育長 

  この１００名城ですが、今回、「続」ということで、酒々井町の本佐倉城と大多

喜城が選定されていますが、前回は千葉県からどこの城が選定されているかご存知

ですか。 

福田生涯学習課長 

  千葉県からは、佐倉城が選定されております。 

木村教育長 

  佐倉城ですか。意外と近くにありましたね。他にご質問等はございませんか。な

ければ、以上でその他を終了します。 

 

                                        
 

７ 閉 会 

木村教育長 
以上で、本日次第に掲げました事項はすべて終了しました。以上をもちまして平

成２９年度酒々井町教育委員会７月定例会議を終了いたします。（１５：３９） 
 

                                       
 
 
 
議事録署名 教育長 
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議事録作成職 員  
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