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平成３０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３０年８月２４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 福田 良二    

  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 鵜澤 勝己   中央公民館長 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 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（非公開）  

   議案第１号 平成３０年度９月補正予算（案）について 

  

（２）報 告（公 開） 

   報告第１号 平成３０年度８月補正予算について 

報告第２号 平成３０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２８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 １５：２５ 
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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３０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。石井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３件となります。 

  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号は、議会上程

前の予算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） 

  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、はじめに議案第１号「平成３０年度９月補正予算（案）について」を

議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

                                       

 

非公開 平成３０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。 

  続いて、報告に入ります。報告第１号「平成３０年度８月補正予算について」を

議題とします。事務局から説明をお願いします。 

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 

  報告第１号「平成３０年８月補正予算について」 
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  平成３０年度８月補正予算補正予算については、８月臨時町議会において審議未

了により廃案となったので報告します。 

  こちらにつきましては、６ページに給食センターのガスの遮断弁交換、ガスの自

動切替調整期交換ということで、ガス施設の修繕とボイラーの給水ポンプ交換とい

うことでボイラー関係の施設、そして、修繕料が底をついていることから、今後８

か月の多様な修繕を見込んで補正予算を計上したところですが、こちらにつきまし

て、臨時町議会本会議におきまして、他議案の審議を中心に行われ、最終的に補正

予算は審議未了で廃案となりました。以上です。 

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。 

  ご意見ご質問ございましたらお願いします。 

木村教育長 

  こちらは、他の内容もありまして、そのことについて反対する方々が多くて補正

予算全体としての採決をしようとするときに過半数を超える議員が退席したとい

うことで審議未了ということになってしまったということでございます。そのよう

な議会の状況がありましたということを補足させていただきました。 

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 

  廃案のことを知って驚きましたが、実態はこういうこともあるのだなと改めて勉

強させられました。いずれにしましても、先ほどお話がありましたとおり、早急に

やるべき事柄もありますので、ぜひこちらに費用を使ってもらいたいと思います。

廃案という言葉に対しては理解しているつもりです。 

木村教育長 

  他にご意見ご質問ございませんか。 

  ご意見ご質問ないようでございますので、報告第１号を終わります。 

  次に、報告第２号「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。 

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 

  報告第２号「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、平成３１年２月１２日(火)から２月１５日(金)ということ

で昨年度と同様４日間でございます。※印で書いておりますとおり、２月１２日
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(火)につきましては、１１日(月)の振替休館で元々の休館日となっておりますので、

実質３日間が特別休館となっております。作業内容としましては、蔵書点検等とい

うことで、２月の点検につきまして、毎年８月の定例教育委員会議に報告させてい

ただいておりますが、図書館で半年ごとのカレンダー作成しておりまして１０月以

降の後半のカレンダーにつきまして９月に配付するということから、今回、定例教

育委員会会議にご報告させていただくものでございます。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ので、これより質疑に入ります。 

  ご意見ご質問ございましたらお願いします。 

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 

  休館についてのお知らせはどのようにするのですか。 

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 

  図書館等の休館につきましては、通常、毎月町の広報紙に掲載しております。ま

た、図書館内にも掲示させていただいております。また、ホームページでもお知ら

せしております。以上です。 

木村教育長 

  他にはいかがでしょうか。 

  ご意見ご質問ないようでございますので、報告第２号を終わります。 

木村教育長 

続いて、報告第３号「行政報告について」を議題とします。 

  はじめに私からご報告いたします。 

  まず、７月３０日に行われた陸別町児童交流事業結団式についてですが、今回の

結団式はこども達の姿勢や発表時の声の大きさなど、これまでで一番素晴らしく、

感心いたしました。これも担当の職員や先生のご指導の賜であると思います。本日

夜６時３０分頃帰ってくる予定ですが、きっと立派な成果を上げてこられるものと

期待しているところでございます。  

  次に、３１日に開催された総合教育会議についてですが、今回の議題は、①外国

語教育について②ＩＣＴ教育と環境整備について③教職員の働き方改革と部活動

支援について④その他でした。それぞれの議題について、町長と私たち教育委員会

が国の動向と酒々井町の現状を共通認識した上で、意見交換し、当町の取り組むべ

き課題を整理しました。次回はこうした課題解決に向けての意見交換が行われる予

定となっております。なお、具体的な意見交換等の内容につきましては、時間の関
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係上省略させていただきます。 

  次に、８月６日の町退職校長会懇談会に出席いたしましたのでご報告いたします。

懇談会には退職された校長先生の他、町内在住の現職の校長・教頭及び県や市町の

教育委員会にお勤めされている方々が出席されておりました。当町はコンパクトな

町ですが、今申し上げた方々が思いの外多く在住されています。皆様と懇談する中

で、大変多くの期待が寄せられていることを強く感じました。 

  次に、この夏休み中に行われた小中学生の体育大会などについてご報告いたしま

す。まず酒々井中学校の運動部活動の活躍についてですが、今年は、郡大会で野球・

男子バレーボール・男子剣道・女子剣道が優勝、女子柔道が３位で、いずれも県大

会に出場しました。また、個人では陸上をはじめ４競技で９名の生徒が出場しまし

た。県大会では、陸上で鳥海柚月さんが女子４種競技で優勝し、関東大会に出場。

関東大会では８位に入賞しました。また、男子バレーボールでは３位となり、これ

また関東大会に出場しました。１回戦で勝利したのですが、２回戦で強豪校と対戦、

健闘しましたが敗退しました。以上ご紹介いたしましたとおり、近年にない好成績

を収めてくれました。生徒の皆さんにお祝い申し上げますとともに、そうした生徒

の皆さんの頑張りとご指導に当たられた先生方のご尽力に心から敬意と感謝の意

を表する次第であります。 

  次に、酒々井小５年生前田拓輝君が第３４回全国小学生陸上競技交流大会で５年

男子１００メートルで２位となる快挙を成し遂げたことをご報告いたします。前田

君は、一部会大会及び郡大会で優勝し、郡代表として出場した県大会でも優勝し、

千葉県の代表として８月１８日に神奈川県の日産スタジアムで行われた全国大会

に出場しました。５月の郡大会の記録が１４秒１０で県大会は１３秒４７でしたが、

全国大会では予選の時に１２秒９５、これは追い風プラス０．７ｍの公認記録です。

そういう素晴らしい記録で走りました。成長の著しさはまさに驚きであり、今後の

活躍を大いに期待するところでございます。なお大会の模様は２６日（日）にＮＨ

ＫＥテレビで１７時３０分から録画放映されるそうです。 

  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。 

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 

  第１回群馬県長野原町児童交流事業について感想を報告いたします。 

  私は６月２１日の結団式、７月２７日の解団式に出席しました。事業参加は小学

５年生を対象とし、今回は酒々井小２６人、大室台小１７人、内訳は男子１９人、

女子２４人、合計４３人が参加しました。６班に分かれて酒々井小、大室台小の児

童が各班に入り交じった構成となりました。１泊２日と短い期間でしたが、長野原

町児童交流会では現地小浅間山にて一緒にミニ登山をしながら交流されたようで

す。交流事業時間は約３時間でしたが、野外活動の交流はお互いに会話をし、助け
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合い、そして励まし合い行動をして楽しまれたようです。 

  酒々井小、大室台小の合流で各班による飯盒炊爨、テントを張り、始めての生活

体験、そして雄大な大自然の中、巨大なスケールの中の八ッ場ダムの見学等、解団

式の発表では、一人ひとりが参加してよかったと皆何かを感じ取ったようです。 

  第１回目の交流事業でしたが、児童のアンケートをもとに、また、引率者の意見

も参考に来年度も是非とも実行していただければと思います。 

  今回、学校教育事業として実施は困難とされ、学校教育課と生涯学習課とこども

課から６人、養護教諭１人の計７人の引率者により実施されました。 

  公務ご多用のおり引率の福田次長以下皆さまご苦労さまでした。そして、ありが

とうございました。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  ８月２０日に就学支援員会が開かれましたので、ご報告します。 

  特殊教育から特別支援教育に変わり、１０年あまりが過ぎました。社会の変化と

ともに、家庭や家族関係が多様化され、子ども達と取り巻く環境が変わってまいり

ました。そんな中、様々な障害をかかえ、生活している子ども達が増加の一途をた

どっています。障害を持っている子ども達の自立や社会参加に向けて、学校教育、

医学、心理学等の見地からその子に合った教育が受けられるように就学先を協議す

る委員会です。 

  町内の小中学校で、一人ひとりの子どもの知的、情緒、自閉症、言語等の障害に

合わせて手厚い指導がなされております。酒々井町ならではの職員が配置され、子

どもの成長されている様子が報告されました。 

  今回は、特別に小中学校を卒業される予定のお子さんたちの就学先について協議

されました。以上です。 

木村教育長 

  ありがとうございました。 

以上で、教育委員のご報告を終わりにいたします。 

続きまして、事務局から報告いたします。 

福田教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

  教育次長 

福田教育次長 

（報 告） 

七夕こども課長 

はい、議長 

木村教育長 
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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） 

鵜澤生涯学習課長 

はい、議長 

木村教育長 

鵜澤生涯学習課長 

鵜澤生涯学習課長 

（報 告） 

鈴木中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鈴木中央公民館長 

（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） 

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） 

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したらお願いします。 

浦壁委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁委員 
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浦壁委員 

  図書館こども映画会に今回だいぶ入っていたようなのですけれども、おはなし会

もそうなのですが、だいぶ少なくて、対象は何歳くらいで、ＰＲはどのようにして

いるのでしょうか。もう少し力を入れていただいて、せっかくの機会を広げてほし

いなと思います。 

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 

  広報にも載せているのですが、子育て支援施設などのお子さんが集まるところで

ＰＲをしているところでございます。こども映画会が今年初めて開催したのですが、

作品の内容によって人数の差があるので、作品選びもポイントだと思っております。

選ぶ方としては、子ども用にこれがいいのではないかと選ぶのですが、お子さんに

声をかけてもその作品ならいいやと参加していただけないということがございま

したので、作品選びも注意していきたいと思います。夏休み中に５回ほど予定して

おり、明日が最終ということで、アルプスの少女ハイジを予定しております。さら

に参加していただけるように考えていきたいと思います。 

  また、対象年齢についてですが、おはなし会につきましては、小学校の低学年く

らいまでです。映画会につきましては、全学年の小学生を対象としております。中

学生もと思うのですが、おそらく中学生は興味を示さないのではないかと思います。 

浦壁委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁委員 

浦壁委員 

  町全体で見ると夏休みに子ども向けで色んな事業があるのに宣伝しても来てく

れる人が少なかったりします。どこかでまとめていただいて学校などで配付してＰ

Ｒするというのは、町の体制としてぜひそれをお願いしたいと思います。夏休みで

すから、一覧を見ることで保護者さんも予定を立てられるので、町全体のことにな

りますが広げられるようにお願いしたいと思います。 

木村教育長 

  夏休み特集のようなもので、様々な子ども対象の催し物を一括して示していただ

けると参加しやすいのではないか、というご意見ですので、ご検討をお願いいたし

ます。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 
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  学校教育課にお伺いします。休み中に交流事業ということで、特にオーストラリ

アに行かれたお子さんたちの結団式や解団式に参加させていただいたのですけれ

ども、今回で７回目と言われましたけれども、子ども達の質の向上をとても感じま

す。それは訪問のテーマを決めて、事前に調べたり指導したり、あるいは報告の仕

方や様々なことについてきめ細かな指導がなされている成果だなと思いました。結

果的にすごく有効で、これが後輩にも繋がっていくということを感じて、また、行

ってきた暁にはその先のことも考えながら子ども達は発表をしているなと感じて、

指導される方は大変だと思いますが、素晴らしい事業だなと感じております。これ

からドイツにも行かれますけれども、事前学習という研修を進めておりますので、

同じように子ども達にも研究テーマや自分が何のために行くのかということをき

ちんと理解させていくという点で大変感銘しております。 

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 

  千葉工大と小中学校のＩＴ化についてというのは、前からやっていましたよね。 

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 

  今回、初めてでございます。千葉工大が他の自治体で支援をしていると話を聞い

たものですから、千葉工大と話をしてみてはどうかということがありまして、連絡

を取らせていただいて、今回、施設の担当ということでこども課、学習内容という

ことで学校教育課副課長、それから、町の情報担当と３人で行かせていただきまし

た。今回は初めてでしたので、具体的な内容につきましては、またこれから連絡を

取り合ってと考えております。 

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 

  小中学校の一番頭が柔軟な時からＩＴについて感心を持ってもらって、勉強して

もらいたいということですね。先生方ではなくて子ども達ということでよろしいの

でしょうか。 

七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  こども課長 
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七夕こども課長 

  これからのことなので、はっきりとは申し上げられませんが、まずは、タブレッ

ト端末の操作など、そういった形で子ども達に教えていただくことなどを考えてお

ります。具体的にはこれからでございます。大学側といたしましても、そういった

ボランティア活動をされることによりまして、大学の単位の認定になる場合もある

ということなので、向こうとしてもメリットがある内容ということなので、そのあ

たりでまた話し合っていけたらと思っております。 

木村教育長 

  他にございませんか。 

  では、私から学校教育課にお伺いしますが、わかっていれば教えていただきたい

のですけれども、８月２１日公立高等学校入学者選抜要綱説明会とありますが、入

試日程の詳細、願書受付、そして、試験日、発表日がわかれば教えていただきたい

と思います。 

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 

  今手元に資料がありませんので、後ほどお答えさせていただいてよろしいでしょ

うか。 

木村教育長 

  それでは、後ほどお願いいたします。 

  給食センターですが、ガスの遮断弁交換や自動切替調整器交換は、先ほどの話だ

と予備費で対応ということですが、これは休み中に行うのですよね。いつ行うので

しょうか。 

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 

  ガスの遮断弁交換とガスの自動切替調整機器の交換につきましては、予備費から

充用いたしまして、工事を８月２７日（月）に実施する予定でおります。工事とし

ては１日で終わるとしています。 

木村教育長 

  他にご意見ご質問ございませんか。 

ご意見ご質問等ないようでございますので、以上で「報告第３号」を終わります。 

以上をもちまして、議題については、すべて終了しました。 

                                       

 

４ 次回会議の予定 



 11 

続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。 

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３０年９月２８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１０月の予定ですが、１０月２６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、９月２８日（金）１４時から、１０月は１０月２６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。 

  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、その他はございませんか。 

（その他なし） 

木村教育長 

  事務局からはないようでございますので、委員の皆さんからその他はございませ

んか。 
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（その他なし） 

木村教育長 

  ないようですので、以上でその他を終わります。 

                                        

 

７ 閉 会 

木村教育長 

以上で、本日次第に掲げました案件はすべて終了しました。以上をもちまして平

成３０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。（１５：２５） 

                                       

 

 

 

議事録署名 教育長 

 

 

      委 員 

  

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課  


