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平成３０年度酒々井町教育委員会３月定例会議 議事録 

 

開 催 日 平成３１年３月１９日（火） 

 

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 １４：０２ 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）議 案（公 開） 

   議案第１号 平成３１年度教育施策の策定について 

 

（２）報 告（公 開） 

   報告第１号 平成３０年度３月補正予算の議決について 

報告第２号 平成３０年度３月補正予算（追加分）の議決について 

報告第３号 平成３１年度当初予算の議決について 

報告第４号 行政報告について 

 

４ 次回会議の予定 ４月２５日（木）午後１時１５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 発言の申し出 

  

８ 閉会時刻 １７：１０ 
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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３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 

続きまして、議事録署名委員の指名を行います。浦壁委員にお願いします。 

                                       

 

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４件です。 

本日の案件に非公開とすべきものはございません。会議はすべて公開しますので、

あらかじめご了承願います。 

  それでは議案第１号「平成３１年度教育施策の策定について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

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 

  議案第１号「平成３１年度教育施策の策定について」 

  平成３１年度の教育行政の運営に関する基本方針を別添のとおり作成したので、

酒々井町教育委員会行政組織規則第５条第１号の規定により議決を求めるもので

ございます。 

  平成３１年度の教育行政の運営に関する基本方針につきましては、２月２２日と

３月１日、意見交換会において、事務局からご説明させていただきまして、委員の

皆さまにご検討をいただきました。そのご検討をいただいた内容を別添の教育施策

体系図という形でまとめさせていただきました。資料でございますが、事前にお配

りしておりますが、Ａ３の横長の大きなものの上にＡ４の教育施策と付いたものが

１つとなります。外には出ないのですが、施策の主な事業ということで、Ａ４の冊

子で事業の内容を説明させていただいております。こちらにつきましては、教育施

策を基に議決をいただいた後になりますが、年度の早い時期に平成３１年度酒々井

の教育ダイジェスト版というものを作成しまして、町内に回覧いたします。また、



 3 

教育委員会の組織と活動内容をまとめて紹介する平成３１年度酒々井の教育とい

う冊子にＡ４判の教育施策とＡ３判の施策の体系図を掲載することとなっており

ます。なお、ホームページでも酒々井の教育を掲載することを考えております。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ので、これから質疑に入ります。 

  ご意見ご質問ございましたら、お願いします。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  前回、話し合った中身を大変よくまとめていただいて、意見が反映されていて、

とてもわかりやすくなっていましたが、１点、体系図で７番の教育行政の推進とい

うところで、重点的な取組で（１）と（２）があります。そこの主な施策というと

ころで、ポチが３つあるのですが、「（１）より良い地域・学校づくり」とその横の

主な施策のポチが合っていないのかなと思います。他のところを見ると全部ライン

が引いてあるのですが、ここだけラインが引いてないんですね。２つ目のところに

ラインを引くとするならば、最初に「より良い地域・学校づくり」というところに

は、「学校給食に関する公平化及び負担軽減」というのが上の段にくるのではと思

います。そして、「教育事業の説明の推進」に上のポチが来てラインが引かれると

こちらの冊子の内容と合うのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

木村教育長 

  重点的な取組が、分野別にそれぞれあって、１の学校教育は（１）から（７）ま

であって、（１）は、学校施設、設備の整備と改修などがあって、重点的な取組ご

とに線で分かれていると。次の社会教育も（１）から（３）まであって、３つに分

かれていると。その次のスポーツも（１）と（２）があって、２つに分かれている

と。そういったことで行くと、一番最後の教育行政も重点的な取組が（１）と（２）

だからこれに対応した表記をしたほうがいいだろうと。ついでに言うと、主な事業

もそういうことになってきますよね。そういうことなので、訂正したらどうかとい

うことです。 

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 

  こちらの７番だけ（１）と（２）の取組みがあるにも関わらず、施策がまとまっ

てしまっていましたので、それを直したいと思います。 

木村教育長 

  対応するように分けていただければと思いますが、具体的にどのように直すかお
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っしゃっていただいてもよろしいでしょうか。 

林委員 

  具体的には、主な施策というところにポチが３つありますよね。 

木村教育長 

  ４つです。積極的な教育委員活動の隣にもう一つあります。 

林委員 

  仮にこれを３つのポチと読むとするならば、２つ目までが「教育事業の説明の推

進」に当たるのかなと思います。そして、一番最後のポチが（１）の「よりよい地

域・学校づくり」に該当するのかなと思います。右側の方に行くと、主な事業でポ

チが４つありますよね。このポチの４つのうち３つは下に来て、学校給食について

のことが、上に行くのかなと思います。そうすれば、ちょうど合うと思います。冊

子を見るとそのようになるのかなと思います。 

木村教育長 

  林委員からご提案がありましたが、いかがでしょうか。 

七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  こども課長 

七夕こども課長 

  今いただいたご意見のとおりだと思いますので、順序が逆になっている施策と事

業のところを直したいと思います。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  前回、議論した、「スマホ利用の啓発と家庭と考えるＮＯスマホデー」ですが、

前回「ノースマホデー」とカタカナ表記だったのが「ＮＯ」がアルファベットにな

ったので、見やすくてインパクトがある表記になったと思います。 

木村教育長 

  他にはございませんか。 

  改めて修正したものをまたお諮りすることはせずに、事務局一任ということで、

林委員からの提案を反映させることとさせていただきます。 

他にご意見ご質問ないようでございますので、これから採決を行います。 

  議案第１号「平成３１年度教育施策の策定について」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１号は可決されました。 

  つづきまして、報告に入ります。はじめに報告第１号「平成３０年度３月補正予

算の議決について」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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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 

  報告第１号「平成３０年度３月補正予算の議決について」 

  平成３０年度一般会計の３月補正予算については、町議会３月定例会において原

案のとおり可決されたので報告します。 

  ３月補正予算につきましては、２月の定例教育委員会会議でご審議いただいたも

のでございまして、町議会でも原案のとおり可決されたものでございます。 

  内容につきましては、２月の定例教育委員会会議で説明させていただいた別冊の

資料となっておりました、平成３０年度一般会計３月補正予算書（案）教育委員会

関係分となっております。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ので、これから質疑に入ります。 

  ご意見ご質問ございましたらお願いします。 

（質疑なし） 

木村教育長 

  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１号を終わります。 

  次に、報告第２号「平成３０年度３月補正予算（追加分）の議決について」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「平成３０年度３月補正予算（追加分）の議決について」 

  酒々井町教育委員会行政組織規則第５条第３号に係る平成３０年度一般会計の

３月補正予算（追加分）については、同規則第６条第１項の規定に基づき臨時代理

しましたので、同条第３項の規定により報告します。 

  なお、町議会３月定例会において、別紙のとおり可決されたので、併せて報告し

ます。 

  補正後の総額は、１０億６，７６２万８，０００円でございます。 

  歳出につきましては、まず、委託料としまして、６５０万４，０００円。これは

増築工事に伴う工事監理を委託するためのものでございます。工事請負費、１億７，

６４８万４，０００円。工事費でございますが、後ほど図面でご説明をさせていた

だきます。備品購入費、９６２万円。会議室の机、椅子、ホワイトボード、また、

交流スペース用のロビーチェアー、移動式観覧席ということで、２年前と異なって

いる点は、移動式観覧席というのが増えてございます。こちら若干説明させていた

だきますと、移動式観覧席という名前ですけれども、コンパクトに収納できるもの



 6 

となっておりまして、ひな壇形式で一列に７席あり、それが３段になっております。

使わないときには１段で１メートルくらいに収まるというようなもので、より講演

会等を見やすくするためのもので、今回新たに購入しようと追加となっております。 

  次に、歳入でございますが、こちら交付金のほうは、企画財政課で担当しており

ますが、地方創生関係ということで、拠点整備交付金で９，１４９万４，０００円

です。地方創生推進交付金で４８１万円ということで、拠点整備交付金につきまし

ては、工事費と委託費の２分の１が交付されます。また、推進交付金につきまして

は、備品に対して、２分の１が交付されるとなっております。 

  次に、教育債ということで、プリミエール増築事業ということで、９，０１０万

円。こちら起債対象事業費で備品を除いた工事、委託が対象となります。それから、

起債対象事業費分の交付金を除いた金額の１０万円未満切り捨ての金額が教育債

として借り入れできるものでございます。 

  なお、この教育債につきまして、今回の起債につきましては、５０パーセントの

交付税措置があるということでございます。 

  歳入２つを足しますと１億８，６４０万４，０００円ということで、歳入歳出の

差額分の６２０万４，０００円につきましては、一般会計財政調整基金の取り崩し

で行うとなっております。 

  それでは、図面をご覧ください。まず平面図ですが、左のほうが施設全体として

の増築部分を表記してございます。エントランスの奥がガラスになっておりますが、

そこを撤去しまして、増築部分を繋げるということで、内容は２年前と同じでござ

います。こちらは主に交流スペースとしまして、１５３平方メートル。会議室で７

２平方メートルの４５人席ということで、通常は簡易的な間仕切りがありますので、

会議室と交流スペースの間仕切りは仕切りをしておきます。それから、エントラン

スと交流スペースの間仕切りについては、通常は開けておきます。場合によっては

仕切って使えるという形になってございます。 

  また、交流スペースの中には、授乳室を設ける予定でおります。また、その前に

は売店を置くこととなっておりますが、簡易的なカウンターなどを置いて、基本的

にできたものを販売するということで考えております。 

  平面図の裏面に立面図となっておりますが、これでは見にくいので、鳥瞰図的な

物を用意してございます。ガラスを撤去しますので、暗くなってしまうのではない

かよく言われます。今は明る過ぎるほどの明るさなので、撤去する部分は約３メー

トルありますけれども、そちらは増築部分に繋がりますので、そこからの明かりは

ないわけですけれども、さらに上の部分にガラス部分がありますので、十分、明か

りを取れるということで、建築確認上、必要な明かりの数値が出ておりますので、

問題ないと考えております。 

  今後の工程を申し上げますと５月に入札、その後、６月の議会で契約案件の議決

を経て、順当に行けば７月から工期が始まりまして、年度内には完成、４月にはオ

ープンということで予定を組んでございます。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、これから質疑に入ります。 
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  ご意見ご質問ござい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 

  １点だけ、授乳室の入口のところに、例えば、アコーディオンカーテンとか設置

して、視線対策をお願いしたいと思います。 

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 

  この図面には入っていないのですけれども、仕切りはございます。 

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 

  今回の工事は念願が叶って、少しでも広くなればいいと思っております。こちら

の工事とは関係ないのですが、この前、プリミエールの施設予約の順番を取るため

に真夜中にプリミエールに行って並んでみたところ、玄関が真っ暗で何も見えませ

ん。是非とも街灯などを設置していただければと思いました。今のままでは、防犯

上良くないと思いました。真っ暗な中に順番待ちの方が待っているということ。そ

れともう一つ、駐車場の関係なのですが、建物側のところで夜間に終わって出ると

足元が真っ暗で見えません。特に、建物側に車止めが置いてあるのですが、そこに

つまずいて転ぶことがあるのではないかということで、工事とは関係ないのですが、

併せてやっていただけたらと思います。予算に入っていないので難しいと思います

が、要望を述べさせていただきます。 

木村教育長 

  プリミエールを通常利用している立場からですと、街灯がないところがあるとい

うことです。危険な場所があるので、増築工事と一緒にという意味合いもあるみた

いですが、館長お答えください。 

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 

  玄関先の電気ですけれども、通常２１時で切れるようになっておりまして、その

ままつけておくことは可能です。過去に明かりをつけておくといろいろな方がそち
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らに集まってくるということがあって、２１時以降は消したという経緯を聞いてご

ざいます。現在、施設を予約するために、早いうちからお待ちいただくという事例

もございますので、検討させていただきたいと思います。 

  また、ロータリー近辺の車止めで暗いと危ないということでございますので、今

後検討させて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 

  明るいと人が集まるということですが、奥のほうに非常灯が見えるだけなので、

明るすぎなくてもいいので、工事と併せて行っていただきたいと思います。 

木村教育長 

  検討してみてくださいということなので、よろしくお願いします。 

  ついでにお聞きしますが、入場券を求めるのに朝２時とか３時から並ぶ人がいた

ということですが、十数人くらいは庇の下で待つくらいはできる構造になっている

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 

  庇はございます。 

木村教育長 

  他にはございませんか。 

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 

  建物の関係の中で、プリミエールは控室とか会議室があるのですが、増築する部

分は、例えば、大きな大会などがあった場合、着替えをすることはできるのでしょ

うか。 

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 

  通常、文化ホールを使う場合はその主催者の方がどれだけの部屋を確保するかと

なるわけですが、通常、楽屋が２つ、それから必要に応じて多目的室、既存の会議
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室、こちらは、必要であれば主催者の方が一括で取るようになっておりますので、

今回のところは、基本的には更衣室ということで考えてはございません。もし、そ

れ以上に必要だということであれば、更衣室として使うことも可能かと思います。 

  交流スペースは基本的には貸し出しの場ではないということで、会議室は貸し出

しの場なので、必要に応じて仕切れば更衣室として使えるのかなと思います。 

木村教育長 

  他にはいかがでしょうか。 

  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２号を終わります。 

  次に、報告第３号「平成３１年度当初予算の議決について」を議題とします。事

務局から説明をお願いします。 

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 

  報告第３号「平成３１年度当初予算の議決について」 

  平成３１年度一般会計の当初予算については、町議会３月定例会において原案の

とおり可決されたので報告します。 

  平成３１年度の当初予算につきましては、２月の定例教育委員会会議においてご

審議をいただいたものでございまして、町の議会でも原案のとおり可決されたとこ

ろでございます。内容につきましては、２月の定例教育委員会会議のご説明のとき

に使わせていただきました、別冊資料の平成３１年度当初予算の概要と毎年度必要

になる経常経費などを合わせてまとめました、もう一つの別冊の資料、平成３１年

度一般会計当初予算（案）の教育委員会関係分のとおりとなっております。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ので、これから質疑に入ります。 

  ご意見ご質問ございましたらお願いします。 

（質疑なし） 

木村教育長 

  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。 

  続いて報告第４号「行政報告について」を議題とします。今月は小中学校等の卒

業式が行われておりますが、これらには委員の皆様も出席されておりますので、私

からは卒業式を除いた行事についていくつかご報告いたします。 

  まず、２月２５日（日）に公民館で行われた町盛年式について報告します。今回

の対象者は２２８名で、当日の出席者は４０名でした。これに来賓、ボランティア

団体の方々やスタッフなど、合計１１８名が集い盛会裏に終了しました。今回も

酒々井中吹奏楽部が出演し、懐かしい曲の演奏で会場を盛り上げていただきました。 

  次に３月３日（日）、酒々井総合公園で行われた酒々井町長杯少年サッカー大会

について報告いたします。大会には近隣市町から１７チームが参加し、当町の酒々
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井 FC は３連覇を目指しましたが、準決勝で敗退しました。当日は冷たい雨という

悪コンディションでしたが、子ども達はどろんこまみれになって頑張りました。 

  次に、６日、役場で、「酒々井町と千葉工業大学との包括的な連携に関する協定」

の締結式が行われましたので、そのご報告をいたします。大学側からは瀬戸熊理事

長、小宮学長ら１０名が、町からは町長以下１１名が出席しました。協定書の写し

をお手元にお配りいたしておりますが、本協定に基づく取り組みとして、タブレッ

ト１２５台を町に寄贈していただきました。このタブレットは、千葉工業大学の学

生が入学してから卒業まで使用したものを初期化したものだそうです。町では教育

現場で活用させていただく予定です。 

  次に、９日（土）にプリミエールで行われました昭苑こども園の保育総合発表会

についてご報告いたします。ほぼ満員の会場で、今年も園児たちは何も見ないで何

曲も歌ったり、いくつものお遊戯を演じておりましたが、何度も感動いたしました。

今年度から認定こども園となりましたが、子ども達の発表を見ていて質の高い教育

と保育が一体となって実践されていることが窺えました。 

  次に、１４日に行われました町スポーツ表彰について報告いたします。昨年制定

されたスポーツ表彰及び文化表彰ですが、本年度は、フィギュアスケート競技の吉

岡詩果さんと空手道の佐藤淳子さんが受賞されました。受賞事由はお手元のスポー

ツ表彰被表彰者一覧に記載されておりますのでお目通しください。表彰式は町議会

議場で全議員の参列する中で行われましたが、特に吉岡さんには４年後の北京オリ

ンピックへの出場を目指して、これからも頑張っていただきたいと思います。 

  次に１６日に順天堂大学を会場にして開催しましたオリ・パラ体験事業について

ご報告いたします。この日は町内の小中学生６２人が参集しました。講師は４００

メートル障害でバルセロナ・アトランタ・シドニーオリンピックに３大会連続出場

の山崎一彦さん、リオ・オリンピック４００メートル出場の北川貴理（たかまさ）

選手でした。こども達は皆真剣かつ楽しく受講していました。動きづくりを中心に

した練習内容のようでしたが、どの子もよい動きを習得できたように思いました。

今後の課題はよい動きの自動化ですが、これは反復練習によってのみ体得されるも

のですので、単調な練習にめげず、頑張って欲しいと思っております。大会での活

躍を期待したいと思います。 

  以上で私からの報告を終わります。 

  続いて、委員の皆様か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 

  ３月１日に開催された、教職員の特色ある教育研究支援事業報告会について発表

いたします。 

  昨年５月１１日に発表審査会が開催され、その後１年間の取組みにより各学校の

進捗状況、成果などが発表されました。 
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  酒々井小、梅澤先生は「投力を高めることができる環境整備のあり方」を研究主

題として発表、児童の体力テストで投力低下が課題となり、投てき板やフォームロ

ケットを活用の上、体育科の授業や休み時間を利用して投てき運動を継続的に実施、

大幅に投力増加が図られたことがデータにて発表されました。投てきという全身運

動は、成長期にある子ども達に良い効果があると思われます。 

  今後の運動の中で指導者や環境整備等問題もありますが、授業モデルを作成し、

他の学校に配付したいとのことです。是非とも実現してほしいと思いました。 

  大室台小、小林先生は、特別支援自立運動において、「姿勢の保持を目指した運

動と環境整備」を研究主題とし、バランスボールやローラーボードの遊び、姿勢補

助のクッション、リトミック運動等、毎時間の記録から楽しんで姿勢保持向上が図

られ、大幅な姿勢保持の行動ができるようになった。とのことです。この成果を各

学級及び町内の各学校に広めるとしています。支援を必要とする子ども達の一人で

も多く体力改善が図れればと思う次第です。 

  酒々井中、弦巻先生は研究主題を「データに基づいたバレーボール技量の向上及

び規範意識を確かめる」として、指導者の指導力向上、選手技量の向上、結果、チ

ーム実績の向上を目指すとされました。補助金によりバレーボールの基本のレシー

ブ、トスに技術向上用具、また、タブレット端末により記録、映像により修正、改

善を図る。過去予選リーグ敗退や下位の成績であったが部活動の運営に関する指針

を基に限られた時間の中で集中して練習の積み重ねにより、８月以降少しずつ成果

向上が成績表にも表れ、その結果、勝負に勝つことの喜びを実感したようです。成

績向上は規範意識が高まり、学校生活も模範的になったとのことです。ただ、他の

部活もそうですが、女子バレーボール部も部員が２年生６名、１年生がわずか１名、

計７名と、特に大きな大会に出場するために、人員と時間の確保が必要とされてお

り、入部希望者をいかに増やすか工夫と行動が求められています。今回も研究発表

を担当された先生方におかれましては、日頃、校務多忙の中、教育研究に携わりご

苦労されたことと思います。日々成長する生徒の姿は、データや態度に表れ、手応

えが感じられたことと思います。 

  今後も継続してさらに良い方向に向かい成長を期待いたします。以上で報告を終

わります。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  私は３月１２日（火）の酒々井中学校卒業式の感想を述べたいと思います。 

  当日は、昨年の雨にはならず、春の訪れを感じさせる良い天気でした。式は厳粛

な空気の中、滞りなく大変良い卒業式でした。今年も特に印象に残ったのが、酒々

井中の着席しての深い礼が圧巻と言えるほど、さすが、あいさつ日本一を目指す

酒々井中の生徒たちでした。伝統が受け継がれておりました。ここ数年気になった

のが、若干の生徒たちの姿勢です。入退場時の歩行の姿勢と起立した時の姿勢が猫
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背気味だったことです。せっかくの晴れ舞台なのだから、背筋を正し、胸を張って

顎を引いて歩いていただきたいです。娘が卒業して２年が経ちますが、卒業生全員

が我が子のように思えてしまい、生徒たちの「ふるさと」や「あなたへ」の歌声を

聞いて、目に涙を浮かべてしまいました。合唱コンクールで歌い込んだハーモニー

から訴える力が伝わってきました。教育委員に就任し、当時、小学校５年生だった

子たちが酒々井中に入学したかと思ったら、卒業の年になりました。この３年間は

あっという間のことだったかと思います。今後の３年間も人生を左右する時間です

ので、卒業生には１分１秒無駄にせず、頑張っていただきたいです。 

  校長先生からのメッセージで昨年の入学式でもおっしゃられた「６つの心を大切

にする人になってほしい」とお話されました。６つの心とは、ありがとうございま

したという感謝の心、おかげさまでという謙虚な心、明るい心、素直な心、反省の

心、積極的な心です。この心を噛み締め、日々頑張ってください。残った在校生は、

酒々井中の今後の歴史を作りますので、頑張ってください。 

最後に、おかげさまで、先生方の深い愛情と熱意溢れるご指導により、子ども達

が健やかに成長し、無事卒業したことを保護者を代表しまして、心より感謝を申し

上げます。この場をお借りしまして、卒業生の今後の輝かしい前途をお祈り申し上

げます。 

余談ですが、体育館の照明が１つ切れておりましたので、交換をお願いします。 

以上です。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  好天に恵まれた３月１５日、大室台小学校の卒業証書授与式に村重委員と出席し

てきましたので報告します。 

  厳かな雰囲気の中、１０１名の皆さんが卒業されました。６年間の学びがぎっし

りとつまった卒業証書を手にした卒業生の誇らしげな笑顔がとても印象的でした。 

  別れの言葉は、卒業生と在校生のかけ合い形式で進められ、お互いの絆を感じま

した。歌声が素晴らしかったです。 

  退場のとき、卒業生は保護者の前をゆっくりと歩くルートを考えた教職員のすて

きな配慮を感じました。 

  最後に、式場には低学年の姿が見られませんでした。様々な課題はあると思いま

すが、少し残念に思いました。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 

  続いて、私も同じ日の３月１５日、石井職務代理とともに酒々井小学校の卒業式
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に参列しましたので、報告します。 

  ９０人卒業生がおりましたが、当日は５人欠席しておりました。進路先としては

私立中に２人、支援学校に１人、他に１名という説明を受けました。ここ数年の傾

向ですが、女子１３人に袴姿が見られ、去年よりは少なくなったのかなという印象

を受けました。猪鼻校長先生から一人ひとりに卒業証書が手渡され、そのおりにそ

れぞれが決意の言葉を表明しました。やはり、男の子の傾向はスポーツ関係の選手

になりたい、サッカーやバスケットという種目が出ていました。その他にはプロ野

球選手になりたい、そして、消防士や警察官になりたいなど、自分の夢が繋がると

いいなと思いました。女子はスタイリストや芸能人、トリマー、保育士、歌い手と

いう歌手ではなく歌い手になりたいのだなと聞いておりました。中には安定した職

業に就いて親孝行したいという子もいて、これはお家でそういうお話をしているの

かなという感想を持ちました。今年は、私は初めてお聞きしたのですが、校長先生

の式辞の中で、「大切なもの」というタイトルの歌を２度に分けて挿入して熱唱さ

れ、未来へはばたく卒業生にエールを送りました。校長先生も大変良い声だったの

ですが、子ども達の声で胸が熱くなりました。思春期に突入する若者を私たちもし

っかり見届けたいと思いました。以上です。 

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 

  本日午前中に行われました、平成３０年度第３６回岩橋保育園の卒園式に林委員

と出席しました。中学校、小学校の卒業式、そして、本日の保育園の卒園式、いず

れも春の日差しがいっぱいに会場内に差し込む素晴らしい好天の中の式典となり

ました。 

  ２６名の卒園児はきちんと着席し、その姿は小さいながらも素晴らしい態度でし

た。一人ひとりが名前を呼ばれると、大きな声で返事があり、園長から卒園証書を

受け取りました。そして、一人ひとりから親への感謝の気持ちの発表には目頭が熱

くなり、感動させられた場面でした。 

  今回も英語学習の成果をピアノ伴奏により、大きな歌声が会場内いっぱいに響き

わたり披露されました。 

  明日からは、ランドセルを背負い早く学校へ行きたいとわくわくしながらその日

を待っていると思います。子ども達は酒々井町の宝です。みんな元気で明るく素直

に育ってほしいとの思いです。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 

  続いて、本日の午前中、村重委員とともに中央保育園の保育証書授与式に参列し
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てまいりました。これは第４８回になっているそうです。中央保育園は、保育目標

を、「健康な子」「思いやりのある子」「努力する子」ということで、長い子は６年

と１ヶ月保育園でお世話になったという保育年数がありました。これだけ預けられ

るということは安心してお願いできる保育園があるからだろうと思います。 

この日は１０人の子ども達が卒園しました。１０人のうち３人が男の子であとは

女の子でした。普段の生活はどうですかと園長先生に聞きましたら、やはり女の子

は強いですねということで、ここでも女性が力を発揮しているのかなと思いました。

小学校に行ったら何をしたいかということを一人ずつ報告がありまして、ピアノを

上手になりたい、縄跳びをしたい、手伝いをしたい、ということで、中には勉強を

頑張りたい、足し算１００点採りたいと早くも小学校への夢をここで自分の口から

言えたんだなと思っております。本人が卒園証書を受け取り、お母さんにそれを渡

すのですけれども、お母さんが先に泣いていて、２人で顔を見合わせて、それに誘

われました。小学校の校長先生は、「みんなは大変きちんと座っていて素晴らしい

ね」とお話をしていまして、「１年生に見習わせたい」とおっしゃっていました。

こんなに上手に座れるんだねとたくさん褒めてあげたいと思いました。１年生へみ

んなが夢を持って元気でスタートしてほしいと思いました。以上です。 

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 

  岩橋保育園の卒園式について追加なのですが、２６名の卒園児がいる中で６年保

育、つまり生まれてからずっと保育園でお世話になったという方が２６人中６人お

られまして、そういう意味では大変、親御さんも感謝しているのではないかという

感想を持ちましたので一言添えさせていただきます。以上です。 

木村教育長 

  ありがとうございました。 

  事務局からの報告に入る前に、教育委員のお話の中で、お伺いしておきます。 

  一つは、林委員からは大室台小学校での卒業式で１、２年の出席がなくて寂しか

ったという意味のご発言だったかと思いますが、これについて、学校教育課長から

何かありますか。 

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 

  式の前にもやはりそういうお話を伺ったことがありましたので、校長に確認した

ところ、どうしても入るスペースがないということで、あと数年経てば、１年生、

２年生入るスペースができるのではないかというお話ですが、できましたら入れて

あげたいなということだったのですが、その分、他で１年生、２年生には、対面し
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て別れるような機会を設けているような形になります。 

木村教育長 

 酒々井小は、入っていたのでしょうか。 

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 

  昔の酒々井小学校の小さい体育館の場合は、やはり入れなくて、苦労したのです

けれども、例えば、廊下に立たせてそこの間を６年生が歩いていくということをし

たのですが、今は、体育館が大きくなりましたので全員入れます。ですから、大室

台小も全員入りたいという気持ちはあると思います。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  スペースの問題だけならば仕方がないかなと思いますが、６年生がおよそ１００

人卒業されて、新１年生はおよそ５０人ですよね。新１年生が大分少なくなってき

ているということもあるので、スペースだけの問題なのかなと思います。もし、ス

ペースだけの問題ならば工夫して、直前ではなかなか参加できませんが、１年も前

から計画的にしていただけると、素晴らしい６年生の姿や歌声の様子を１、２年生

にも聞かせたいなと思いますので、ご検討いただけたらありがたいかなと思います。

以上です。 

木村教育長 

  ご検討いただきたいというご要望がありましたので、よろしくお願いします。 

  それから、浦壁委員から酒々井小学校の卒業式で袴姿が１３人ということでした

けれども、大室台小は１人もいなかったようです。学校側から何かあったのでしょ

うか。 

浦壁委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁委員 

浦壁委員 

  私の家は大室台小学区なので、近所の６年生の子に聞いたのですけれども、４月、

５月の段階で、袴姿はいかがなものかという話が出ていたのだそうです。保護者の

中でも、子ども達の間でも話題になっていたと思います。それがきっと繋がってい

ったのかなと想像しております。 

玉井学校教育課長 

  はい、議長 



 16 

木村教育長 

  学校教育課長 

玉井学校教育課長 

  女の子は制服を買いますとブレザーを貸出してくれるシステムがあるようです。

ですから、それがあるなら、それを着たらいいのではないかという、そういった保

護者の方々がおります。浦壁委員がおっしゃったようにけっこう早い時期から保護

者の方が話題にしていただいて、子ども達みんな一緒に卒業するならば、そういう

形で送り出していこうと考えがあったそうです。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  学校からお話があったということもあり、親も安心したのだと思われます。また、

ブレザーを中学校の制服を買ったところで貸していただけることもあり、そういっ

たことで０だったのかなと思います。きちんとしたブレザーと子どもらしいスカー

トを履いていた子たちは卒業生に相応しい服装だったと感じます。以上です。 

木村教育長 

  他にございませんか。 

ないようですので、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 

私からは、３月５日から１４日まで町議会３月定例会が開催されましたので、そ

の概要を報告します。 

教育委員会関係の提出議案の議決結果については、先程、担当課長から報告をし

たとおりです。 

また、浦壁委員の辞職に伴う教育委員の任命に関する議案は、全員賛成で大塚益

子さんの教育委員任命について同意が得られました。任期は浦壁委員の残任期間の

２年間となります。 

次に、議会初日に新年度を迎える３月議会ということで、町長から平成３１年度

の町政運営に向けた施政方針が示されましたが、町政全般にわたり４５分ほどの時

間をかけて町長から説明がありましたので、ここで簡単にご説明することが少々難

しいため、詳細につきましては、広報ニューしすい４月号をご覧いただきたいと思

います。 

続きまして、提出議案の審議経過等についてご報告いたします。３月７日に開催

された教育民生常任委員会において審議され、２議案とも可決すべきものと決しま



 17 

した。審議の中で、一般会計補正予算の教育費につきましては、青少年交流の家の

弁護士費用について、裁判が長引けば費用がそれだけ必要になるので、早期解決で

きるようにという意見がありました。 

次に新年度予算の教育費につきましては、ふれあい教室に通う子供たちの数など

について質問があり、中学３年生４人、中学２年生１人、中学１年生１人、小学生

１人であり、学習面、生活面でサポートしている旨を回答しました。 

また、議会最終日にプリミエール酒々井の増築に関する補正予算が追加議案とし

て上程され、審議の結果、賛成多数で可決されました。 

続いて、３月１３日と１４日に一般質問が行われ、教育委員会に関連するものと

して、５名の議員から質問がありましたので、その概要を申し上げます。 

はじめに、（株）ヤマロクとの裁判について、現在までの交渉経過に関する質問

がありました。１１月の第３回弁論準備手続きに引き続き、１月１７日の弁論準備

手続きでは、被告から提出された準備書面に対し、争点の整理が行われた旨を答弁

しました。 

次に、酒々井中学校体育館屋根の改修について、新年度予算への計上をしなかっ

た理由に関する質問が４人の議員からありました。工事には多額の費用が想定され

ることから、国庫補助金の活用を前提に考えており、文科省の補助金の内示と新年

度予算の策定時期等の関係から当初予算には計上していない旨を回答しました。 

なお、国庫補助金の交付決定がされた場合には、工事に着手したいというこれま

での町の考え方は変えずに答弁をしました。 

また、小中学校体育館へ今年の夏までにエアコンを設置できないかという質問に

は、設計書作成などの必要があり、この夏までの設置は考えていないと答えました。 

続きまして、野田市の児童虐待死事件に関連した町教育委員会の対応に関する質

問が２人の議員からありました。学校などの関係機関への注意喚起の強化や「いじ

めに関するアンケート」などの情報は、学校と教育委員会で情報を共有することと

していますが、保護者にアンケート結果を開示することはない旨を答弁しました。 

さらに、３月１４日の議会最終日に議員発議により「酒々井中学校体育館屋根の

早期改修を求める意見書の提出について」が６月、１２月の議会に続いて提案され、

平成３１年度予算に改修工事費を計上して、早期改修を実現することを求めるもの

でしたが、採決の結果、賛成多数で議決されました。 

以上が３月議会に関する報告です。 

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 
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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。 

最初に私から中央公民館にご質問させていただきます。 

先ほど３月７日に師範塾講座で中止になったというのは、町づくりスキルについ

ては、学習室で実施し、健康に関するパークゴルフ場の講座は中止したという理解

でよろしいのでしょうか。 

鈴木中央公民館長 

  はい、そのとおりでございます。 

木村教育長 

  それから、生涯学習課で星空の観察会は、講師はどなたかわかりましたら教えて

ください。 

鵜澤生涯学習課長 
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  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鵜澤生涯学習課長 

  町民の方で詳しい方は存じていなくてお願いしていないのですが、白井市に詳し

い方がいらっしゃいまして、その方に講師をしていただきまして、子ども達に説明

を行っております。 

木村教育長 

  白井市にプラネタリウムがありまして、よく説明してくれる人がいますけれども、

その方なのでしょうか。 

鵜澤生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

生涯学習課長 

鵜澤生涯学習課長 

  その方かはわからないですが、白井市の職員です。 

木村教育長 

  他にご意見ご質問ございませんか。 

  先ほど、学校教育課長から命の教育に関してお話をしていただきましたが、子ど

も達、特に酒々井中学校の生徒の様子を見ていると委員の皆さまもほとんど同じ見

方をされていると思いますが、不良っぽい子とか問題児とか学校の様相で荒れてい

ると言われているところとは、ほど遠いところにあると、私はそのように思ってい

ます。たまたま今日、部活動指導員で今年度配置した方が学校教育課にいらしたの

ですが、話をした中でその部活動指導員は「酒々井中には変なものがいなくてみん

なしっかりしているし、挨拶もよくできるし、びっくりしています。」と言ってい

たのですけれども、私もそれを聞いて嬉しかったです。ですから、そういう子ども

達が育ってきたというのは、命の教育、いわゆる人権同和教育の長い取り組みがあ

るのです。その部分というのが大きな成果、効果を生んでいるような気がしてなり

ません。とにかく、不良っぽい子とかがいないというお話を聞きましたので、ご紹

介させていただきました。 

他に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４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 

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 
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七夕こども課長 

  次回会議の予定ですが、平成３１年４月２５日（木）１３時１５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、５月の会議でご

ざいますが、５月２１日（火）午前９時から西庁舎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、４月２５日（木）１３時１５分から、５月は２１日（火）９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。 

（委員からその他なし） 

  ないようですので、以上でその他を終わります。 

                                       

 

７ 発言の申し出 
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木村教育長 

  ここで、浦壁委員から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 

浦壁委員、ご発言をお願いします。 

浦壁委員 

  辞職にあたりまして、皆さまにお礼の気持ちを込めてご挨拶を申し上げます。 

  先月の定例教育委員会会議の席で辞職願を議案上程させていただきました。その

折、この町の教育委員として３期目の任期中とお話しましたが、これはちょうど１

０年間、この立場で広く皆様にお世話になった歳月でございます。今思い出すのは

１０年前の初めての教育委員会の歓送迎会の席で、子ども達が元気で学校に行ける

ようにといつも考えて職責にあたりたいと挨拶をしたことです。その後、ここまで

の期間、歴代の教育長からのご指南を受けながら、文科省をはじめとするたくさん

の研修、学校や施設訪問、福祉・スポーツ・文化に関する町の諸行事、特色ある人

権教育、生涯学習や国際交流等々、多くの場面で勉強させていただき、教育委員の

あり方や感性を育てていただいたと思っております。そして、ここに至りまして、

たくさんの意味を込めますが、改めて子ども達が元気で学校に行けるということは、

一番の土台であり、そこにいろいろな手を打つヒントがあるという確信を持ちまし

た。これは学校においては家庭を含めてのさまざまな情報を把握しやすいこと、多

様な立場の職員がいることなど、その特性を活かしての発見や対応、継続的な見守

りが可能な構造であると思うからです。 

本日、来年度の教育施策が承認されました。それぞれの活動が子ども達にコミュ

ニケーション能力をつけ、たくましく心豊かに成長させてくれるものと信じ、その

結果として、町全体がグレードアップしていくのではないかと大いに期待を寄せて

いるところです。ただ、一方でこの先の社会変化に伴い、多くのマイナスの問題が

心や命に係わることとして起きてくるだろうという危惧も持っております。その折

はどうぞ英知を結集して対応にあたっていただきたいと思います。 

この１０年は私も自分の人生で大変ウエイトを占める１０年間でございました。

たくさんの方々と繋がりを得たことはありがたいことですし、今後はここを大切に

しながら元気に歳を重ねていきたいと思っております。 

歴史ある町酒々井、この町の教育委員会が益々発展いたしますように、そして、

皆さまが健康でご活躍なさいますようにと願いまして、挨拶にかえさせていただき

ます。１０年間ありがとうございました。 

木村教育長 

  ありがとうございました。浦壁委員からご挨拶がございました。 

  委員の皆さまから、ご発言ございましたらお願いします。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  浦壁委員は、１０年という長きにわたりまして、多大なるご尽力を頂戴いたしま
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した。浦壁委員がお話をなさるときは、いつも児童、生徒、そして、保護者、地域

の皆様方を視点にして、お話をされていて、素晴らしいなと思い、その発言が、い

つも心に沁みておりました。ちょっと寂しい感じはするのですけれども、今は感謝

の気持ちでいっぱいです。長きにわたりまして、いろいろとご尽力を頂戴しまして、

ありがとうございました。 

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 

  私は、あっという間に１期目を過ぎまして、２期目に入っているわけですが、そ

こへ来て浦壁委員さんがお辞めになるということは、本当に右腕、左腕を取られた

ような気分です。何事につけて教育委員はもとより教育に関して今まで携わってき

たことのない部門でしたので、本当に手探り状態で１から１０まですべて浦壁委員

さんに指導していただいたことが今に生きていると思います。残された私たちは精

一杯頑張って教育委員をもっともっと盛り上げていきたいと思っております。浦壁

委員さんにおかれましては地元にいるわけですから、ぜひ、ここを去った後でもい

ろんな機会にお顔を出していただければと思います。特に学校関係などについては、

お子さんを見る目は本当に優しい目でご自身の胸の中は、これから卒園式だとか入

学式だとかそういう関係にお顔を出しにくいかもしれませんが、ちょっと陰からで

も見ていただいても結構でございます。歓迎させていただきます。本当に長い間あ

りがとうございました。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  私と石井委員が就任したころは、教育委員長の立場で旧制度でした。教育委員会

制度が変わりまして、浦壁先生の背中を見て教育委員のあり方を学んだことは多々

あります。本当は辞めていただきたくないのですが、１０年間ご活躍していただい

たということで、ありがとうございました。 

木村教育長 

  私からも浦壁委員にお礼を申し上げたいと思います。 

  酒々井町教育委員会に私が参りましてから、浦壁委員とは１０年という長い月日

でなかったのですが、私が四街道にいたときから存じておりましたし、私も学校教

諭をやっていて、若いときから養護教諭の浦壁さんをよく存じておりました。いろ

んな先生方を通じて本当に優れた先生だなというふうに印象を持っておりました。

養護教諭さんのお仕事でありましたので、これは制度なのかわかりませんが、残念

ながら校長先生にということはなかったのですが、一般教諭であれば当然になって

いらしたようなそういう人柄、人格識見、非常に優れた方でありまして、それは若
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い時からずっと存じておりました。私もからかわれながら、真面目にやっています

かというようなことを言われながら、そういうお付き合いをさせていただきました

が、本当に根は真面目な方ですし、先ほど申し上げましたように、人格識見が極め

て優れた方であります。私としても任期２期終わって、そして３期目、当然続けて

いただけると思っていたところ、ご本人が２期で終わりにしたいと申し出もござい

まして、それは困るので、とにかく、お願いをしました。とりあえず、３期目まる

まる４年ではなくて２年でいいですからということで、お願いしたところ、何とか

引き受けてくださいました。２年経って、残念ながらこの日を迎えたわけですが、

本当に奥深いお人柄、そして、お考えもお持ちで私も何度も助けてもらいました。

幸い大過なく今日に至っておりますのは、これも浦壁委員のお人柄に接する中でで

きたことなのかなと思っております。 

  これから、浦壁委員がいなくなって大変寂しくなりますが、あなた方なにやって

いるのと言われないように、新たな教育委員を含めた教育委員皆様方と力を合わせ

ながら酒々井の教育を一層進展させていくことを浦壁委員にお誓いして、頑張って

参りたいとお約束して、お礼の挨拶にかえさせていただきたいと思います。本当に

お疲れ様でした。ありがとうございました。 

浦壁委員 

  本当にいろいろとありがとうございました。 

                                        

 

８ 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。 

平成３０年度酒々井町教育委員会３月定例会議を閉会いたします。（１５：４２） 

                                       

 

 

 

議事録署名 教育長 

 

 

      委 員 

  

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課   


