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令和２年度酒々井町教育委員会８月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和２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 石井 國治 

委    員 村重 浩二   委 員 林  洋子 

      委 員 大塚 益子    

 

出席職員  教 育 次 長 七夕 夕美子    

      こども課長 川口 博之     学校教育課長 吉村 忠広 

生涯学習課長（中央公民館長兼務） 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 清宮 美雪   こども課主幹 伊藤 雄三 

こ ど も 課 主 任 主 事 (書 記 ) 高橋 秀和 

 

１ 開会時刻  １４：１０ 

 

２ 議事録署名委員の指名 

 

３ 議 題 

（１）議 案 

  議案第１号 令和２年度９月補正予算（案）について 

  議案第２号 酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について 

  議案第３号 酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

（２）報 告 

  報告第１号 青少年交流の家に係る提訴の経過について 

  報告第２号 行政報告について 

 

４ 次回会議の予定 ９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  １５：２０ 

 

 

 

 

 

 



 

２ 

 

 

 

１ 開会の言葉 

木村教育長 

  ただ今より、令和２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。本日の議事録署名委員は、石井教育長職務代理者

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 

  これから議題に入ります。本日の議事は議案が３件、報告が２件です。 

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号及び報告第１号は、

議会上程前の案件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） 

木村教育長 

ご異議ありませんので、議案第１号及び報告第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「令和２年度９月補正予算（案）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。 

 

                                       

 

非公開 令和２年度９月補正予算（案）について 

                                       

 

木村教育長 

次に、議案第２号「酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

鈴木生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鈴木生涯学習課長 

議案第２号「酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について」 

酒々井町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例第４条の規定に基づき、下記の

者を酒々井町公民館運営審議会委員として委嘱したいので、酒々井町教育委員会行政組



 

３ 

 

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。 

今回、３月末に、学校の人事異動、推薦団体から委員の変更の申し出がありました。

３名の方が前任者の残任期間として決まっており、令和２年９月３０日までの間、委嘱

をしたいという議案でございます。 

まず、学校教育関係で、玉井淸人さん、町校長会の校長先生です。前任者が猪鼻酒々

井小学校校長先生でございます。３月末に退職されましたので、４月からは、玉井淸人

さんにお願いします。 

続きまして、社会教育関係で、勝間紹子さん、町文化協会が推薦団体です。前任者は

鮎川さんという方でしたが、団体の役員を辞められたということですので、後任の勝間

さんが町文化協会から推薦を受けております。 

また、社会教育関係で、町ＰＴＡ連絡協議会を、昨年まで酒々井小学校のＰＴＡ会長

さんが務めていましたが、４月でＰＴＡ会長が代わりました。この度、町ＰＴＡ連絡協

議会の会長さんとなりました大室台小学校ＰＴＡ会長の石井雄さんが推薦を受けました

ので、３名の委嘱をお願いしたいと考えております。 

また、今回、委嘱期間が令和２年９月３０日まででございますので、来月の定例教育

委員会につきましては、定数の９名の方の委嘱替えというような議案を再度提出させて

いただく予定でございます。 

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。 

ご意見、ご質問等はございませんか。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

本議案の委嘱発令日につきましては、開会前に説明を受けましたので承知しておりま

す。        

木村教育長 

他にご意見、ご質問等ございませんか。 

（質問、意見等なし） 

木村教育長 

他にご意見、ご質問等ないようですので、これから採決を行います。 

議案第２号「酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について」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２号」は可決されました。 

さらに、議案第３号「酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」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 



 

４ 

 

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     

議案第３号「酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」 

酒々井町学校給食センター設置条例第５条第２項の規定により、下記の者を酒々井町

学校給食センター運営委員会委員として委嘱したいので、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す。 

酒々井町学校給食センター運営委員は９名で構成しておりますが、令和元年度末に

酒々井小学校の猪鼻校長が退職され、また、大室台小学校ＰＴＡ会長にも変更があり２

名の欠員となっていました。委員に欠員が生じた場合、条例第６条で補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間と定められています。そこで、４月から新たに酒々井小学校の校

長となられました中村太一郎校長先生と大室台小学校ＰＴＡ会長となられた石井雄さん

の両名につきまして、前任者の残任期間の令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での期間で委嘱を行うため、議決を求めるものでございます。以上です。 

木村教育長 

事務局の説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

ご意見、ご質問等はございませんか。先ほど別室で、今回の委嘱が遅れてしまったこ

とについて、事務局から説明がありましたが、その説明に対するご質問・ご意見も含め

まして、もし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 

大室台小学校のＰＴＡ会長さんが代わられたということで、例年ですと春先に決まる

と思いますが、コロナ禍でミーティングが開催できなかったため、なかなか決まらなか

ったという経緯でしょうか。 

七夕教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

  教育次長 

七夕教育次長 

そのように伺っております。７月２１日に総会の資料を、お子さん達を通じて配布し

て、７月２９日に承認されたことを保護者の方々に書面で通知したということです。学

校の事情として、学校が始まってからも、感染が全国的に拡大したこともありまして、

前年度ＰＴＡ役員さんと打ち合わせをすることが難しく、タイミングを逸してしまい、

総会の開催が遅れてしまったと伺っております。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 



 

５ 

 

  承知しました。 

木村教育長 

他にご意見、ご質問等はございませんか。 

（質問、意見等なし） 

木村教育長 

他にご意見、ご質問等ないようですので、これから採決を行います。 

議案第３号「酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」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３号」は可決されました。 

以上で、議案の審議を終わります。 

木村教育長 

続きまして、報告に入ります。 

初めに、報告第１号「青少年交流の家に係る提訴の経過について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

 

                                       

 

非公開 青少年交流の家に係る提訴の経過について 

                                       

 

木村教育長 

続きまして報告第２号「行政報告について」を議題とします。まずは私からご報告い

たします。 

はじめに、５日に開催しました校長会議についてご報告いたします。議題は、小中学

校の修学旅行等旅行的行事及び運動会の実施についてでした。新型コロナウイルス感染

症の影響により、これらを中止とする市町や学校もありますが、当町としての対応を判

断するために学校現場の考えや意見を伺うとともに様々なことを協議しました。この日

の協議結果としては、修学旅行は特別な行事であることから実施したいがそれ以外の旅

行的行事は中止する、運動会については、中学校は９月４日、大室台小学校が１２日、

酒々井小学校が１９日に実施することを確認しました。特に、修学旅行等旅行的行事の

実施については、校長会としては各校同一歩調で進めたい、また教育委員会の指示を仰

ぎたいということでした。 

  次に、１１日の教育委員会委員協議会についてですが、委員皆様には急遽お集まりい

ただきましてありがとうございました。今申し上げました修学旅行等旅行的行事の実施

に関する意見交換を行いました。現時点において、修学旅行は実施、その他の旅行的行

事は中止ということで皆さんに賛成していただきました。教育委員会として承認したも

のとさせていただきました。また、社会教育分野について、現在の状況と課題をご説明

し、公民館やプリミエールの管理・運営、いろいろな事業や行事の実施に関してのご意

見を伺いました。これは、今後どうしても教育委員会議を開催する時間がとれないこと

が予想されることから、前もって委員の皆様のご意見を伺っておいて、臨時代理をせざ



 

６ 

 

るを得ないときにそれらの意見を活かそうとするものです。さらに、運動会についても

質疑がありましたがこちらは省略させていただきます。 

   次に、１９・２０日に行われました指定避難所開設・運営訓練を視察しましたのでご

報告いたします。町の指定避難所は公民館や小中学校など７カ所あります。それぞれの

避難所に配置される担当職員が公民館に集まり、このたび作成した職員用運営マニュア

ルに沿って机上訓練及び実地訓練しました。訓練内容は、受付の設営、段ボール製パー

ティションの組み立て・設置、簡易トイレの組み立て・設置、マンホールトイレの組み

立てなどでした。百聞は一見にしかず、特に今回は昨年の風水害時の避難所運営に従事

された職員の教訓が活かされ、さらに新型コロナウイルス感染症の対策を考慮したもの

で、大変成果があった有意義な訓練だったと思います。 

  最後に、２２日（土）に東京国立競技場で行われましたライジングスター陸上につい

てです。この競技会は小学６年生と中学３年生を対象とし、中学３年生は関東１都７県

から推薦されたものということで、コロナの影響で毎年開催されている関東中学陸上大

会が中止となったための、いわば代替大会というものです。一日開催のため種目数がい

つものおよそ半分で、オボルディさんが活躍する女子の砲丸投げは含まれておりません

でした。酒々井中学校からは３人が出場、梅澤季心さんが女子１００メートルハードル

で見事２位となりました。出場した生徒にとりまして国立競技場で走れたことは大きな

思い出、そして宝となったことと思います。 

  私からの報告は以上です。続いて教育委員の皆さんからお願いいたします。 

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 

  ８月２６日に第１回酒々井町就学支援委員会が開かれ、出席しましたので報告します。 

  社会の変化とともに子どもの成育環境が少しずつ変わってきていると感じています。

知的理解が難しい子、人と人とのコミュニケーションが取りにくい子、身辺整理や管理

が苦手な子等、個性の多様化が目立ってきました。 

  酒々井町では、一人ひとりの子どもの発達に応じて、自立や社会参加に向けて、９名

の支援員が配置され、様々な支援がなされています。今回は、新たに特別な支援を要す

る子ども達について、教育や医学、心理学等の視点からも障害の状態をみきわめ、どの

ような支援が適しているか、また、必要か等について協議されました。 

各小中学校において、一人ひとりを大切にし、子どもの持っている可能性を引き出す

教育がなされていることを感じました。以上です。 

木村教育長 

  ありがとうございます。教育委員の皆様から他にございませんか。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

特にございません。 



 

７ 

 

木村教育長 

他にないようですので、事務局から順次ご報告いただきたいと思います。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

（報 告） 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長 

（報 告） 

鈴木生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鈴木生涯学習課長 

（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） 

清宮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 

清宮プリミエール酒々井館長 

（報 告） 

木村教育長    

教育委員の皆さん、そして事務局から行政報告がございました。 

これから質疑に入ります。ご意見、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 

生涯学習課の関係です。コロナウイルスの影響で、次から次へと行事が中止となりま

したが、今のご報告で、少しずつ文化的なものにも取り組んでいただき、非常に嬉しく



 

８ 

 

思っております。また、成人式の実行委員会が行われたとのことですが、もし支障がな

ければ、成人式の日程を教えていただければありがたいと思います。 

鈴木生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

鈴木生涯学習課長 

  成人式の日程ですが、１月１１日（月）が成人の日ですので、例年どおりその前日、

１月１０日（日）に実施予定でございます。 

林委員 

はい、議長 

木村教育長 

林委員 

林委員 

ありがとうございます。 

木村教育長 

１月１０日（日）ということで、ご予定に入れていただければと思います。 

村重委員 

  はい、議長                  

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

こども課にお伺いします。酒々井中学校屋内運動場工事というのは、体育館の屋根の

改修工事のことでしょうか。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

表現はそのようになっておりますが、内容は、体育館の屋根及び床の改修工事のこと

でございます。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

学校教育課の関係です。通学路の合同点検を８カ所行ったとのことですが、毎年同じ

場所を点検しているのでしょうか。 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 
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吉村学校教育課長 

同じ場所もありますが、ほとんどが違う場所です。毎回、学校に、特に点検・改修が

必要な場所を挙げていただき、その中で合同点検に値する場所について、見当をつけて

回っていくという形です。 

石井教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

石井教育長職務代理者 

ありがとうございます。委員の方も地元在住で、実際どの場所か見てみたいと思いま

すが、場所を教えていただけますか。 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長 

会議終了後、地図等の資料をお渡ししたいと思います。 

木村教育長 

他に、ご意見、ご質問はございませんか。なければ、以上で報告を終わります。 

 

                                       

 

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」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

次回会議の予定ですが、令和２年９月２５日（金）午後２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２３日（金）午後２時から同会議室で予定さ

せていただいております。以上でございます。 

木村教育長 

  事務局の説明のとおり、次回会議は９月２５日（金）午後２時から、１０月は２３日

（金）午後２時から行うことでよろしいですか。 

（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了します。 
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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。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

（報 告） 

木村教育長      

事務局から説明がございました。私は、９月２２日（水）の酒々井町長杯少年野球大

会に出席する予定でしたが、開会式は行わず、また、酒々井のチームの試合が２２日で

はなく２７日にあるとのことですので、２７日（日）に応援に参ります。開催場所は、

公共用地とのことです。今日、この話を聞きましたので、ご報告しました。 

川口こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

川口こども課長 

承知しました。 

吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長       

１点よろしいでしょうか。教育委員の皆様に、９月１２日（土）に開催される大室台

小学校スポーツフェスティバルのご案内をさせていただいたところです。中身を確認し

ていただきますと、駐車券が入っておりません。基本的には、第３部、午後から来てい

ただけるとありがたいということでございました。駐車券はありません。車で駐車場ま

で入っていただきたいとのことでした。よろしくお願いします。 

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了します。 

 

                                       

 

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。 
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吉村学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

吉村学校教育課長 

学校教育課より、「令和３年度使用教科用図書の採択結果」について、ご報告させてい

ただきます。机上に置かせていただきました、別添資料「令和３年度使用教科用図書の

採択結果について」をご覧ください。前回、７月３１日の定例教育委員会会議において、

議案第１号にてご審議いただきました「令和３年度使用教科用図書の採択について」で

すが、８月５日付けで、教科用図書印旛採択地区協議会長より、別添のとおり「採択地

区内の各市町教育委員会で、同一の教科書を採択したことを確認した」との通知をいた

だきましたので、ご報告させていただきます。以上でございます。 

木村教育長 

事務局からその他がございました。ご質問・ご意見等はございませんか。 

（質問、意見等なし） 

木村教育長 

  ご質問等がなければ、事務局からさらにその他はありますか。 

（事務局からその他なし） 

木村教育長 

事務局からその他は以上ですが、委員の皆さんからその他はございませんか。 

（教育委員からその他なし） 

木村教育長 

  ないようですので、以上でその他を終了します。 

 

                                       

 

７ 閉 会 

木村教育長   

以上をもちまして、本日の日程に掲げました議事は、すべて終了しました。 

令和２年度酒々井町教育委員会８月定例会議を閉会いたします。 

 

（１５：２０） 

                                       

 

議事録署名 教育長 

 

      委 員 

 

 

議 事 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 

 


