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令和４年度酒々井町教育委員会７月定例会議 議事録 

 

開 催 日 令和４年７月２９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 林  洋子 

委    員 石井 國治   委 員 村重 浩二 

      委 員 大塚 益子    

 

出席職員  教 育 次 長 石井 良宏    

      こども課長 清宮 美雪     学校教育課長 會田 悦久 

生涯学習課長 鈴木 潤一   中央公民館長 佐藤 高信 

学校給食センター所長 伊藤 雄三   プリミエール酒々井館長 綿貫 容子 

こども課副参事 大谷  幹   こども課主任主事(書記) 高橋 秀和 

 

１ 開会時刻 １４：００ 

 

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 令和５年度使用教科用図書の採択について 

（２）報 告（公 開） 

  報告第１号 酒々井町青樹堂運営検討委員会委員の委嘱について 

  報告第２号 行政報告について 

 

４ 次回会議の予定 ８月２６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 １５：１０ 
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１ 開会の言葉 

木村教育長 

  ただ今より、令和４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。本日の議事録署名委員は、大塚委員を指名させて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

                                       

 

３ 議 題 

（１）議 案 

木村教育長 

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、教科用図書の

公正な採択を確保するため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「令和５年度使用教科用図書の採択について」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５年度使用教科用図書の採択について 

                                                                             

 

木村教育長 

以上で、議案の審議を終わります。 

 

（２）報 告 

木村教育長 

続きまして、報告に入ります。 

はじめに、報告第１号「酒々井町青樹堂運営検討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。 

佐藤中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長        

佐藤中央公民館長 

  報告第１号「酒々井町青樹堂運営検討委員会委員の委嘱について」 

酒々井町青樹堂運営検討委員会設置要綱第２条の規定により、下記の者を酒々井町青

樹堂運営検討委員会委員として委嘱したので報告します。 
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  青樹堂運営検討委員会につきましては、５月の定例教育委員会議で設置要綱の制定に

ついて報告させていただきましたので、これに基づきまして、青樹堂の事業運営に識見

を有する方を６月２７日（月）付けで委嘱したものでございます。 

 まず、しすい青樹堂塾長である、小坂町長、堀田和弘しすい青樹堂名誉塾長、福留強

師範塾総長、木村教育長、酒瀨川芳子公民館運営審議会委員長、住民代表として、師範

塾４期生、また民生委員としてもご活躍しております、及川博子さん、住民協働の観点

から、渡辺住民協働課長、そして、担当部局の鈴木生涯学習課長、直接、受講生を指導

している、池田社会教育指導員と猪鼻社会教育指導員の計１０名でございます。 

また、委員長については、堀田名誉塾長、副委員長については、酒瀨川公民館運営審

議会委員長が選出されており、事務局につきましては、中央公民館となります。 

  説明、以上になります。 

木村教育長 

事務局の説明が終わりました。 

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。 

（意見、質問等なし） 

木村教育長 

特に、ご意見、ご質問等ないようですので、「報告第１号」を終わります。 

  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、前回定

例会議以降の、行事を中心にご報告いたします。 

  はじめに、新型コロナウイルス感染症に関してご報告いたします。町立小中学校の児

童生徒につきましては、６月定例会以降昨日までの発生数は９４人で、前回、前々回と

も１６人でありましたので大変急増しています。累計では２２７人となりました。酒々

井小学校についてですが、学校閉鎖としたことにつきましては既にお知らせいたしてお

りますが、授業はオンラインで実施しておりまして、夏休み中の登校はないということ

でございます。なお、休業開けの１９日（火）と２０日（水）の出席停止措置の状況で

すが、１９日（火）は陽性者５２名、濃厚接触者２８名、体調不良等２４名の合計１０

４名を出席停止とし、２０日（水）は陽性者５４名、濃厚接触者２８名、体調不良等１

２名の合計９４名を出席停止としました。 

  次に、印旛郡市民スポーツ大会についてご報告いたします。コロナウイルス感染症拡

大防止のため昨年、一昨年が中止で、今年は３年ぶりの開催となりました。教育委員の

皆様には１０日（日）に、バレーボールとソフトテニスを激励していただきました。大

変ありがとうございました。本年は、男子バレーボールが優勝したほか、柔道・サッカ

ー・女子ソフトボールが準優勝、女子陸上・軟式野球・剣道が３位となりまして、総合

得点で５３点を獲得して６位となり、近年にない成績を収めることができました。 

  次に、町内小中学校の部活動の主な競技成績についてご報告いたします。小学校関係

では、県陸上大会で、大室台小学校の森川いずみさんが６年女子１００メートルで５位

に入賞しました。中学校関係ですが、まず陸上ですが、７月２日（土）・３日（日）に

行われた通信陸上千葉県大会で、前田拓輝君が３年男子１００メートル１位となり、関

東大会に出場決定。大宮慧名さんが女子走り高跳びで５位、森柚稀さんが３年女子１０

０メートルで７位、そして男子リレーは８位と、すばらしい成績でした。また、昨日ま

で行われていた千葉県中学校総合体育大会陸上競技大会では大宮さんが女子走り高跳び

で２位、森さんが３年女子１００メートルで４位になりました。そして、郡大会につい
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てですが、ソフトテニスが男子と女子が団体戦でともに優勝、バスケットボールでも男

子が優勝、バレーボール男子が準優勝。さらに、個人戦では、ソフトテニス・柔道・卓

球で多くの生徒が県大会出場しました。児童生徒の活躍を讃えるとともにお祝い申し上

げる次第です。 

 ３年生のほとんどはこれからは卒業後の進路に向けての取り組みを本格的に開始するの

ですが、目標を目指して頑張る生徒の皆さんに心からエールを送りたいと思っておりま

す。 

  次に、１５日（金）に開催されました印教連常任委員会、及び教育長会議についてご

報告をいたします。３点ご報告いたします。１点目は印教連研修視察についてですが、

現時点でコロナウイルス感染症が急拡大していることから、今年度も中止することとな

りました。３年連続の中止で大変残念に思います。２点目は印教連教育功労者表彰につ

いてです。印教連表彰規程第２条は表彰を受ける者について、同条第１号から第３号の

事由に該当する者と規定しています。これまで一度表彰されたものは重複しての受賞は

ないとされていましたが、本年から表彰事由が異なれば表彰を受けることができるよう

になりました。３点目は印教連研究学校についてです。研究学校の指定は基本的に市町

が輪番に受けることになっていまして、令和５・６年度は酒々井町と白井市が指定され

ることになりました。今後、研究校となる学校や研究教科などについて校長会と協議し

て参ります。 

  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。 

大塚委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  大塚委員 

大塚委員 

  議案第１号で発言させていただいたことと重複する点もあるかと思いますが、５月１

０日（火）、７月５日（火）の２日間に亘って行われた教科用図書印旛採択地区協議会

に出席させていただきましたのでご報告いたします。 

今年度は特別支援学校で使用できる学校教育法附則９条に規定される一般図書につい

て、除外する本と、今回新たに候補となった本について主に審議いたしました。表現が

不適切であったり誤解を生じたりしやすいもの、また、時代にそぐわないものが表記さ

れている本については除外とされました。これは例年どおりでした。 

  新規本については３冊ありました。その中で、ＭＤを使って録音するという表記のあ

る本がありましたので、時代にそぐわないという観点から質問いたしましたが、ほかの

内容が良いので使用に値するのではという回答をいただきました。私もそのほかのとこ

ろは同感でしたので納得いたしました。ほかに、他市町村より壊れやすいのではという

理由で反対する意見が１冊出ましたが、３冊とも採択されました。 

  ２日間勉強させていただきありがとうございました。貴重な税金で購入される本です

ので大切に、有効に活用されることを願います。以上です。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 
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石井委員 

  第７３回印旛郡市民スポーツ大会が開催されましたので報告いたします。 

  コロナ感染症拡大防止のため昨年、一昨年が中止で３年ぶりの大会となりました。７

月２日（土）四街道市文化センターでの総合開会式では、国会議員、県会議員の来賓の

方々、そして首長さん以下行政の責任者や各部門の選手代表、各自治体事務局員の方々

など大勢が出席されました。 

  翌日の７月３日（日）より軟式野球、サッカー、バトミントンを皮切りに７月２４日

（日）の柔道競技まで毎週土日と祝日に競技を開催し、ゴルフだけは７月６日（水）の

平日にて競技する日程となりました、都合９日間１６の競技種目により各市町対抗戦が

行われましたが、大会初日、酒々井町は野球とサッカーが初戦勝利と幸先の良いスター

トを切りました。 

  私は、酒々井町体育協会会長として６日（水）開催のゴルフ競技から生涯学習課スポ

ーツ班の大谷さんや柳澤さんと一緒に役場公用車で選手の激励応援に各開催会場を巡り

ました。１０日（日）には教育長、鈴木生涯学習課長、教育委員と共に優勝の期待が大

きいバレーボールを応援しました。第一試合勝利を見届けてから、時間の都合で次のソ

フトテニス会場へ移動しました。移動中に、男子バレーボールの優勝という吉報が入り

ました。男子バレーボールは郡市民スポーツ大会で３連覇の偉業を成し遂げました。チ

ームは印旛郡市の代表として県民大会に出場されるため、大いなる活躍を期待したいと

思います。    

  長期間コロナ禍が続いていることによる練習不足や、１０日（日）には国政選挙のた

め行政の方々が運営に駆り出されたり、また中学生以上参加種目では総合体育大会と重

なったり、出場予定選手が高齢化するなど、それぞれ選手集めに苦労されたようです。 

  また、酒々井町では毎年エントリーしていたクレー射撃部門で出場選手の高齢化、そ

して後継者もいないため酒々井町体育協会加盟脱退の申し出がありました。脱退は残念

ですが致し方ないと思います。 

そのような中で酒々井町は総合得点が５３点でした。これは８市町中、八街市、栄町

を抜き６位と選手の皆さんの頑張った結果に大いに感動いたしました。選手、担当役員

の皆様に敬意を表します。なお前回７０回大会は４２点８位と最下位でしたので大変な

躍進になったことと思います。総合優勝は去年に引き続き今年も佐倉市で１４２点と、

２位の印西市とは１６点差をつけ、郡体に偉大なる成績を残しています。 

今後は８月２７日（土）四街道市総合公園体育館で総合閉会式、県民スポーツ大会の

結団式が予定されています。 

諸事情により今年は７月中目一杯の日程を使い競技が行われましたが、期間中スポー

ツ班を中心とした生涯学習課の皆様、ほぼ休みなく出動された教育長、石井教育次長、

鈴木生涯学習課長、そして教育委員の皆様、お休みの中、また猛暑の折応援、激励本当

にご苦労様でした。ありがとうございました。 

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 
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  私も７月１０日（日）に行われた印旛郡市民スポーツ大会について報告いたします。

天気は戻り梅雨の中、小雨が降ったり白井のソフトテニス会場は晴れていました。 

最初に四街道にて男女バレーボールを観戦しました。 

先ほど、石井さんの報告にあったように男子バレーボールは優勝したそうで、この場

をお借りしまして選手の皆様に優勝されたこと、心からお祝い申し上げます。 

  その後、バレーボールの会場から移動して白井のソフトテニスの激励に行きました。

初戦を勝った後の女子監督の吉田さんとお話をさせていただきました。「酒々井中学校

のテニスコートを利用したことはありますか」と伺うと「一度もないです。使いたいの

ですが、サークルの１０名を集めることはハードルが高すぎて何とかなりませんか」と

いう要望や「若手と練習するには、酒々井中学校のテニスコートで夜間練習できると良

いのですが」とおっしゃっていました。女子第２試合の１組目のペアは１９歳の学生と

５０代の女性でペアを組んで練習するのに非常に苦労している様でした。２１歳同士の

ペアも同様に平日、日中は仕事をしているので、総合公園は使い勝手が悪く練習量が不

足しているようです。女子の監督さんと話をした後、男子の監督さんと話をしましたが、

同様に酒々井中学校のテニスコートを使用したことは無く、同様のことをおっしゃって

いました。町を代表している方々には特別枠で酒々井中学校のテニスコートを利用でき

るように規約改正をできないでしょうか。平日の夜間練習ができるようになれば、レベ

ルアップは間違いないと思います。ご検討ください。 

以上です。 

林教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 

  教育長職務代理者 

林教育長職務代理者 

７月１１日（月）大室台小学校へ教育委員会で学校訪問させていただきました。 

最初に、各学級の授業を拝見。特別支援学級では、少人数で一人ひとりのニーズに応

じ、とても丁寧な指導がなされ、子ども達はできる喜びを笑顔で答えていました。 

通常学級では、日常の学習の様子として、学習時の姿勢、鉛筆の持ち方、声の大きさ、

返事の仕方等を中心に見させていただきました。先生方の日頃の行き届いた指導の様子

を伺うことができました。 

  低学年では、鉛筆の持ち方の補助器具を活用した児童がいたり複数の教員できめ細か

な指導をされている様子も拝見しました。 

今回は学年を問わずパソコンを使用しての授業も多くあり、子ども達がメキメキと上

達している様子が伝わってきました。インターネットを巧みに使いこなし、町の自慢で

きる場所を検索したり、文字の大きさを工夫したりして、町の様子を報告する文書を作

成している場面を拝見することができました。画面を自由自在に操作している姿に驚か

されました。 

最後に校長先生から学校経営についてご説明をいただきました。先生方が子ども一人

ひとりをしっかりと見守り、一丸となっている、素晴らしい学校経営ぶりを感じました。 

  施設設備の面では、床の張替えやグランドピアノ購入等の課題も見られましたが、有

意義な訪問となりました。 

  以上です。 
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清宮こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

清宮こども課長 

（報 告） 

會田学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

會田学校教育課長 

（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） 

佐藤中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

佐藤中央公民館長 

（報 告） 

伊藤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 

伊藤学校給食センター所長 

（報 告） 

綿貫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 

綿貫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。 

林教育長職務代理者                     

  はい、議長 

木村教育長 



 

８ 

 

  教育長職務代理者       

林教育長職務代理者 

  先ほど生涯学習課長からスポーツ大会について丁寧な報告をいただきまして、ありが

とうございました。改めて点数を見させていただきましたが、陸上に限ってみると、８

点や７点が多くて男子については６８点の５位、女子については４４点の３位と、他の

市町村と比べて大分差をつけて急成長していると感じています。これは、施設設備を整

えていただいたということと中学校で特別に指導員を配置していただいたことによる成

果かと、とても嬉しく思っております。先日インターハイ、高校の総合体育大会があり

ましたが、新聞に酒々井中学校出身のお子さん達の名前が結構載っていました。町当局

の側面からの支援が結果として表れていると思い嬉しく思いました。    

ありがとうございました。以上です。 

木村教育長 

  今、林教育長職務代理者から新聞に酒々井中学校出身の子ども達の名前が掲載されて

いたとの話がありましたが、その方達は、印旛郡市民スポーツ大会には出ていません。

出ていればもっと得点を採れたはずですが、なぜ出ていないかというと、近々インター

ハイ、高校生の全国大会があり、その関係で調整がうまく取れない状況にあるからです。

酒々井町だけでなく、そういう子を抱えている自治体は皆似たり寄ったりです。酒々井

町は特に今の高校３年生・２年生が多いため、出てくれればもっと良い結果だったかと

思います。 

  他に、ご意見、ご質問等ございませんか 

（意見、質問等なし） 

木村教育長 

他に、ご意見、ご質問等ないようですので、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。 

清宮こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

清宮こども課長 

次回会議の予定ですが、令和４年８月２６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９月の予定ですが、９月３０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８月２６日（金）午後２時から、９月は３０日（金）

午後２時から行うことでよろしいですか。 

（全員了承） 



 

９ 

 

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。 

 

                                       

 

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。 

清宮こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

清宮こども課長 

（予定説明） 

木村教育長 

事務局から説明がございました。お聞きのとおりご予定願います。 

なお、資料に記載はありませんが、８月２７日（土）に、しすいリッチハートコンサ

ートを、また、１０月２２日（土）に、小中学校の児童生徒を対象としたオータムコン

サートを実施予定とのことですので、教育委員の皆様におかれましては、ご予定をお願

いいたします。 

  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。 

會田学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 

會田学校教育課長 

机上に配付しております、着色された資料をご覧ください。 

前回、６月の定例教育委員会会議において、本町の児童生徒の視力についてとりまと

めの要請がありました。資料をまとめましたので、お知らせいたします。 

１ページから３ページをご覧ください。小学校男子、小学校女子、中学校男女の順に

なっています。 

それぞれのページの上半分が、酒々井町の視力を含む眼科検診結果です。下半分が、

全国調査をしたものから、１．０以上と０．３未満のものを比較する表となります。 

全国調査と、酒々井町の児童生徒の比較をすると、１．０以上の児童生徒は全国調査



 

１０ 

 

より高い割合であり、良い結果と言えます。しかし、０．３未満の児童生徒は、学年に

よっては悪い結果となっています。 

テレビ視聴やゲーム、スマホの使用及び１人１台端末利用の影響等については、考察

できておりませんが、今後も町内の児童生徒の実態を把握してまいります。 

なお、１人１台端末利用での留意点として、①３０分に１度は２０秒以上目を休める、

②姿勢を正して利用する、③目と画面との距離を３０センチ以上離すこと等について学

校での指導を依頼しております。 

以上です。 

木村教育長 

学校教育課長から健康診断の結果につきまして、まとめたものを提供していただきま

した。ありがとうございました。 

  教育委員の皆様からご意見、ご質問等ございましたらお願いします。 

（意見、質問等なし） 

木村教育長 

教育委員会や学校で手を尽くしてもなお改善されないようならば、家庭での教育が重

要になるかと思います。いかに家庭の協力を得るか苦心するところですが、教育委員会

や学校も可能な限り頑張っていただきたいと思います。 

事務局からその他はほかにございませんか。 

（事務局その他なし） 

木村教育長 

委員の皆さんからその他はございませんか。 

（教育委員その他なし） 

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案件は、すべて終了しました。 

令和４年度酒々井町教育委員会７月定例会議を閉会いたします。 

 

（１５：１０） 

                                       

 

議事録署名 教育長 
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議 事 録 作 成 職 員 
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