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令和４年度酒々井町教育委員会９月定例会議 議事録

開 催 日 令和４年９月３０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 学校教育課副課長 倉部 哲也

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（公 開）

議案第１号 酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について

（２）報 告（公 開）

報告第１号 令和４年度９月補正予算の議決について

報告第２号 酒々井町立公民館管理規則に基づく休館日の開館について

報告第３号 行政報告について

４ 次回会議の予定 １０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 発言の申し出

８ 閉会時刻 １５：３５
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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９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、林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

（１）議 案

木村教育長

これから議題に入ります。本日の議事は議案１件、報告３件です。本日の議事に非公

開とすべき内容はございません。会議はすべて公開いたしますので、あらかじめご了承

願います。

それでは、はじめに議案第１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。

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

議案第１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条の規定により、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。

現在の委員の方々については、９月３０日で任期満了となっております。

従前からの慣例に習いまして、学校教育関係として町校長会、社会教育関係として町

の文化協会・婦人会・ＰＴＡ連絡協議会、家庭教育関係として町民生委員児童委員協議

会、学識経験者として町議会及び町商工会の各関係団体へ、推薦を依頼したところ、下

記のとおり推薦がございました。

別添「議案第１号関係資料」中段の「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条の規定により委嘱を行うものです

なお、新たに推薦のありましたのは、現在、町文化協会会長を務めておられます、田

辺知治様のみで、その他の方々につきましては、現状と変更ありません。

審議会の委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命することとなっており、その任期

は２年となります。

そのため、期間は令和４年１０月１日から令和６年９月３０日までを委嘱するため、
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議決を求めるものでございます。

説明、以上でございます。よろしくご審議くださるようお願いします。

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。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

構成メンバー９名の内男性が２名だけだと思いますが、あくまでも団体から推薦され

た方を男女関係なくそのまま受け入れているだけで、男女の調整は行っていないのでし

ょうか。

また、各団体には、各団体の長を選出してほしいとお願いしているのかお聞かせくだ

さい。

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

推薦依頼を行うにあたって、男女の構成は求めていません。また、各団体の長が推薦

されていることが多いのですが、特にこちらから求めている訳ではありません。

以上です。

木村教育長

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、これから採決を行います。

議案第１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１号」は可決されました。

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「令和４年度９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。

清宮こども課長

はい、議長



４

木村教育長

こども課長

清宮こども課長

報告第１号「令和４年度９月補正予算の議決について」

令和４年度９月補正予算については、町議会９月定例会において原案のとおり可決さ

れたので報告するものでございます。

資料の３ページをお願いします。令和４年度９月補正予算の概要ですが、教育費令和

４年度予算現計といたしまして、９億４，６４４万１，０００円、９月補正予算といた

しまして、２，５４０万５，０００円を増額するものでした。合計いたしまして、９億

７，１８４万６，０００円です。８月の定例教育委員会会議でご審議いただきまして、

９月町議会において原案どおり可決されました。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。

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。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

プリミエールさんにお聞きします。資料の７ページに修繕料を色々と計上したとおり、

補正予算が可決しましたが、施工はいつ頃になりますか。

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

プリミエールの修繕料については、議会で可決されましたので、事務を進めさせてい

ただいております。以上です。

木村教育長

他にご意見、ご質問等はございませんか。

（意見、質問等なし）

木村教育長

他にご意見、ご質問等ないようですので、「報告第１号」を終わります。

次に、報告第２号「酒々井町立公民館管理規則に基づく休館日の開館について」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２号「酒々井町立公民館管理規則に基づく休館日の開館について」

酒々井町立公民館管理規則第４条の規定による休館日を下記のとおり開館することと
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したので報告します。

令和４年度の町民文化祭は、新型コロナウイルス感染防止対策を十分に行った上での

通常開催となります。

中央公民館及びプリミエール酒々井を会場に、１０月３０日（日）及び１１月２日（水）

から文化の日を含む、１１月６日（日）まで開催を予定しております。

別添「報告第２号関係資料」「酒々井町立公民館管理規則」の中段、第４条をご覧くだ

さい。

１１月３日文化の日は、国民の祝日となりまして、酒々井町立公民館管理規則第４条

第２号で休館日と定められております。

しかしながら、町民文化祭は、町民の芸術文化に対する関心を高め、より多くの町民

が日頃の成果を発表する場として開催するもので、１１月３日文化の日を開館して行う

ことで、より一層その効果が高まるものと思われます。

つきましては、休館日である１１月３日文化の日を開館することといたしましたので

報告いたします。

なお、文化祭の詳細については、お手元に配布させていただきました、公民館だより

をご覧になっていただければと思います。

説明、以上でございます。よろしくお願いいたします。

木村教育長

事務局の説明がございました。お手元に配布の公民館だよりを皆さんご覧いただいて

いるかと思いますが、こちらも併せてご質問等ございましたら、ご発言いただきたいと

思います。

皆さんがお考えの間、私の方からご質問します。昨年度は展示会のみの開催で、一昨

年度は中止になったかと思いますが、コロナ開始前の令和元年度と比較すると、参加グ

ループはどのくらいの見込みでしょうか。

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

文化祭につきましては、昨年度は展示部門のみの開催でございました。その前の年、

令和２年度につきましては、中止となっておりました。令和元年度の参加団体につきま

しては、団体が４８団体、個人が１７名、合計６５でしたが、今年の参加予定者数は、

団体が３２団体、個人が１１名で合計４３となっています。コロナ前より参加者数が年々

減少していますが、原因としては、コロナウイルスにより団体の活動が止まったことと、

高齢化によって活動を辞めた団体も見受けられることが挙げられます。

以上です。

木村教育長

今年参加する３２団体は、令和元年と同じ団体ですか、それとも新しい団体が入って

きていますか。また、以前は出ていたが今回は出ない団体に対して呼びかけをされたか

伺います。

佐藤中央公民館長

はい、議長
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木村教育長

中央公民館長

佐藤中央公民館長

活動している団体には、「文化祭を開催した場合、参加しますか」というアンケート調

査を行いましたが、やはりコロナ禍ということで、新しい団体はほとんどなく、従前の

団体が参加予定となっております。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

文化祭のチラシに、「プリミエール酒々井の駐車場は、駐車券をお持ちの方以外は駐車

できません。中央公民館駐車場をご利用ください。」と記載されていますが、事前に駐車

券を、関係者等に配布するのでしょうか。

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

プリミエールの駐車場は数が限られておりますので、出演者など駐車券を事前に配布

した方が駐車できるようにしたいと考えております。中央公民館の方にも駐車できます

のでご活用いただければと思います。以上です。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

関係者の方は駐車券を持っているのでプリミエールに、一般の方は駐車券を持ってい

ないので中央公民館に、駐車していただくということでしょうか。

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

出演者が駐車できないと文化祭が進行しませんので、出演者には事前に駐車券を配布

する予定です。その上で、一般の方がプリミエールに駐車できるようであれば駐車して

いただいて、空きが無くなったら中央公民館の方へ駐車していただければと考えており

ます。

以上です。

木村教育長

他にご意見、ご質問等はございませんか。

（意見、質問等なし）
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木村教育長

他にご意見、ご質問等ないようですので、「報告第２号」を終わります。

続きまして報告第３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、新型コロナウイルス感染症関連についてご報告いたします。８月定例会以

降昨日までの約１ヶ月間における町立小中学校児童生徒及び教職員の感染状況について

ですが、この１ヶ月の当町の児童生徒の新規感染者は昨日までの学校からの報告により

ますと４７人で、３０人であった前の１ヶ月間より１７人増加しています。ほとんどが

家庭内感染と想定されます。また、１例目の発生からついに３００例を超えました。な

お、感染したことによって９月１日に登校できなかった児童生徒は２２人でした。また、

教職員の新規感染者は２人でした。教職員につきましては、ご家族に陽性者が発生する

などで出勤できない例も多く、学校現場では授業等のやりくりに苦心しております。臨

時休業はありませんでした。

次に、９月１０日（土）、素晴らしい晴天の下、酒々井中学校体育祭が行われ、委員

の皆様にもご出席いただきました。コロナ禍のため、組み立て体操や騎馬戦などの密に

なる種目は見送ったものの、３年ぶりの、３年生にとっては初めての、ほぼ制限のない

形での体育祭でした。応援合戦も含め、すべてに全力を尽くす生徒の姿、喜びにあふれ

る光景に接し、感動しました。

次に、印旛郡市中学校新人体育大会の成績についてですが、陸上競技では酒々井中学

校は、笠原海愛さんが女子１００ｍハードルで、大宮慧和さんが女子走り高跳びで優勝

したほか多くの生徒が入賞して、男女総合の部で準優勝となり、また県新人大会に１０

名と男女のリレーが参加することになりました。またソフトテニス部についてですが、

団体で女子が優勝しましたが男子は準優勝でした。個人戦では男女合わせて４ペアが県

大会に出場します。その他の部は大会が続行しているところです。

次に、９月２１日（水）、酒々井小学校で小中教委連絡会議が開催され、今回は校長

先生方の出席でした。私からは、９月２７日（火）に実施される安倍元首相の国葬儀に

関して教育長としての見解を述べました。その要旨を申し上げますと、教育長として弔

意を表明することとその理由を述べ、校長先生方に国葬儀の趣旨について理解と賛同を

いただきたいと思っていること、しかし半旗などの掲揚を強制するものではないこと、

また要請に応えない学校があってもその判断や意見は尊重すること、などであります。

結果的に町内３校はすべて半旗を掲揚されました。そして、このことが新聞等に報道

されましたけれども、私は校長先生方が見てみないふりをせずに堂々と主体的に判断さ

れたことについて心から敬意を表したいと思っております。

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。

村重委員

はい、議長

木村教育長

村重委員

村重委員

私は、８月２７日（土）に行われた第２回しすいリッチハートコンサートについて報

告いたします。昨年の初回に続き第２回目として元京成ホテルミラマーレの支配人の鈴

木さんの繋がりで佐藤洋祐さん率いるピアノ松下さんドラム山崎さんベース高橋さんの
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セッションでした。１曲目の「Ａ列車」に始まり８曲目の「愛燦燦」までどの曲も私の

ようなジャズの初心者でも受け入れられやすい聞いたことのある曲の構成でした。アン

コールで「素晴らしき世界」で締めくくり、食事をしてお酒を飲みながら聞きたい気分

になりました。

前回とは違った趣向で普段触れる機会の少ないジャンルなので、とても良かったと思

います。この日の酒々井町は、甲子の飯沼本家で夜市で音楽フェスが開かれ、音楽に包

まれた１日となりました。余談ですが、司会進行の鈴木さんの声は艶っぽくて司会にピ

ッタリだと思いました。次回１２月のリッチハートコンサートが楽しみです。

以上です。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

私からは、９月１０日（土）に行われた令和４年度酒々井中学校体育祭に参観いたし

ましたのでご報告いたします。

当日は、残暑が少し残るなか晴天に恵まれ、たまに吹く風は少し強めのときもありま

すが心地よく感じる絶好の体育祭日和となりました。グラウンドを望む観覧席には朝早

くから保護者の方々を中心に大勢の人々が全員マスク着用の上参集しており、久しぶり

の人混みに少し驚きました。

開会式の後はコロナ禍により中止されていた全生徒による応援合戦が３年ぶりに解禁

となりました。今年は、黄組と青組で黄色の採用は生徒みんなの創意だそうです。２組

に分かれエールの交換・応援合戦からスタートしました。今年のスローガンは、「酒々井

の風神・雷神よ、新たな歴史を創り出せ」です。全生徒による応援合戦は全員が初めて

の体験となるため９月５日（月）より運動会前日までの５日間の練習でようやく完成さ

せたと教頭先生が話をされました。来賓の方々に応援賞の採点依頼がありました。黄組・

青組それぞれの応援団の、声の大きさや集団の美、創意工夫、動きの大きさなど、採点

は甲乙つけがたく悩みました。いよいよ競技開始、各学年の１００メートル走は事前に

タイム測定により同タイムに近い選手同士を競い合わせた結果、選手同士が最高の脚力

を発揮し、各選手の怒涛のゴールとなり迫力あるテープカットとなりました。

一方、障害物競走では１年生から３年生まで走ることが少し苦手の子も活躍ができる

種目として出場し応援を背にゴールを目指し、頑張って一生懸命に走る姿に拍手が起こ

りました。

午前中のプログラムも最高に盛り上がった色別対抗リレーで無事終了。コロナ禍のた

め競技中はマスクを外しその他は着用と煩わしい思いの今回の体育祭も全員楽しんだ体

育祭になったことと思います。

企画から運営まで尽力された実行委員会の皆さんに敬意を表します。そしてコロナ禍

の折りＰＴＡ役員の方々によるサポートにも感謝申し上げます。

以上で報告を終わります。

大塚委員

はい、議長

木村教育長
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大塚委員

大塚委員

本日午前中に、酒々井中学校を訪問させていただきましたのでご報告申し上げます。

「自ら学び心豊かでたくましい生徒の育成」を学校目標として、落ち着いて学習に取

り組んでいる様子を参観できました。

一例として書道の授業では、天板拡張のおかげでお手本や硯を置いても半紙に字を書

くスペースができ墨をこぼす心配なく取り組めていました。また、短焦点プロジェクタ

ーを使って、止め、ため、はらいなどの書の運びを繰り返し流しているので筆運びを確

かめながら学習できていました。

参観後、「肯定感、有用感、存在感」の３つを備える生徒を目指すことにより、いじめ

っ子を育成しない学校作りをし、卒業生が「酒々井中学校で良かった」と１００パーセ

ント言えるようにしたいという校長先生の力強い言葉がありました。

放課後、職員室で今日の子どもの様子について、話が出るということを聞き、教師間

の連携も取れているようで嬉しく思いました。

以上です。

木村教育長

教育委員の皆様からご発言がありましたが、先ほどの石井委員のご報告にあった酒々

井中学校の体育祭の青色と黄色の旗というのはウクライナ国旗を意識したと聞いており

ます。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

合点がいきました。

木村教育長

それでは、事務局から順次ご報告をお願いします。

石井教育次長

はい、議長

木村教育長

教育次長

石井教育次長

私からは、８月３１日（水）から９月２８日（水）まで町議会９月定例会が開催され

ましたので、その概要を報告いたします。

教育委員会からの提出議案は、一般会計補正予算の１件でございまして、議決結果に

つきましては、報告第１号で、こども課長から報告したとおりです。

それでは、議案の審議経過等についてご報告いたします。９月５日（月）に開催され

ました教育民生常任委員会において、一般会計補正予算の委員会担当分野について審議

され、賛成多数で可決すべきものと決しました。

続いて、９月８日（木）と９日（金）に一般質問が行われ、教育委員会に関連するも

のとして、７名の議員から質問がありましたので、その主な概要を申し上げます。

はじめに、地方創生臨時交付金を活用して小中学校体育館へエアコンやスポットクー
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ラー等を設置できないかとの質問があり、現在各学校には冷風扇や大型送風ヒーターを

整備していますが、学校からはスポットクーラーの設置要望もあることから、今後学校

と協議しながら購入を検討したいと答弁しました。

また、本格的なエアコンの整備につきましては、導入費用やランニングコストが高額

となり、大変難しいものと考えている旨答弁しました。

続いて、「酒の井の碑広場」を町の重要な地域資源、観光名所地として町は今後どのよ

うに関わって行くのかとの質問があり、各課の連携をとりながら、これまでどおり地元

の方々を中心に無理なく効率的に進められるよう、地域の方々と町との協働により、管

理・運営を行って行くとともに、町内外にＰＲし、大切にして行きたいと答弁しました。

続いて、こども家庭庁発足に伴い、今後子ども子育ての様々な情報をＳＮＳで配信す

る予定の有無と、こども家庭庁の政策である、子どもの安全についてどう考えているの

かとの質問がありました。

小中学生に関係する子ども子育てについての情報発信については、学校便りや手紙等

で発信しており、今後も同様に発信する予定であり、新たな取り組みとしてＳＮＳを利

用した発信は現在予定していないが、学校からの発信はマチコミメールによるデジタル

配信が増えていく方向と答弁しました。

子どもの安全については、学校生活の大前提であり、今後も重視して指導していくよ

う教育委員会から学校に依頼していく旨答弁しました。

続いて、コロナ禍の影響により経済的に困窮に陥っている方への支援策の利用現状に

ついて質問があり、教育委員会の関係では高等学校等進学に係る奨学給付金を、令和３

年度は１５件支給し、就学費の援助制度では、９月１日現在、５９名の児童生徒が利用

していると答弁しました。

続いて、通学路の危険対策について、新聞報道によると危険な道路対策が進捗率１０

０パーセントと報道されているが、対策すべき箇所はないのかとの質問がありました。

令和３年度町通学路安全プログラム合同点検において各学校より挙げられた危険・要

注意箇所、８箇所は、報道のとおり全ての箇所に対し対策を実施し完了しており、さら

なる安全を図るために信号機設置の要望と交通安全指導を継続していると答弁しました。

続いて、県が実施予定の学校給食無料化についての内容と県からの補助金額、さらに

第２子まで無料にした場合の必要額について質問がありました。

県は公立小中学校に通学する第３子以降の給食費を無償化している市町村に対して、

その２分の１を補助することとし、補助対象期間は、令和５年１月から３月までの３か

月間を予定しています。実施された場合、１００万円程度町へ助成されると見込まれま

す。

また、給食費無償化をさらに拡大することは現段階では困難と考えており、仮に令和

４年度で第２子以降までを対象とした場合の必要額は、年間３，４００万円程度と試算

される旨答弁しました。

以上が一般質問の主な内容となります。

また、今議会には令和３年度酒々井町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認定議

案が提出され、決算審査特別委員会において審議され、賛成多数で可決、さらに９月２

８日（水）の本会議において賛成多数で、可決、認定されました。

決算審査特別委員会の教育委員会に係る個別の意見・要望事項としましては、２点ご

ざいまして、１点目は、「部活動指導員配置事業において、更なる部活動の充実や先生方
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の負担軽減を図るためにも、より一層の体制強化を求める。」２点目は、「小中学校では、

パソコンを活用した授業の効果が見受けられるので、ＩＣＴ授業支援体制の更なる充実

を図られたい。」

また、教育委員会だけでなく町全般的事項として、「こども課等で起こった不適切な事

務処理問題に対して、町のコンプライアンスの徹底、会計年度中のあらゆる執行状況の

点検確認を実施し、遺漏のない事務処理を行うよう要望する。」といったご意見等をいた

だいております。

最後に、今議会中、村重教育委員の委員への再任の同意議案、河端孝順氏の新教育委

員への選任同意議案につきましても、審議され可決され同意をいただいております。ご

報告させていただきます。

私からの９月定例議会に係る報告は以上でございます。

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

（報 告）

倉部学校教育課副課長

はい、議長

木村教育長

学校教育課副課長

倉部学校教育課副課長

本日、課長が所用により不在のため、私、倉部からご報告申し上げます。よろしくお

願いいたします。

（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
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（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

教育長職務代理者

林教育長職務代理者

２点、発言したいことがございます。

１点目は、図書館の関係で、図書館利用の７月統計から８月統計に目を移してみます

と、段々と利用者数や貸出数が上がっていて、子ども達だけではないと思いますが、読

書をする子ども達が増えてきていると感じ嬉しく思います。分かりやすい統計を作って

いただきありがとうございます。

２点目は、こども課で付けていただいた机の天板を、酒々井中学校の学校訪問の際に

拝見しました。最初に、書写の授業をやっていたのですが、自由に物を置けるので、字

をとても丁寧に書いている様子が見られて、非常に有効だなと感じました。また、社会

科の授業で、資料集と教科書とノートと合わせて７冊くらい机の上に載っていましたが、

それを広げるときに落とすことなく、非常に効果的な天板だと感じました。天板を付け

ることによって教室が狭くなるので、使いにくいという難点もあろうかと思いますが、

慣れてくれば上手に使えるかなとも感じます。とても有意義なことだったと考えます。

色々とありがとうございました。

木村教育長

天板拡張器具について、事務局で何かご発言したいことがございましたら、お願いし

ます。

大谷こども課副参事

はい、議長

木村教育長

大谷副参事

大谷こども課副参事

今日酒々井中学校を訪問した際、３年生の分が人数の関係で付けることができていま

せんでしたが、教室の広さの関係上致し方ないかと思います。

中村校長先生ですので、色々とテストしたと思いますが、教室の面積が狭いのかなと

思います。同じこども課の高橋君も一生懸命頑張りました。

木村教育長

折角予算を付けて購入したものですので、もう一工夫できるのかなと思います。
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大谷こども課副参事

はい、議長

木村教育長

大谷副参事

大谷こども課副参事

２０センチメートルくらい机が広がるイメージですので、それが７列になると教室が

狭くなり、動線が取れなくなるかと思います。

木村教育長

出入りするのは大変かと思いますが、工夫していただきたいと思います。

大谷こども課副参事

はい、議長

木村教育長

大谷副参事

大谷こども課副参事

確かに林職務代理者のおっしゃるとおり、使っているところを見ると非常に有効だな

と感じております。

木村教育長

工夫してやっていただくように、学校教育課にもお願いしたいと思います。他にご意

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

他にご意見、ご質問等ないようですので、以上で議題を終わります。

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１０月２８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１１月の予定ですが、１１月２５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１０月２８日（金）、午後２時から、１１月は２５

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
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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

（事務局説明）

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。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

教育長・教育委員予定表にスポレク祭が記載されていませんが、今年度は実施しない

のでしょうか。

木村教育長

スポレク祭は開催しますが、綱引きは無く、大々的に行うことは考えていないので、

開会式もやらないとのことです。教育委員の皆様にもご案内の予定はなく、私も出席し

ないことになっておりますので、記載がなく説明不足でしたが、そのようにお願いいた

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。

倉部学校教育課副課長

はい、議長

木村教育長

学校教育課副課長

倉部学校教育課副課長

令和４年４月１９日（火）に、小学校６年生と中学校３年生を対象に国語科、算数科・
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数学科、理科で実施された「全国学力学習状況調査」の結果について、ご報告させてい

ただきます。

まずは、お手元配布の資料をご覧ください。

酒々井町の場合は、千葉県教育委員会と同様、以前から正答率をもとに結果を公表し

ています。公表につきましては、点数にはふれず、全国の平均正答率との差をもとに正

答率の差が±１．９以内であれば「同程度」、正答率の差が±２．０～±４．９であれば

「やや上回る」または「やや下回る」、正答率の差が±５．０以上であれば「上回る」ま

たは「下回る」の文言を使って公表するとともに考察を説明するようにしています。

教科に関する分析についてですが、数値の公表ではなく、先ほどと同様の文言を使っ

て公表します。

また、指数を用いた分析をする場合があります。例えば、経年変化を見るもの、領域

や問題形式を相対化した分析などです。問題は毎年変わるため、平均点も毎年変わりま

す。数年間を比べるために、平均正答率の比較では不都合があるからです。また、話す

こと、聞くこと、書くこと、読むこと、言語事項、選択式問題、短答式問題、記述式問

題をレーダーチャートに表して分析する場合も、それぞれが別々の正答率であるため、

指数を使うこととしています。

資料をご覧ください。

各学校の教科ごとの正答率と全国正答率、そして、指数やその差は表にあるとおりで

す。

小学校国語科の正答率の差は、酒々井町全体では、－０．８で、言葉としては「全国

平均と同程度」という結果です。小学校算数科は、酒々井町全体では、－４．３で、「全

国平均をやや下回る」という結果です。小学校理科は、－４．４で、「全国平均をやや下

回る」という結果です。

中学校国語科は－２．３で、「全国平均をやや下回る」という結果です。中学校数学科

では、－２．０、で「全国平均をやや下回る」という結果です。中学校理科では、－０．

７で「全国平均と同程度」という結果です。

各学校の課題ですが、酒々井小学校については、授業改善による全体的な学力の底上

げが必要となります。大室台小学校については、国語科の学習をさらに充実させていく

ことが必要であると考えます。酒々井中学校については、国語科及び数学科の学習を充

実させていくことが必要であると考えます。

また、この資料から読み取ることはできませんが、詳細に見ていきますと、小学校に

ついては、国語科では話すこと、書くことなどの表現する力が低く、算数科では、表を

分析して立式する問題等のデータの活用に関する問題では比較的正答率が高かったので

すが、プログラミング的思考を用いて図形をかく問題等、図形に関する力が弱い状況で

した。理科では、光の性質に関する実験などのエネルギーに関する領域の問題が低い正

答率でした。全体的に、思考・判断・表現する力の不足が伺われました。

中学校の国語科では、基本的な読み・書きについては安定していますが、話すこと・

聞くこと、思考・判断・表現力に課題があることが分かりました。数学科では、図形に

関する問題の正答率が高く、関数に関する問題を解く力が弱い状況であり、国語科と同

様に思考・判断・表現の力に課題があることが分かりました。理科では、重力に関する

問題など、エネルギーに関する問題の正答率が高く、全体的に知識・技能が定着してい

ることが分かりました。
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当町の小学校６年生、中学校３年生の今年度の結果につきましては、以上のような傾

向が見られました。

今後は、小学校では、問題に対する自分の考えをプリントに書いたり、ノートパソコ

ンに入力したりして見合い、その中から違いや共通することを見出して伝え合ったりす

るなど、互いの意見を交わし合う場面を意図的に設けること、最終的には、考えをまと

めて話したり、書いたりする活動を取り入れることなどを意識して授業を構成し、思考

力や表現力を伸ばしていく必要があります。

中学校では、各教科の授業において、ペアやグループでの学習形態を積極的に取り入

れて必然的に話す場面を設定し、話すことを中心とした表現力を鍛えていく必要がある

と考えます。

各小・中学校でも現在、結果の分析を進めているところですが、１０月２５日（火）

の教務主任・研究主任会議で実態を共有し、授業改善を進め、どのようにして児童生徒

の学力をのばしていくか、対策を協議してまいります。

最後になりますが、本テストの結果に係る「数値」については、「非公開が鉄則」とな

っておりますので、十分、御留意願います。

以上です。

木村教育長

事務局から「令和４年度全国学力・学習状況調査結果について」報告がございました。

ご意見、ご質問等があればお伺いいたします。

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

年によって、出題の内容が違うので一概には言えないのですが、資料の６年生のお子

さんが来年中学１年生にテストを受けることになります。学校は違いますが１年後にな

ると思いますので、そこで比較できると思います。この表では、今年度のものなので一

概には言えませんが、算数数学に限ってみますと、今年度酒々井町としてはマイナス４．

３ですが中学校としてはマイナス２．０と少し上回っている気がします。国語は逆にな

っていますが、小学校６学年の子ども達のポイントが何点で中学校１学年のときに同じ

教科で何点だったのかを見ていくことで、子ども達の様子が少しずつ解析できると思い

ますので、そういった分析もよろしくお願いします。

以上です。

木村教育長

平成３０年度の成績も出ていますが、平成３０年度の時の６年生は、今でいうと中学

校何年生ですか。

倉部学校教育課副課長

はい、議長

木村教育長

学校教育課副課長

倉部学校教育課副課長

高校１年生です。
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木村教育長

ということは、平成３１年度の６年生が今の中学校３年生ということになりますが、

平成３１年度の小学校６年生の国語の指数はプラス３．４で、問題は違いますが今年の

中学３年生の国語はマイナス３．３で６．０以上の開きがあります。このような分析は

学校教育課で行っていますか。

倉部学校教育課副課長

はい、議長

木村教育長

学校教育課副課長

倉部学校教育課副課長

はい、学校教育課内で先日分析を行いました。

木村教育長

中学校の指導が悪かったという素人考えが頭に浮かぶところです。

倉部学校教育課副課長

はい、議長

木村教育長

学校教育課副課長

倉部学校教育課副課長

そのように思われても仕方ない結果ですが、指数で６．０の開きがあると気にかかる

数字ではあるかと思います。先ほど申しあげたとおり、全国学力状況調査の問題は、普

段中学校でやっている授業では得点しづらい問題となっており、授業に話したり書いた

りするなど表現活動・思考活動を多く取り入れていかないと、点数が伸びないのではな

いかという分析をしていたところです。

木村教育長

中学校は現代的な課題になっている授業改善がいまだなされていないということでし

ょうか。

倉部学校教育課副課長

はい、議長

木村教育長

学校教育課副課長

倉部学校教育課副課長

はい、そのとおりです。

木村教育長

一方で県の学力テスト（５教科で５００点満点）では、県平均よりも２０点以上上回

っています。問題の質が違う点もありますが、その辺の矛盾のようなものがあります。

全国のテストは思考判断に重きを置いているので、授業もそういった形での改善をして

いかなければいけないと感じています。その辺は学校教育課の方で学校現場の指導を強

化していただければと思います。

倉部学校教育課副課長

はい、議長

木村教育長

学校教育課副課長
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倉部学校教育課副課長

はい、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。

（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、「令和４年度全国学力・学習状況調査結果に

ついて」を終わります。事務局からさらにその他はありますか。

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

資料に題名はありませんが、前回定例教育委員会会議で村重委員から小中学校のＬＥ

Ｄ化率について、ご質問がありましたので、一覧にして、学校ごとにまとめてあります。

資料の１枚目の真ん中から少し下の「小中学校ＬＥＤ化率」という部分をご覧いただ

きたいと思います。左から学校名、蛍光灯、ＬＥＤ、照明器具総数、そして一番右にＬ

ＥＤ化率が記載されております。酒々井小学校は２４.１パーセント、大室台小学校は３

０．２パーセント、酒々井中学校は３９．２パーセントとなっております。大室台小学

校につきましては、ＬＥＤが９９基となっていますが、９月補正で予算を計上し５０基

ＬＥＤへの交換を予定しておりますので、１４９基となりますと、ＬＥＤ化率は約４５

パーセントに上昇します。以上です。

木村教育長

事務局から「小中学校照明器具のＬＥＤ化率について」報告がございました。ご意見、

ご質問等があればお伺いいたします。

村重委員

はい、議長

木村教育長

村重委員

村重委員

先日発言しました内容について、このようにまとめていただきありがとうございます。

また年度末や工事が終わった段階で、定期的に数字をまとめていただきたいと思いま

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

予算が取れれば進んで工事を行っていきたいと思いますが、他の修繕すべき部分もあ

りますので、計画的に修繕を行っていきたいと思います。

木村教育長

他にご意見、ご質問等はございませんか。
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（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、「小中学校照明器具のＬＥＤ化率について」

を終わります。事務局からさらにその他はありますか。

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

追加資料といたしまして、第２回しすいリッチハートコンサートアンケート集計表を

配布させていただきました。１９６名の方が参観されて回収できたものが１５２名分で

したが、年配の方のご出席が多かったと感じました。

また、男性、女性、町内、町外の方の感想について、文面があったものを記載させて

いただいております。全体的に、良かったという感想をいただいておりますが、高齢の

参加者が多かったので、次回クリスマスの時には子ども達も参加いただけるようなコン

サートを実施したいと考えております。

さらに、オータムコンサートのご案内通知と駐車券を教育委員の皆様の机上に置かせ

ていただきました。駐車券を車のフロントに置いていただければ、そのままプリミエー

ルの駐車場の方に停めていただくことが可能です。今回駐車担当をシルバー人材センタ

ーさんにお願いしましたので、教育委員の皆様のお顔が分からないこともあるかもしれ

ないので、よろしくお願いします。プリミエールからは以上です。

木村教育長

事務局から「しすいリッチハートコンサートのアンケートについて」報告がございま

した。ご意見、ご質問等があればお伺いいたします。

（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、「しすいリッチハートコンサートのアンケー

トについて」を終わります。事務局からさらにその他はありますか。

（事務局その他なし）

木村教育長

事務局からさらにその他はないようですが、委員の皆さんからその他はございませ

んか。

村重委員

はい、議長

木村教育長

村重委員

村重委員

第１号議案について、前年度からの再任の方と新規の方を分かりやすくするために、

例えば選出団体の右側に「再」とか新規の方は「新」と表記していただければ良いと思

いました。

木村教育長

先ほどは口頭で田辺さんだけが新任でその他の方は再任という話がありましたが、そ
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うではなくて、この資料に記載してほしいとのことですので、事務局の方で検討してく

ださい。

木村教育長

他に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

他にご意見、ご質問等ないようですので、以上でその他を終了します。

７ 発言の申し出

木村教育長

ここで、石井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。 石井委

員、ご発言をお願いします。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

本日を持ちまして２期、８年間務めさせていただいた、酒々井町教育委員が任期満了

となりました。任期満了にあたり月末のお忙しい中恐縮ですが、皆様に御礼の気持ちを

込めてご挨拶を申し上げます。思い起こせば８年前、教育委員は、教育の専門家だけの

判断に偏ることがないよう、一般の人材も採用することになっていると推薦者から教え

られ、生まれ育った酒々井町、家族皆がお世話になっている酒々井町に少しでも恩返し

出来たらの思いで教育委員をお引き受けさせていただいた次第です。

不安の中、幸い教育委員保護者代表として村重浩二さんと同期就任となり一緒に教育

委員として働くことになり、良きパートナーとして今日までやってきました。この間教

育長や元教育委員の浦壁さんはじめ同僚の委員さんからもご指南を受け行動をしてまい

りました。改めてお礼申し上げます。文科省をはじめとする多岐にわたる研修会、学校

や施設訪問、その他スポーツ大会の応援、福祉、文化に関する諸行事、特色ある教育活

動、生涯学習や国際交流事業など、多くの場面で勉強や体験をさせていただき、十分で

はありませんが教育委員としての考え方、在り方を学ぶことができたと思います。中で

もドイツとの国際交流事業では、視察団として平成２９年１月２８日から２月３日の期

間同行し、木村教育長を団長としてドルフェン市との派遣事業について、市や学校幹部

と協議したことは忘れられないものとなりました。併せて子ども達に見学させたい歴史

的建造物や施設の下見では、シンデレラ城のモデルで有名なノイシュバンシュタイン城

はじめ素晴らしい異文化にふれ感動の気持ちが今でも湧き上がってきます。その年の７

月に酒々井中の生徒１０人の派遣により交流がスタートし、翌年の５月末ドルフェン市

よりホームステイに先生２人生徒２０人と大勢来町され、町の歓待に感謝の意が表され

ました。その交流事業もコロナ禍のため今ではことごとく中止となり、これには子ども

達も本当にがっかりしていると思いますし、早く終息宣言がくるよう願うばかりです。

コロナ禍といえば、２年半前から一堂に会しての研修会もすべからく中止となり、その
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他諸行事も中止や規模縮小と大変な思いの月日を重ね、消化不良の後半２年半となって

しまいました。そうはいっても、私にとって人生７７年間生きた中でこの８年間は充実

した意義のある人生でありました。それは教育委員を通じて酒々井町の歴史、文化を学

習し改めて酒々井町の魅力を感じたことです。そして、沢山の方々と繋がりを持てたこ

とであり、今後生活をする中で私の宝となり大変ありがたい思いです。

歴史ある町酒々井、この町の教育委員会が子ども達のためにますます発展しますよう

皆様の力を合わせて今後ともご尽力いただきたくよろしくお願い申し上げます。

私事ですが、これからはソフトボール競技の審判、仲間とのバトポン競技、始めたば

かりの家庭菜園等を趣味として楽しみ、そして孫達の成長を楽しみに夫婦揃って元気に

歳を重ねていきたいと思います。

終わりに、皆様のご健康とご活躍されることを願いまして挨拶に代えさせていただき

ます。８年間お世話になりました。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。石井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

長きに亘りまして、教育行政・社会教育行政について、ご尽力を頂戴し、大変嬉しく

思っております。今お話を伺いまして、喜寿を迎えたのだなと、８年前は６０代だった

のだなと感じます。でも今見ても７０代には見えず若々しくいつも子ども達の視点で

色々なことを質問したりしてくださったのだと思います。就任されたときに教育現場か

ら「より一般的な」という教育長からという話がありましたけれども、色々な視点から

学校教育や社会教育を見ることができたと思います。そういった意味で、石井委員さん

からは一般的に、あるいは社会に通用するような質問等をしていただいて、流石だなと

思うことが一杯ありました。これからもますますお元気で、そしてたまには教育委員会

の私たちに叱咤激励をしていただけたら大変ありがたいと思います。長きに亘りありが

とうございました。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

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

私と石井委員は８年前に畑違いの教育委員に任命されて、任期８年を務めてまいりま
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した。良きパートナーとして、石井委員とディスカッションしながら会議や行事に参加

して、色々な思い出が沢山あります。３期目もやってほしい気持ちもありますが、これ

からも健康に留意して、たまには顔を出していただいて、先ほど林委員もおっしゃいま

したが、叱咤激励をよろしくお願いします。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

ありがとうございました。

大塚委員

はい、議長

木村教育長

大塚委員

大塚委員

私が教育委員になった時には、教育長職務代理者でいらっしゃって、何も分からなく

て右往左往しているのを優しく教えて下さって、かげで色々とアドバイスしていただき、

どうにか続けてこられたという思いがあります。本当にありがとうございました。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

ありがとうございました。

木村教育長

私からも石井委員に御礼申し上げたいと思います。

石井委員には、教育の世界から別の角度で教育問題を俯瞰してみていただきました。

本当に皆さんもご存じのとおり、広いお心を持ち、そしてまた包容力のあるお考えを

もとに私も何度も助けられたことがありました。まだまだ一緒にいたいという思いもご

ざいましたが、色々なことがありまして、やむを得ないのかなとも思っております。ど

うかこれからも健康に留意されまして、体育協会の会長ということで要職でもあります

が、是非そちらの道でもご活躍していただき、また、かげながらということで大変恐縮

ですが教育委員会を叱咤激励していただければと心から思っております。そういうこと

を申し上げて、御礼の言葉に代えさせていただきます。大変ありがとうございました。

石井委員

はい、議長

木村教育長

石井委員

石井委員

ありがとうございました。
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８ 閉 会

木村教育長

以上で、本日の会議次第に掲げました案件は、すべて終了しました。

これをもちまして、酒々井町教育委員会９月定例会議を閉会といたします。

（１５：３５）

議事録署名 教育長

委 員

議 事 録 作 成 職 員

こ ど も 課


