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令和４年度酒々井町教育委員会１０月定例会議 議事録

開 催 日 令和４年１０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 林 洋子

委 員 村重 浩二 委 員 大塚 益子

委 員 河端 孝順

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）報 告（公 開）

報告第１号 行政報告について

４ 次回会議の予定 １１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 １４：５５



２

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１０月定例会議を開会します。

はじめに新しい委員をご紹介させていただきます。

過日行われました町議会９月定例会におきまして、議会の同意を得まして、町長から

の任命により村重浩二さんは再任、また、河端孝順さんは新たに教育委員に就任されま

した。誠におめでとうございます。それでは、お二人から順にご挨拶をいただきたいと

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

石井委員と共に任期８年を務めてまいりました。引き続き酒々井町の教育行政を保護

者目線だけでなく、幅広い視点で推進していきたいと思います。よろしくお願いします。

河端委員

はい、議長

木村教育長

河端委員

河端委員

この度初めて就任させていただきました河端孝順と申します。自分に何ができるのか

ということを常に考え、皆さんのご指導を賜りつつ頑張っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

木村教育長

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。

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。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）報 告

木村教育長

これから議題に入ります。本日の議題は報告１件です。この内容に非公開とすべき部

分はございませんので、議事はすべて公開いたします。あらかじめご了承願います。

それでは、報告第１号「行政報告について」を議題とします。

まずは、私からご報告します。
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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。

１点目は、９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１０人で、４７人であった前の１ヶ月間より大分減り

ました。また、教職員の新規感染者はありませんでした。

２点目は、本日午前中に新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催されましたの

で、この報告をいたします。第７波が下げ止まりで、これから年末年始を迎え第８波の

到来が想定されておりますが、現時点では施設の貸し出しなど町の事業や行事について

はこれまでどおり基本的な感染予防対策をしっかり講じて実施することになりました。

以上でコロナ関係を終了させていただきます。

次に、１０月５日（水）に行われました印旛郡市中学校駅伝競走大会についてご報告

いたします。男子の部は３７校、女子の部は３０校の参加でしたが、酒々井中学校は男

女とも３位という素晴らしい成績でした。男女とも１１月５日（土）の県大会に出場し

ます。また、女子の部で２区を走った田中理桜さん、３区を走った山倉実優さんがそれ

ぞれ区間賞に輝きました。さらに、男子Ｂチームの部では参加１３校の中で、酒々井中

学校は２位に約５分の差をつけての１位となりました。レースはハラハラドキドキの展

開でしたが、フィニッシュの瞬間は大変胸が熱くなりました。全力を尽くして頑張って

くれた生徒の皆さんに心から感謝する次第です。

次に、千葉県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、大宮慧和さんが女子走り高跳びで優勝しました。また、ソフトテニスでは酒々井中

学校は女子が団体で優勝、男子は団体でベスト４となる素晴らしい成績を収めてくれま

した。来年の関東大会出場や全国大会出場という目標が夢ではなくなって参りました。

もちろん期待するのですが、生徒の皆さんには部活動を思う存分楽しみ、充実した学校

生活を過ごしていただきたいと思います。

次に、３年ぶりに開催いたしました２２日（土）のオータムコンサートについてです

が、プリミエールのホールが満員となる盛況でした。オータムコンサートにつきまして

は委員の皆様も出席されておりますので後ほど感想などいただければと思います。

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

１０月１２日（水）に、酒々井町こども模擬議会が開催され参観してきましたので報

告いたします。

議会には、小中学校の１５名が各校の代表として議員となり、一般質問が行われまし

た。議席には、自分の名入りの席札が立てられ、緊張した面持ちでした。日常生活の中

で、酒々井町がもっと住みやすくなるために「こうであってほしい」「こうなれば嬉しい」

と町づくりの視点から素晴らしい提案がなされました。

「横断歩道に音響信号を」「人口減少対策について」「防犯カメラと街灯の設置」「ちび

っ子天国の跡地利用について」「文具店などの商業施設の誘致を」等、大人顔負けの内容

や子どもならではの視点もあり、住みやすい酒々井町にしたいという姿勢が伝わりまし
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た。小坂町長は、一人ひとりにとても丁寧に答弁されていました。

どの議員も再質問をしましたが、一回目の答弁と重なる等の難しさもみられましたが、

再び質問をしても良いのだという経験をされ良かったと思いました。

いずれにしても、子ども議員ははっきりとした口調で、相手に伝えようと頑張る姿が

見られました。当日はＮＨＫ、ケーブルネット２９６、読売新聞、町の広報担当者等、

沢山の取材陣やカメラが入り本議会さながらでした。

後日、ＮＨＫ首都圏ネットワークのニュースで、この様子が放映されました。「子ども

達の考えが町づくりに生かされるという、素敵な発想ですね。」というアナウンサーの締

めくくりの言葉に誇りを感じました。

以上です。

村重委員

はい、議長

木村教育長

村重委員

村重委員

私は１０月２２日（土）に行われた第２２回オータムコンサートについて報告いたし

ます。

まずは３年ぶりに開催できたこと、喜ばしく思います。コロナウイルスが流行し２年

開催できていなかったので、本来は第２４回だったのだなと、満席の会場を見渡しなが

ら思いました。酒々井小学校３曲、大室台小学校２曲、酒々井中学校５曲、約２時間の

コンサートでした。

酒々井小学校は生徒達が首に水色のバンダナをまとい、最初の曲は映画「魔女の宅急

便」の「やさしさに包まれたなら」を演奏しました。演奏前に「強弱に気を付けて演奏

します。」と言っていましたが、もう少し強弱があると良かったと思いました。２曲目の

校歌・３曲目のディズニーワールドは良かったと思います。

２番目の大室台小学校で印象に残ったのが、聞きなれている校歌ですが、編曲もされ

ている、石鍋さんの指揮による演奏はグレードアップされた校歌を聞けたように思いま

した。

３番目の酒々井中学校は昨年までご指導いただいた由谷先生が築いた器楽部の安定し

た５曲でした。小学５年から始めた子達が酒々井中学校に入り日々の練習で作り上げた

音色は子ども達の成長を感じ取れました。最後に演奏した「ヤングマン‐ＹＭＣＡ‐」

は、マーチングの要素を取り入れ演奏しながら様々なアクションをし、観客も手拍子し

ながら、会場が一体となって楽しませてもらい、とても良かったと思います。

オータムコンサートは子ども達が日頃の練習の成果を発表し、子どもの成長を実感す

る良いイベントだなと思います。

余談ですが、私も酒々井小学校６年生の時と酒々井中学校１年生の時、当時の呼び名

ですがブラスバンドに入っていました。酒々井小学校の時もメンバーが１０数人、酒々

井中学校の時も１～３年全員で２０名程度で楽器の種類も少ない当時あまり人気の無い

部活でした。オータムコンサートのステージに並ぶ当時見たことの無い楽器の多さを見

て、今の子達は確実に恵まれていると思います。その環境下なので、日々の練習に励み

頑張ってくださいとこの場を借りてエールを送ります。

最後に、来年もコロナウイルスが落ち着き継続開催されることを願っております。
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以上です。

木村教育長

他に、教育委員の皆様からご報告することはございませんか。

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

他にありません。

木村教育長

それでは、事務局の方から順次ご報告をお願いします。

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

（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
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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

プリミエール酒々井の関係です。６日（木）に出張おはなし会を実施したとのことで

すが、今までも行っていたのでしょうか。それとも今回初めて行ったのでしょうか。

プリミエールでおはなし会を行っていても、毎回参加者が５人程度と記憶しています

ので、おはなし会を出張して実施していただくとより多くのお子様達に本を読む機会を

与えることができ、とても有効だと考え、嬉しく思います。このおはなし会には何歳の

子ども達で何人くらいが参加されたのかお聞かせください。

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

出張おはなし会ですが、この２年間はコロナ等で事業を中止しており、それ以前は申

し出があったところに赴いておりますが、回数等については手元に資料がございません

ので、後ほどご報告します。１３日（木）の赤ちゃん向けおはなし会は０歳から４歳く

らいまでが対象となっており、親子での参加となっています。コロナの感染状況を考慮

し、スペースに余裕をもって、５組１０名を上限人数として定めております。１回に参

加する人数をこれ以上増やすことはできないため、実施日数を増やすことも考えており

ます。２３日（日）のおはなし会につきましては、４歳から中学生の子どもまで参加い

ただけます。

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

積極的に実施しているおはなし会で、非常に良いと思います。コロナの感染状況もあ

ろうかと思いますが、今後も積極的に事業を進めていただきたいと思います。以上です。

木村教育長

河端委員が初めての定例教育委員会会議ですので、３ページの「オータムコンサート
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用ＰＣＲ回収・郵送」について、分かりやすくご説明をお願いします。

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

ＰＣＲキットを事前に各学校に送り、１８日（火）検体をプリミエール職員が各学校

を回り回収し、同日午前中に検査機関に郵送しました。その結果をもとに、学校がオー

タムコンサートを実施できるかどうかを確認した上でプリミエールに報告していただき、

最終的にプリミエールがオータムコンサートを実施できるかどうかを判断しました。

以上です。

河端委員

はい、議長

木村教育長

河端委員

河端委員

内容が分かりました。ありがとうございます。

村重委員

はい、議長

木村教育長

村重委員

村重委員

生涯学習課に伺います。１０月２２日（土）の墨古沢遺跡第３回ミニ講演会はどのよ

うな内容であったか、お聞かせください。

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

１０月２２日（土）開催の墨古沢遺跡第３回ミニ講演会は中央公民館講堂で開催し、

参加者が２５名、講師が千葉県文化財課の職員の方でございました。内容は、遺跡をど

のように活用して、どのようにＰＲしていくかという講座でした。

参加人数も少なかったのですが、行政の担当者向きの内容であったことが反省材料で

す。次回ですが、第４回ミニ講演会を、１２月１７日（土）に予定しております。この

講演会につきましては、年に２回程度開催の予定で来年度も開催を予定しておりますの

で、もしお時間がありましたら、是非ご参加いただきたいと思います。

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。
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以上で議題を終了します。

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１１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１２月の予定ですが、１２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１１月２５日（金）、午後２時から１２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。

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。

以上で、教育長・教育委員の予定を終了します。
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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。

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

中央公民館からお知らせさせていただきます。１０月３０日（日）から１１月６日（日）

にかけて、町民文化祭が開催されます。プリミエール酒々井を会場といたしまして、舞

台部門が１０月３０日（日）、１１月５日（土）及び６日（日）、展示部門が１１月２日

（水）から６日（日）まで、中央公民館で開催されます。詳しくは回覧等で公民館だよ

りを配布し、ホームページにも掲載しましたので、教育委員の皆様もお時間があればご

覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。

木村教育長

事務局から「町民文化祭の開催について」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、ご質問等はございませんか。特にないようですので、「町民文化祭の開催

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

町民文化祭に併せて、中学校の美術部がプリミエールで作品を展示しております。プ

リミエールにおいでの際は、中学生の作品もご覧いただければと思います。

また、お手元に資料を配布させていただいておりますが、しすい民話絵本を町のホー

ムページからプリミエール酒々井の電子書籍サービスに入っていただきますと閲覧でき

るようになっておりますので、是非ご覧になっていただければと思います。図書館カー

ドが無くても閲覧できますので、どうぞご利用ください。

プリミエールからは、以上です。

木村教育長

事務局から「中学校美術部の作品展示及び電子書籍サービスにおけるしすい民話絵本

の閲覧について」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、ご質問等はございませんか。特にご意見、ご質問等ないようですので、「中

学校美術部の作品展示及び電子書籍サービスにおけるしすい民話絵本の閲覧について」

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）
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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。

（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議事は、すべて終了しました。

令和４年度酒々井町教育委員会１０月定例会議を閉会といたします。

（１４：５５）

議事録署名 教育長

委 員

議 事 録 作 成 職 員

こ ど も 課


