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令和４年６月栄町教育委員会会議定例会議事録 

 

期日 令和４年６月２９日（水）開会:午後２時００分  閉会:午後２時３５分 

 

会場 栄町役場２階第４会議室 

 

教育長及び出席委員 

 教  育  長                   藤 ケ 崎  功 

 委     員(教育長職務代理者)  中 島 宣 行 

 委     員                 大 久 保 雅 從 

委     員                 石 川 京 子 

委     員                 濱 田 香 奈 

欠席委員  なし 

 

説明のため出席した職員   

 教育総務課長           磯 岡 和 之 

 学校教育課長           鳥 羽 英 之 

生涯学習課長           稲 葉 彰 司 

学校給食センター施設長      由 井   茂 

職務のため出席した職員 

 教育総務課長補佐（書記、議事録） 大 木 正 義 

傍聴人：１人 

 

１ 教育長開会宣言 

 

 

２ 議事の進行           中島 宣行委員（教育長職務代理者） 

 

 

３ 署名委員の指名         大久保 雅從委員 

  

 

４ 会期 本日１日限り 
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月 日 曜 場所 活動名 内　　　　　　　　　容

役場 会議 政策会議に参加しました。

ふれプラ 研修 第１回町家庭教育学級「ＩＩＫＳ」に参加しました。

千葉市 県会議 県教育庁の会議に参加しました。

30 月 教育長室 監査確認 印旛郡市文化財センター常務理事が来庁し，監査報告の確認をしました。

1 水 成田市 視察 印旛郡市小学校陸上競技大会の応援に出向きました。

2 木 役場 朝礼・課長会
町長からの６月訓示を受けました。
その後，課長会を行い，感染症対策の後方支援を依頼しました。

議場 町議会 ６月議会が開会し参加しました。

役場 会議 ６月校長会議に参加しました。

9 木 ふれプラ 研修会 酒々井町との合同管理運営研修会に参加しました。

11 土 安食小 視察 町ＰＴＡ連絡協議会主催のバレーボール大会の応援に出向きました。

12 日 印西市 儀式 町職員のお通夜に参列しました。

14 火 役場 会議 町教頭会議に参加しました。

15 水 議場 町議会 一般質問がありました。

16 木 議場 町議会 一般質問がありました。

17 金 議場 町議会 議案の採決後，閉会しました。

20 月 安食台小 視察 学校施設の修繕箇所を確認しました。

22 水 役場 会議 教育委員会内課長会議を開催しました。

23 木 佐倉市 会議 印旛郡市文化財センターの理事会に参加しました。

24 金 町長室 贈呈式 藤本教育財団から町長へ栄中学校への贈呈品目録が手渡されました。

25 土 千葉市 会議 県教育22団体会議に参加しました。

27 月 千葉市 会議 県町村教育長協議会理事会に参加しました。

28 火 栄中 視察
教育庁北総教育事務所長への要請による訪問指導を受け，委員とともに視察し
ました。

29 火 役場 定例会 ６月定例会を開催します。(報告3件)

6

7 火

令和４年　６月　「教育委員の活動報告」

27 金
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５ 教育委員の活動報告 

藤ケ崎教育長： 

お暑い中，ありがとうございます。本日は，議案がございませんので，活動報告を

より細かく申し上げます。 

それでは，前回定例会から本日迄についてご報告いたします。  

５月２７日金曜日，町長部局の政策会議に参加後，ふれあいプラザさかえに出向き

家庭教育学級である「第１回ＩＩＫＳ，イキイキ子育てスクール」が開催され，家庭

教育アドバイザーの並木先生のご講話を伺いました。第１回のテーマとして「子供の

生きる力を育てる親の声かけ～自ら育つ子供に導くために～」を，お話しいただきま

した。私が教頭になった時の成田市では，各学校で家庭教育学級を開催し，特に低学

年の母親が主体となって，教頭がリードしていく形でありました。そのため，今回の

ような「親の育ちを促す大切な講話」は，入学生の保護者の誰もが学ばねばならない

マストアイテムとして，聞き逃すことがないようになっていたわけです。平成１２年

の頃ですから，新米教頭として家庭教育学級の運営に戸惑いながらも，入学生の保護

者主体である家庭教育学級生に楽しんで学んでもらえるよう工夫した記憶があります。

町が主体となって合同で行う良い面も多くありますが，家庭教育への門戸を拡大し，

半ば強制にでもしていく工夫も必要かなと考えております。つまり，入学生の保護者

全員に聞いてほしかったということです。１１時に途中退席し，千葉市での県教育庁

の会議に参加しました。 

６月１日，印旛郡市小学校陸上競技大会の応援に行きました。部会大会で優勝した

８００ｍ６年女子では安食小選手が最後までトップ争いをしつつもトップを抜ききれ

ず，印旛郡市で２位，走り高跳び部会新記録の安食小６年男子は郡３位，そして，布

鎌小６年女子１００ｍ，布鎌小６年男子走り幅跳びで共に郡７位と，４名の選手が入

賞しています。がんばってくれましたことを報告いたします。今年の大会は，３部会

の印西市，白井市の小学生が目立っていました。時間がありましたので，１００ｍ走

から４００ｍリレーまで６種目の５・６年男女，２４種目中，優勝率，つまり１位を

占めたのは，１部会の佐倉・酒々井で，４校で１７パーセント，２部会の栄・成田・

富里で１校の４パーセント，４部会の八街市では，１校の４パーセント，５部会の四

街道市では２校の８パーセント，最後に３部会の印西・白井市では１６校，６７パー

セントでした。これを第３位まで広げても，１部会１２.５パーセント，２部会２５パ

ーセント，３部会５９.７パーセント，４部会１.３パーセント，５部会５.５パーセン

トという結果でした。最近では，平成２６・２７年の安食台小の６年男子１００ｍの

渡辺君，もう少し古くは，布鎌小の６年女子走り幅跳びの宮本さん，いずれも郡新記

録で優勝したことを思い出します。また，安食台小や竜角寺台小が大規模校だった際

は，栄町の名を轟かしていたことが思い出されます。来年に期待してまいります。 

 ７日，町議会が開会しました。初日に，町長から中島教育委員の任命について再任
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の議案が出され，全会一致にて議決されました。またの４年間，よろしくお願いいた

します。 

 午後は，校長会議を開催しました。 

 １１日，土曜日，安食小体育館にて，ＰＴＡバレーボール大会が開催されました。

優勝は，安食台小チーム，準優勝は竜角寺台小チームでした。安食台小チームは，佐々

木真由美先生が，日体大のバレー部だったと記憶しています。竜角寺台小にお子様が

いらしたときも強かったと記憶していますが，今年は監督として力を発揮されたこと

と思います。これから，印西市松山下体育館で開催される郡大会に進みます。今年は，

県大会が印旛地区担当ということで，成田市体育館ですので，お近くなので，成田ま

で進んでいただくよう，挨拶で鼓舞してきました。 

 １４日，教頭会議を開催しました。６月１０日に，職員への節電要請がとどいた特

別なことから，急遽，教育総務課長に参加してもらい，各学校における節電の要請を

行いました。ロシアのウクライナ侵攻による原油高により，電気料金が毎月上昇する

という異常事態であることから，ＳＤＧｓも絡めて，児童生徒，教職員にも，ブラッ

クアウトを避けるための節電を徹底してほしいものです。  

 １５日，１６日，町議会の一般質問があり，１７日に閉会しました。 

 ２０日，安食台小から修繕要望が８枚出てきたので，担当の春藤さんと栄中の鈴木

スクールサポートスタッフ，安食台小用務員の高橋さんと確認してきました。 

 ２４日，藤本教育財団から，町長への寄付目録の贈呈式があり，学校教育課長とと

もに同席しました。こちらは，ケーブルネット２９６を運営されている会社が立ち上

げた教育財団でありまして，毎年，３０万円相当の楽器等を中学校の要望に応じて，

寄付いただいているものです。吹奏楽部の楽器をそろえてあげる予算確保が困難な中，

ありがたく頂戴しています。 

 ２５日，千葉県教育会館にて，「子供たちの豊かな育ちと学びを支援する２２団体」

が集まり，今年度の要望事項について協議しました。なお，会場で，高等学校校長会

長である県立東葛飾高校の篠木校長先生から，交流人事で在籍した小林中の教頭時代

に大久保校長先生から大変お世話になり，よろしくお伝えくださいとのご挨拶を受け

ましたので，伝達いたします。 

 ２７日，県町村教育長会の理事会があり，教育総務課長，課長補佐とともに参加し，

千教連への要望書を取りまとめました。 

 そして，昨日は，暑い中での栄中での教育事務所長お出迎えにお立合いいただき，

ありがとうございました。昨年度，本庁９階教育政策課に在籍されていた宮崎所長と，

８階学校安全保健課勤務であった高橋校長という関係性ばかりでなく，環境美化，学

力向上，服務指導等，学校経営について，高評価を賜りました。思わぬ梅雨明けであ

りましたが，特別教室まで含めた冷房により，子供たちの真剣な学習に向かう姿を見

ていただけました。市町村によっては，特別教室の空調が整えられていない学校もあ

ります。その点，栄町の子供たちにとって，訪問する事務所にとっても，よいことだ
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と思います。 

 なお，私は，昨日付の北総教育事務所長名で届いた「学校における節電等について」

という文書を７月の校長会での指導用として要約し，所長訪問にて参観しました。今

お配りした要約文書をご覧ください。これが昨日届いたもので、午前中届きましたの

でこれを持って行ったのですが、１照明・エアコン，２教職員の勤務，３学習指導，

４部活動に分かれ，中でも，細かく１１項目県の危機管理監から要望があったものな

んですが、全部これで節電対応していたかというと必ずしも、付けっぱなしのところ

もありましたので、その場で校長先生に言うのも悪いので、明後日の校長会議で再度

徹底していきたいなと考えております。何しろ住民の方だけでなく、通りすがりの方

からもよく見える学校施設でありますので、授業中の廊下階段，トイレの完全消灯，

晴天時の窓側照明の部分消灯，晴天時の体育館の部分消灯，昼休みの消灯，そして，

教職員の定時退勤，児童生徒への節電意識の徹底等，１１項目にわたる指導文書でし

た。昨日の栄中が１１項目全てにおいて徹底されてはいませんでした。熱中症予防の

エアコン使用は致し方ありませんが，国が発令しています「電力需給ひっ迫注意報」

を遵守し徹底化するよう指導してまいります。なにしろ，住民ばかりでなく，通りす

がりの方からも，よく見える学校施設ですので，特に目立つ電気の付けっぱなし、夜

間や朝方ですね、そういった消灯については，公務員として，さらに教育公務員とし

ての自覚をもって，率先して国に協力するよう指導してまいりたいと思っております。 

 そして，本日午前，本庁から直接，節電要請がメールで届きましたので，教育総務

課から各学校に電話で，節電要請したところです。昨日東京都も真っ暗な中パソコン

の画面が光っているという、あれくらいやっぱりやらないとだめなんだなと思ってい

るところであります。これら節電については，明後日の校長会議において，徹底化を

図ります。 

 それでは，二日連続となってしまった本日ですが，よろしくお願いいたします。以

上でございます。 

 

大久保委員： 

 ５月２５日（水）に、サンプラザ市原で千葉県の市町村教育委員会連絡協議会に出

席してきました。その中の特別講演で「学校における働き方改革」ということで、文

部科学省の菅谷匠氏から、学校における働き方改革というのは特効薬のない総力戦で

あると。国とか教育委員会、学校がそれぞれの立場において取り組みを着実に推進し、

教師が教師でなければできないことに全力投球できる環境整備が必要だということで、

具体的でよい講演をいただきました。特に国としては少人数学級を現在推進しており

ます。特に小学校で教科担任制、それからスクールサポートスタッフですか、それか

ら今一番問題になっている部活動の見直しということで、地域にということで、私も

これ本当に賛成だと思いますので。あといくつか教員免許制度の発展的解消というこ

とで、いくつかわかりやすくしていただいて、学校の先生が魅力ある職場になるよう
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に私も期待しております。以上でございます。 

 

石川委員： 

 ５月２７日（金）ＩＩＫＳ開講式に参加しました。「子供の生きる力を育てる親の

声かけ～自ら育つ子供に導くために～」を演題に、家庭教育アドバイザーの並木先生

のご講話がありました。ワークシートを活用しながら声掛けの基本である「しかる声

掛けではなく、伝える声掛けを」の大切さを学びました。 

５月２８日（土）午前、サタデーわくドラの視察をしました。たくさんのボランテ

ィアの皆様のお陰で参加児童みな集中して課題に取り組んでいる様子を見ることがで

きました。 

６月２８日（火）北総教育事務所長訪問に伴い、栄中学校の授業参観をさせていた

だきました。生徒の皆さんの授業に集中する様子を拝見できて、頼もしく感じました。

生徒の元気で礼儀正しい挨拶、そして校内はどこを見てもとても清掃が行き届いてい

て清々しい気持ちになりました。以上です。 

 

濱田委員： 

 ５月２７日（金）私も第１回ＩＩＫＳに参加しました。自分自身の子供との関わり

方を振り返ることができたと同時に、職場やあらゆる人との関わりの場でも生かして

いきたいなと思いました。 

６月７日（火）、安食小の環境美化作業に参加しました。５０名以上の保護者らが

参加し、校庭の草取りをしました。 

６月２２日（水）今年度初めての図書応援に出席しました。教室から子供たちの元

気な声が聞けて、とても嬉しく思いました。以上です。 

 

報告第１号 第１７回夏休みエコ絵画コンクールの後援承認について  

報告第２号 ２０２２年秋季企画展示「下総龍角寺」の後援承認について  

報告第３号 夏期心理リハビリテイション研修会の後援承認について  

 

磯岡教育総務課長： 

それでは、報告第１号についてご説明いたします。  

令和４年５月２６日付けで、千葉テレビ放送株式会社代表取締役社長篠塚泉氏より

「第１７回夏休みエコ絵画コンクール」について後援承認申請がありました。 

行事の趣旨は、千葉県が進める「環境学習基本方針」の趣旨に基づき、楽しい発想

を持つ小学生に、環境に対する興味を深めてもらうことを目的として、「未来のごみ箱」

をテーマとした絵画を募集し、これを通じ豊かな千葉の自然を守っていく姿勢を醸成

するものです。 
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会場及び日程、作品募集期間ですが、７月１日（金）から９月１６日（金）まで作

品募集を行い、展示は、１１月９日（水）から１２日（土）までの間、千葉市生涯学

習センター１階アトリウム他で行い、表彰式は１１月１２日（土）千葉市生涯学習セ

ンター２階ホールで行われるものです。 

参加予定者数及び参加の方法は、千葉県内の小学生で、学校、団体又は個人単位で

定められた期間に郵送にて応募するものです。  

行事の共催者として、一般財団法人千葉県環境財団、後援者として、環境省関東地

方環境事務所、千葉県、県内全教育委員会等を予定しています。 

続きまして、報告第２号についてご説明いたします。 

令和４年５月２３日付けで、早稲田大学會津八一記念博物館館長肥田路美氏より

「２０２２年秋季企画展示 下総龍角寺」について後援承認申請がありました。  

行事の趣旨ですが、下総龍角寺は、東国最古級創建の仏教寺院である。早稲田大学

は、昭和１０～２０年代の滝口宏教授による発掘以来、継続的な調査を蓄積している。

平成２５年度以降も調査を継続しており、発掘によって、東国では４例目となる塼仏

が出土するなど大きな成果を得た。近年の成果を総括するシンポジウムと併せて企画

展の開催を計画するということです。 

会場及び日程は、令和４年９月２０日（火）から１１月１５日（火）で、早稲田大

学會津八一記念博物館となっています。対象者として、本学関係者、一般観覧者とな

っています。 

行事の後援者として、栄町及び栄町教育委員会を予定しています。 

次に、報告第３号についてご説明いたします。  

令和４年５月２７日付けで千葉県心理リハビリテイション連絡会会長飯嶋正博氏

より「夏期心理リハビリテイション研修会」について後援承認申請がありました。行

事の趣旨は、現在、特別支援学校及び学級をはじめとする教育現場だけではなく、さ

まざまな臨床場面で取り入れられている心理リハビリティション（動作法）を、広く

教職員等に習得する機会を提供するものです。 

会場及び日程は、酒々井町コミュニティプラザで令和４年７月１８日（月・祝日）、

富里中央公民館で２３日（土）、２４日（日）の他４会場にて行われるものです。  

参加予定者数は、講師として１から４名、研修者として、１０から５０名、参加の

方式は、事前申込み制となっています。行事の後援者として、千葉県教育委員会、千

葉県内市町村教育委員会を予定しております。 

報告第１号から第３号につきましては、共催及び後援規程の趣旨に沿ったものであ

りますことから、教育長が専決処分したものでございます。 

 以上よろしくお願いいたします。 

 

《質疑なし》 
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６ 各課等の報告について 

 

磯岡教育総務課長： 

 教育総務課からですが、７月の行事予定表をご覧いただければと思います。７月１

３日（水）教育委員の勉強会を予定しております。２７日（水）教育委員会定例会を

予定しております。教育総務課からは以上でございます。 

 

鳥羽学校教育課長： 

学校教育課より報告させていただきます。はじめに各校の状況についてです。 

 今月も、新型コロナウイルス感染症に罹患する児童生徒教職員が若干いましたが、

各校ともに、新しい生活様式のもと、感染症予防を徹底しながら、学校運営を行って

いただいているところです。 

 マスクに関する指導ですが、熱中症防止のため、国や県から示されたマスクを外し

た方がよい場面について学校に周知し、熱中症防止優先でマスクを外すべき時は外す

ような指導を行っていただくよう依頼しています。  

また逆に、マスク外しに対する不安のある児童生徒もいることから、感染不安、久

しぶりの恥ずかしさ、久しぶりに対面することから生じるからかい・いじめなどがな

いよう、十分なケアや指導を合わせて行っていただくよう依頼しているところです。  

 昨日より、北総教育事務所による栄町立小中学校の学校訪問が始まりました。ご参

観いただきまして、ありがとうございました。３年ぶりの訪問で、久しぶりに学校の

様子を見ていただくことができ、通常の状態に戻りつつあることを改めて感じたとこ

ろです。 

栄中では、落ち着いた雰囲気の中で学校経営の一端をご覧いただくことができまし

た。訪問していただいた宮崎所長からは、「生徒が自然な表情で、明るい挨拶ができて

いた。」「道具類の整理整頓ができており、落ち着いた環境で学習ができている。」「学

習中の生徒の学ぶ姿勢がよく、先生方も生き生きと授業を行っている。」といったご感

想をいただいたところです。また、課題として、「効果的なＩＣＴ機器等の活用」「若

手からのボトムアップによる新しいことにチャレンジする授業」「全国学力学習状況調

査の考察を踏まえた、学力向上に向けた指導主事の要請」「実践的なキャリア教育の推

進」といった点についてご指導いただきました。  

今後、７月４日（月）は、安食小学校と布鎌小学校で管理主事訪問、７月１２日（火）

に竜角寺台小学校と安食台小学校で次長訪問が予定されています。 

ご指導いただいたことを、今後の学校経営等に活かしていくよう取り組んでまいり

ます。 

昨年度の６月２８日は、八街市で児童が巻き込まれる痛ましい交通事故がありまし

た。改めて、亡くなられたお子様方のご冥福お祈りするとともに、事故にあわれた方

へお見舞い申し上げるところです。学校教育課では、今年度も６月１７日（金）に通
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学路安全プログラムに基づいた通学路点検を実施しました。学校教育課、建設課、警

察、学校、ＰＴＡ等の関係団体が共に、危険箇所の処置をどう取り扱うかを協議する

ため、各校区の通学路点検を行いました。「グリーンベルトの補修確認」「樹木伐採、

除草作業の実施」「定期的な見回りや取り締まり等の強化」について関係機関等に依頼

したところです。今後も引き続き、安全な登下校ができるよう、確認していきます。

結果については、まとまり次第、教育委員会のＨＰに掲載することとしています。 

次に、夏季休業中のサマーわくドラについてです。昨年度は、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、各校で行っているものを、ふれあいプラザさかえでの集中開催

としました。さらに新型コロナウイルス感染症の影響により全１０回程度のところ、

３回の実施となってしまいました。 

今年度もまだ、コロナウイルス感染症の収束を見るところではありませんでしたの

で、昨年度の開催方法と同様、ふれあいプラザさかえでの集中開催として実施します。 

昨年度も課題となった、低学年の児童や夏季休業中学童に通われている児童につい

て、やはり子供だけで学童へ通所することはできないこと、わくドラ担当者で送りを

することが難しいことなどにより、参加が難しいことが考えられ、参加者の減員が予

想されるところです。実施要綱とパンフレットを資料としましたので、ご確認いただ

ければと思います。 

学校教育課からは以上です。 

 

稲葉生涯学習課長：  

それではお手元に資料を配布してございますが、生涯学習課から報告事項としまし

て、まず１番、７月の事業案内ですが、印旛郡市スポーツ大会開会式が２日に四街道

市文化センターで行われます。競技につきましては、７月３日（日）から２４日（日）

の基本は土日に各種目ごとに郡内の市町のスポーツ施設に分かれて開催されます。栄

町会場が、水と緑の運動広場で７月１６日（土）、１７（日）にソフトボールが開催さ

れます。 

続きまして、いきいき塾さかえの「浴衣着付け教室」が９日（土）にふれあいプラ

ザさかえの和室で行われます。 

布鎌小学校のキャンプが２０日（水）に布鎌小学校の校庭で行われます。 

続きまして、いきいき塾さかえの「サマーキッズ教室」としまして、「色鉛筆画教

室」が２２日（金）に、「陶芸教室」が２３日（土）にふれあいプラザさかえで行われ

ます。 

図書室ボランティアによります「お話会」が２３日（土）にキッズランドで行われ

ます。図書室での夏休み事業としまして、スタンプラリー、宿題お助けコーナー、妖

怪もののけコーナーを設置いたします。８月の土日限定なのですが、図書室内ですみ

っこぐらしというキャラクター、ご存じの方もいらっしゃると思うのですが、それを

探すイベントを開催する予定となっております。 
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続きまして、町民プールですが、一般開放を３年ぶりに開催する予定で進めており

ます。コロナ禍によりまして事業費の方が予定よりもかかるということで、８月のみ

の開催となりますので、ご了解いただきたいと思います。 

２番目としまして、図書室購入図書６月分についてですが、一般書が３８冊、児童

書が１６冊となっております。 

３番目としまして、令和３年度ふれあいプラザさかえの利用状況についてですが、

別紙に年度別の利用状況及びもう１枚が各施設ごとの月ごとの利用状況になっており

ます。令和２年度、３年度はコロナ禍により施設の利用制限がありました。各部屋の

５０％の人数制限を継続しておりまして、現在も継続しております。３年度につきま

しては、８月に緊急事態宣言がありましたので、その時は夜７時までで閉館という制

限がございましたが、それ以外は通常の９時から夜の９時まで開館しておりました。

年度別でみてもらえればと思うのですが、令和２年度に比べまして令和３年度の方は

人数がだいぶ増えているのですが、こちらにつきましてあと一つ、ワクチン接種がふ

れあいプラザさかえで行われまして、それの来館者もこの利用人数に換算されていま

す。各部屋ごとの延べ人数という形で換算していますので、展示ロビーで受付してそ

の後文化ホールのホワイエで注射を打つという形で、それぞれダブルカウントになっ

ていることをご了解いただきたいと思います。 

それと、今日追加で１枚配布させていただきました。合同家庭教育学級・ＩＩＫＳ

の第２回が７月２日（土）の今週の土曜日の１０時から、ふれあいプラザさかえの大

会議室の方で行われます。「子供たちが安全安心にインターネットを利用できるため

に」と題しまして、ＮＰＯ法人企業教育研究会の竹内先生にご講演していただきます。

教育委員のみなさまで参加できる方がいらっしゃいましたら、当日会場の方にお越し

いただければご参加いただけますので、よろしくお願いいたします。 

生涯学習課からは以上です。 

 

由井給食センター施設長： 

 行事食等について説明させていただきます。 

 ６月の献立表をご覧ください。６月４日からは歯と口の健康週間のため「歯と健康

週間ゼリー」を提供しました。 

６月１５日は県民の日なので千産地消ということで千葉県産の食材を多く使った

献立にしました。 

また、７月の行事食は、７月１日の中学校の総体応援のため、ゲン担ぎに「キャベ

ツメンチ勝つ」を、７月７日は七夕ですので、「七夕ゼリー」を配食する予定です。 

学校給食行事等年間予定表をご覧ください。学校給食法第２条第６号、学校給食の

目標として、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めることと

規定があります。日本の食文化には、１月の正月、２月の節分、３月の雛祭りなどの

行事があり、その行事に欠かせない料理や食べ物がありますが、それらのことを行事
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食といい、日常と違う特別食を食べていますので学校給食におきましてもそのような

行事がある時には特別食を提供しております。 

 行事食といいましても、デザートを一品添えたりするぐらいですが、日本の食文化

や地域の食材を知り、深く理解してもらうきっかけになっていただければと願い配食

をしております。 

給食センターからは以上です。 

 

石川委員： 

 先程、学校教育課長の方から八街の事故の後の危険な通学路の点検の件で、ご報告

ありました。それに対してなんですけど、前回の定例会の翌日の５月２６日（木）の

読売新聞の朝刊に、千葉版に「危険な通学路の対策の進捗状況」というのが市町村別

に一覧表として出ていまして、栄町があくまで小学校なんですけども、対策が必要箇

所が３９、対策済み箇所が３６、完了率が９２.３％となっていました。つまり３件こ

の時点、県教育委員会は５月２５日(水)の公表になっていますので、ひと月経ってい

るんですけれども、その後この３件についてこのようにきちんと数が出てしまったの

で、３件どうなっているのか教えてください。 

 

鳥羽学校教育課長： 

 その件について、新聞で出た時よりも随分前に調査がありましたので、かなり期間

は経っているんですけども、その３件の案件については、教育委員会のものではなく

て、道路管理者である印旛土木の方がまだ終わっていなかったというような案件でし

た。ただ、もう確認済みで既に３件分も整備が終わっているということで報告をいた

だいております。現在１００％、去年の分の１００％実施しております。 

 

石川委員： 

 ありがとうございます。 

 

中島委員： 

 給食センターさんも今物価がかなり高騰しておりますけども、他の管轄の教育委員

会のところでは、値上げしているところもあるみたいですけども、栄町はどうですか。

大丈夫ですか。 

 

由井給食センター施設長： 

 ７月の臨時議会に地方創生臨時交付金で物価高騰分を補正予算として要求していき

たいと考えております。 
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中島委員： 

 各家庭から徴収するということではなくてですか。 

 

鳥羽学校教育課長： 

 各家庭から徴収もすることもしませんし、給食の質を落とすこともせずに、臨時交

付金等で対応していくというふうな考えです。  

 

中島委員： 

 はい、わかりました。結構だと思います。 

 

７ その他 

  

 特になし 
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８ 教育長閉会宣言 

 

以上，会議の顛末を記載して，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

               

 

教    育    長 藤ケ崎 功 

 

会議録署名委員 大久保 雅從 


