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平成平成平成平成２２２２４４４４年度酒々井町教育委員会年度酒々井町教育委員会年度酒々井町教育委員会年度酒々井町教育委員会６６６６月定例会議月定例会議月定例会議月定例会議    会議録会議録会議録会議録    

 

開 催 日 平成２４年６月２８日（木） 

 

開催場所 役場西庁舎２階会議室 

 

出席委員 委 員 長 坪内 東公    委 員 長 職 務 代 理 者 大谷 文男 

     委 員 小山 優子    委 員 浦壁 京子 

     委員・教育長 東條 三枝子 

出席職員 教 育 次 長 神保 弘之     こ ど も 課 長 赤地 忠勝 

     学校教育課長 池田 幸夫    生 涯 学 習 課 主 幹 渡邉 千文 

    中央公民館長 福田 和弘    給食センター所長 石渡 義隆 

    プ リ ミ エ ー ル 酒 々 井 館 長 木村 修一    こども課主幹（書記） 藤﨑 裕 

 

１ 開会時刻 午後２時６分 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議題 

（１）報 告（公開） 

   報告第１号 教育行政について 

   報告第２号 平成２４年度６月補正予算の議決について 

    

 （２）議 案（公開） 

   議案第１号 酒々井町長杯パークゴルフ大会実行委員会設置要綱の 

制定について 

   

 

４ 次回会議の予定 平成２４年７月２７日（金）午前９時３０分 

               ８月２８日（火）午後２時 

 

５ 各委員の予定 

 

６ その他 

 

７ 閉会時刻 午後４時０２分 
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議議議議    事事事事    録録録録    

                                       

    

１１１１    開会の言葉開会の言葉開会の言葉開会の言葉    

坪内委員長 

  それでは、平成２４年度６月酒々井町教育委員会定例会議を開催いたします。                                

                                       

    

２２２２    会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名    

坪内委員長 

本日の会議録署名委員は、大谷職務代理にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

坪内委員長 

  本日の議題は報告が２件、議案が１件となります。 

  これより議事に入ります。報告第１号「教育行政について」教育長から説明をお 

願いします。 

東條教育長 

はい、委員長 私からは、前回５月２５日に開催されました定例会議以降、今回

の会議までの、主な対外的行事等について、報告いたします。 

５月２６日（土） 青天のもと、大室台小学校の運動会が行われました。小坂町

長、橋谷田副町長はじめ、教育委員の皆様にもご出席頂きました。ありがとうござ

いました。 

５月２７日（日） 酒々井ライオンズクラブ設立２５周年記念式典が成田市で開

催され、出席しました。席上、本佐倉城跡と酒々井の教育推進のイメージキャラク

ターである「勝っタネくん」の着ぐるみが贈呈されました。今後、教育や歴史文化

充実・発展の牽引役として積極的に活用を図っていきたいと思います。 

  ５月２８日（月） 市町村教育委員会連絡協議会定期総会が浦安市文化会館で開

催され、総会に引き続き、株式会社オリエンタル営業三課長の松本氏から「ゲスト

サービスの基本理念～学校経営の参考として～」と題した講演をいただきました。 

  講演では、 Ｓａｆｅｔｙ（安全）、Ｃｏｕｒｔｅｓｙ（礼儀正しさ）Ｓｈｏｗ(各

自が役割を演じる)Ｅｆｆｉｃｅｎｃｙ（効率）の４つを大事にしており、並び順

がそのまま優先順位であるとのお話がありました。まさに学校においてもそのまま

当てはまる視点であると思いました。 

  ６月５日（火） 印旛地区小学校陸上競技大会が成田市中台運動公園で開催され、

４００メートルリレー５年男子で大室台小学校が優勝したほか、酒々井小が３種

目・大室台小が２種目、それぞれ８位までの入賞を果たしました。印旛管内には１

１８の小学校がありますので、その中での優勝・入賞ということで、今後の成長が
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本当に楽しみです。 

６月１２日（火） 酒々井町議会が開会となりました。１５日（金）には教育民

生常任委員会が行われ、教育に係る補正予算等の審議をいただきました。 

２０（水）・２１（木）には一般質問が行われました。 

教育関係では、通学路の安全確保や、給食食材の放射能物質検査等について質疑

が行われました。特に通学路の安全確保に関する問題について関心が高く、私から

は危険個所マップを作成し、早急に改善可能なものから取り組むとともに、関係機

関と情報や課題を共有し連携を深めていくこと、町長からは八坂神社付近の横断歩

道に歩行者用信号機を設置することについて佐倉警察署に要望したこと等を答弁

しました。 

６月２７日（水） 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の方々のご出席をいただき、

学校保健会総会が行われ、事務局から給食センターにおける食材の放射性物質検

査について報告を行いました。 

最後に、準要保護認定の状況についてですが、先月の定例教育委員会会議におい

て、就学援助費の受給資格の認定及びその事務については教育長の専決事項とする

旨、酒々井町教育委員会行政組織規則が一部改正されたところです。４月の定例教

育委員会会議以降の認定状況についてですが、新たに２世帯からそれぞれ一人ずつ

児童について申請があり、いずれも認定基準に該当すると認められたため、認定し

ました。これにより、現時点での認定者の総数は、４８世帯、７９人となりました

のでご報告します。 

私からの報告は以上です。 

坪内委員長 

続きまして、各課長から行政報告をお願いいたします。 

赤地こども課長 

  会議資料により説明する。 

池田学校教育課長 

  会議資料により説明する。 

生涯学習課渡邉主幹 

  会議資料により説明する。 

福田中央公民館長 

  会議資料により説明する。 

石渡給食センター所長 

  会議資料により説明する。 

木村プリミエール酒々井館長 

  会議資料により説明する。 

坪内委員長 

以上で教育長並びに事務局各担当課からの報告が終わりました。 

ここで、５月２８日（月） 千葉県市町村教育委員会連絡協議会での講演会及び

６月２０日（水） 人権教育セミナーについて、委員の皆さまから所感をいただき

たいと思います。 
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小山委員 

はい、委員長 千教連の講演では、東京ディズニーリゾートサービスの基本理念

のお話を聞いたのですが、次の日には事故が起こってしまいました。学校でも危機

管理ということは、常に心しておくべきとつくづく思いました。２０日の人権教育

セミナー早寝・早起き・朝ごはん、生活リズムの話でしたが、参加者は高齢者の方

が多かったが、２，３歳の幼児期のお話だったので現在、子育てをしている多くの

お母さんたちに聞いてほしかったので、広報の方法も、もう少し考えてほしかった。 

大谷職務代理 

 はい、委員長 ５月２８日の講演会については、私自身、同じ講演を数年前に受

けておりまして、内容はほぼ同じですが、学校教育関係者向けの講演会でしたので、

最終的な結論を学校向けになっていました。小山委員もお話したとおり、次の日に

事故が起きてしまいました。万全を期しても事故は起きてしまうのですが、そのあ

との対処が大事であり学校現場でも同じだなと感じました。 

浦壁委員  

 はい、委員長 人権セミナーの早寝・早起き・朝ごはんについては、私が教師時

代から提唱されてきたもので、今回は、データがきちんとでていてよく理解でき、

納得できました。パソコンでもこの３つのワードを検索すると数多くヒットします。

それだけ問題であり、多くの人たちが問題意識をもっているのだなと改めて感じま

した。 

講師の先生が会場を見て、高齢者の方々が多かったので、一つ提案をなされて、

地域創生を強くといことで、子育て世代へのサポートをしてください、声掛けをし

てください、見守っているスタンスを表せたらどうだろう、そして、早寝・早起き・

朝ごはんができるようになると夜、子供たちが出歩かなる町ができあがる。それを

目指してほしいと、お話ししてくださいました。シニア時代の私たちに向けて発せ

られたのかと思いました。 

坪内委員長  

私からは、５月２８日（月）の講演会でのディズニーの経営基本理念Ｓ・Ｃ・Ｓ・

Ｅの中でＥｆｆｉｃｉｅｎｃｙ、チームワーク、活気、役割を果たすということで

私自身、教育委員会の一員として、チームワークはどうしたらいいのか自分への課

題として考えました。また、役割使命を果たすということがいかに大変かと改めて

思いました。 

  ６月２０日人権教育セミナーは、早寝、早起き、朝ごはんは、日本人の生活の原  

点であり、講師の方は、そのデータをもって裏付けのある、お話をされ説得力があ

りました。また祖父母、特におばあちゃんは社会経験されて、子育てされて、大変

経験豊富です、そこでおばあちゃんの経験豊富な昔のお話を教育委員会がバックア

ップしてお話会などでおばちゃんの昔話を聞けたらいいなと思いました。 

坪内委員長 

  各委員からの所感が終わりましたので、続いて、ご質問ご意見等ございましたら

お願いします。 

小山委員  
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  はい、委員長 水質検査の結果と年に何回実施するのか、おしえてください。 

赤地こども課長 

 はい、委員長 各小中学校の水道水と防災用井戸水、小学校のプール水の３個所

を検査し、各学校へ検査結果を報告しました。なお、酒々井小学校の防災用井戸は

飲料水としては、不適な数値が少しでましたので、防災井戸を管理している総務課

に対策を講じるよう依頼しました。水質検査は年１回実施しております。 

小山委員 

 わかりました。 

浦壁委員 

  はい、委員長 学校教育課長にお伺いします。６月７日から保小連携事業で英語

教室が始まりましたが、英語教室を見た感想をお聞かせください。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 ６月７日から中央保育園と岩橋保育園で始まりました。英語教室

に教育長と私が見させていただきました。インタラックも経験が少なく、初めは、

言葉だけで教えていまして、こども達も最初、戸惑っていましたが、体全体を使っ

たり、一緒にゲームをやったり、同じことを繰り返し真似していくうちに、こども

達も乗ってきて、楽しくやっていました。 

浦壁委員 

  ありがとうございました。新しい事業ですので期待しております。 

小山委員 

  はい、委員長 学校教育課長にお伺いします。６月１１日の心の教育推進会議が

行われましたが特筆すべき事はありましたか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 会議内容は、各学校の情報交換の場ですので、特に今までと大き

な違いはございませんでした。 

小山委員 

  ありがとうございました。 

坪内委員長 

  渡邉主幹にお聞きします。町文化協会から被災地の旭市、香取市、浦安市へ義援

金を贈呈していますが、金額はいくら位ですか。 

生涯学習課渡邉主幹 

  はい、委員長 旭市と香取市は各５０，０００円、浦安市には約１４８，０００

円を贈呈しました。 

坪内委員長 

  わかりました。 

坪内委員長 

  給食センター所長にお聞きします。放射線測定の運用が先月から始まりましたが、

現在の運用状況をおしえてください。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 放射線測定につきましては、毎週、月・水・金曜日に主菜（肉、
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魚等）と副菜（野菜）の２品目を測定しておりますが、セシウム（下限値２０ベク

レル）は検出されておりません。 

坪内委員長 

  わかりました。 

大谷職務代理 

  はい、委員長 中央公民館長にお聞きします。６月２５日に公民館の耐震診断審

査会が行われたようですが、古い建物なので耐震工事の可能性は高いのでしょうか。 

福田公民館長 

  はい、委員長 公民館は昭和５５年に竣工し、３２年が経過しております。今回

の耐震診断は、公共建築物で最も多用されている第２次耐震診断法で行います。公

民館は４棟建て（２階建てが２棟、研修棟、機械棟）になっておりエキスパンショ

ンでジョイントされていて、それぞれ独立しております。この建物の壁を茶筒状に

くり抜いて（計１８か所）コンクリートの強度、中性度、鉄筋の劣化等を検査しま

す。 

なお、第１次耐震診断法は、コンクリートの検査だけで鉄筋の検査はしません。

第３次耐震診断法は、コンクリート、鉄筋検査に加え、梁も考慮して検査を行いま

す。 

耐震度につきましては、耐震指標ＩＳ値０．６以上とされておりますが、文部科

学省からの通達で文教施設は０．７以上になっております。今回の診断は０．７以

上の体力度が出るかどうかの調査で、診断結果が０．７を下回った場合は、耐震補

強の設計を行います。耐震補強の設計にあたっての耐震度の設定値は今後、役場内

や診断業者等と協議しながら決めたいと思います。また、設定につきましては、０．

７以上であれば各自治体で任意に設定しておりまして、役場庁舎は、防災拠点でも

あることから０．７５以上の設定置にしてあります。 

大谷職務代理 

  ありがとうございました。 

坪内委員長 

 ただいま、福田公民館長から詳細なご説明がありました。ありがとうございました。 

 他にご質問はございませんか。 

坪内委員長 

なければ議事を進行します。報告第２号「平成２４年度６月補正予算の議決につ

いて」お願いします。 

赤地こども課長 

  はい、委員長 ７ページをお願いいたします。報告第２号 平成２４年度６月補

正予算の議決につきまして、平成２４年度一般会計の６月補正予算について、６月

定例町議会において原案のとおり可決されましたので報告します。 

  内容につきましては、生涯学習課から馬橋地区の獅子頭の修理費１，９００，０

００円、子供会キャンプ運営助成費６００，０００円、給食センターから、放射能

測定に伴います検体費用２２０，００円、総額２，７２０，０００円の増額補正で

ございます。 
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坪内委員長 

  報告第２号「平成２４年度６月補正予算の議決について」の説明が終わりました。

ご意見ご質問等ございますか。 

坪内委員長 

  続きまして議案に入ります。議案第１号「酒々井町長杯パークゴルフ大会実行委

員会設置要綱の制定について」説明をお願いします。 

生涯学習課渡邉主幹 

  はい、委員長 議案第１号 酒々井町長杯パークゴルフ大会実行委員会設置要綱

の制定につきましてご説明いたします。酒々井町長杯パークゴルフ大会実行委員会

設置要綱を次のように制定したいので酒々井町教育委員会行政組織規則第７条２

１号の規定により議決を求めるものでございます。 

  酒々井町町長杯パークゴルフ大会は、平成２１年度から毎年開催し、本年度は４

回目を迎えます。 

  この事業につきましては、普及啓発事業へ移行するもので、平成２３年度までは、

町の直営事業として実施してきましたが、町民との協働事業として実施することを

明確にするため、この設置要綱に基づいて、運営しようとするものです。 

  次の頁の「酒々井町長杯パークゴルフ大会実行委員会設置要綱」をご覧ください。

第１条から申し上げます。 

  （主旨 第１条以降第８条までを朗読） 

坪内委員長 

  議案第１号「酒々井町長杯パークゴルフ大会実行委員会設置要綱の制定につい

て」説明が終了しました。ご質問、ご意見はございませんか。 

坪内委員長 

  １０頁の別表は、どこに当てはまるのですか。 

生涯学習課渡邉主幹 

  はい、委員長 ９頁の設置要綱第２条にあります「別表のパークゴルフ関係団体

のことです」の別表です。 

坪内委員長 

  今後の日程はどうなりますか。 

生涯学習課渡邉主幹 

  はい、委員長 １０名以内で委員を人選しまして実行委員会を組織し、運営委員

会を開催、１１月の大会に向けて準備をしていきます。 

大谷職務代理 

  はい、委員長 特に内容もおかしいところもありませんので、よろしいと思いま

す。 

坪内委員長 

他にご質問、ご意見はございませんか。なければ、議案第１号｢酒々井町長杯パ

ークゴルフ大会実行員会設置要綱の制定について｣採決をとります。原案に賛成の

方の挙手を求めます。 

  （全委員賛成） 



 8

  全員賛成ですので、原案とおり可決されました。 

   

                                       

 

４４４４    次回会議の予定次回会議の予定次回会議の予定次回会議の予定    

坪内委員長 

  続いて、次回会議の予定についてお願いします。 

赤地こども課長 

次回の会議予定でございますが、７月２７日金曜日、午前９時３０分時から、会

場はプリミエール酒々井会議室、８月は２８日火曜日、午後２時から会場は西庁舎

２Ｆ会議室で予定させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

坪内委員長 

次回会議は、７月２７日の金曜日、午前９時３０分、８月は２８日火曜日、午後

２時に実施するということですが、いかがでしょうか。 

（全員了承） 

                                       

 

５５５５    各委員の各委員の各委員の各委員の予定予定予定予定    

坪内委員長 

 続きまして、各委員の行事予定をお願いします。 

赤地こども課長 

  （会議資料に基づき説明する｡） 

 

                                       

    

６６６６    その他その他その他その他    

坪内委員長 

  続きまして、その他でございませんか。 

福田中央公民館長 

はい、委員長 ６月から月曜日の休館日の利用状況ですが、６月は１１日と２５

日のいずれも各１件、午後に利用がございました。また７月は２３日に１件、午後

の予約がはいっておりますので、ご報告いたします。 

坪内委員長    

  新たな、利用団体ですか。 

福田中央公民館長 

  はい、委員長 定期利用団体で、新たな利用団体ではございません。 

坪内委員長 

  他にございませんか。 

生涯学習課渡邉主幹 

  ・「第６３回印旛郡市体育大会開催要項について」 
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  ・「人権教育セミナーの年間予定について」 

  （資料で説明） 

 

                                       

 

７７７７    閉閉閉閉    会会会会    

坪内委員長 

それでは、以上をもちまして平成２４年度酒々井町教育委員会６月定例会議を 

終了いたします。（１５時２８分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 主 幹 


