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平成平成平成平成２２２２５５５５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２５年６月２７日（木） 

 

開催場所 役場西庁舎２階会議室 

 

出席委員 委 員 長 大谷 文男    委 員 長 職 務 代 理 者 浦壁 京子 

     委 員 小山 優子    委 員 坪内 東公 

     委員・教育長 落合 繁夫 

出席職員 教 育 次 長 櫻井 照嘉     こ ど も 課 長 赤地 忠勝 

     学校教育課長 池田 幸夫    生 涯 学 習 課 長 濱野 敏幸 

    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００分 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議題 

（１）議 案（公 開） 

  議案第１号 酒々井町学校給食等アレルギー対応の手引き検討委員会設置に 

        関する要綱の制定について 

 （２）報 告（公開） 

  報告第１号 教育行政について 

  報告第２号 平成２５年度６月補正予算の議決について 

  報告第３号 工事請負契約の締結の議決について 

 

４ 次回会議の予定 平成２５年７月２５日（木）午後２時 

               ８月２８日（水）午後３時４５分 

 

５ 各委員の予定 

 

６ その他 

 

７ 閉会時刻 午後３時４分 

 

議議議議    事事事事    録録録録    
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１１１１    開会の言葉開会の言葉開会の言葉開会の言葉    

大谷委員長 

  それでは平成２５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    

大谷委員長 

本日の会議録署名委員は、小山委員にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

大谷委員長 

  これより議事にはいります。本日の議題は議案が１件、報告が３件となります。 

それでは、議案第１号「酒々井町学校給食等食物アレルギー対応の手引き検討委員

会設置に関する要綱の制定について」事務局から説明をお願いします。 

石渡給食センター所長 

はい、委員長 議案第１号 酒々井町学校給食等食物アレルギー対応の手引き検

討委員会設置に関する要綱の制定につきまして、ご説明します。酒々井町学校給食

等食物アレルギー対応の手引き検討委員会に関する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条第２号の規定により議決を求めるも

のでございます。 

給食センターでは、小中学校１５名の食物アレルギーのある児童・生徒に除去食

による対応で給食を行っておりますが、食物アレルギーの対応について文書化して

おりませんので、文書として酒々井町学校給食等食物アレルギー対応の手引きを作

成するため検討委員会を設置するために要綱を制定するものでございます。 

要綱の条文ごとに説明いたします。第１条は、酒々井町学校給食等食物アレルギ

ー対応の手引き検討委員会の設置、第２条は、委員会の所掌事項を定めております。

第３条は、委員会の組織について、学校医・町立小中学校校長会代表者・酒々井町

ＰТＡ連絡協議会代表者・町立学校給食主任・町立学校養護教諭・町立学校栄養士

から１０名以内で組織することを定めております。第４条は、任期で委嘱の日から

手引きが公表されるまでとしております。第５条は、委員会に会長、副会長を置き

互選によることを定めております。第６条は、委員会の会議について、第１項で会

長が招集すること第２項で、会長が必要な場合、関係者及び関係者の出席を求め意

見または、説明を聞くことができることを定めております。第７条は、庶務につい

てです。学校教育課と給食センターで庶務を処理することを定めております。第８

条は、補足でこの要綱に定めのないことについては、会長が定めると規定しており

ます。以上でございます。 

大谷委員長 

  議案第１号「酒々井町学校給食等食物アレルギー対応の手引き検討委員会設置に
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関する要綱の制定について」説明が終了いたしました。 

  何かご意見、ご質問はございませんか。 

坪内委員 

  はい、委員長 要綱の制定にあたって背景をおしえてください。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 手引きの作成につきましては、平成２０年３月には、財団法人日

本学校保健会から、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの公表に

より、学校給食での対応の基本方針が示され、文部科学省からは平成２０年１０月

に出された学校給食における食事内容についてにより、食物アレルギー等のある児

童・生徒への対応として、校内指導体制づくりや保護者・主治医との連携等、可能

な限り個々の状況に応じた対応に努めるよう示されています。酒々井町も、教職員

及び保護者が、食物アレルギーに関する正しい知識と理解を深め、各学校で食物ア

レルギーのある児童生徒へ適切な対応ができよう手引きの作成を行うものです。 

浦壁職務代理 

はい、委員長 手引きはどの範囲まで、配布を考えているのかおしえてくださ

い。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 小中学校の各クラスに１冊配布し、他に教育委員会等に配布し

ますので８０部位必要と思われますので１００部位を予定しています。 

浦壁職務代理 

  はい、委員長 給食ですので水に濡れても大丈夫な冊子にしていただきたいこ

と、常に先生の手元にあって見られることと、アレルギー症状がでた児童・生徒

に対して、先生の対応が迅速かつ適正な判断ができるフローチャートを作成して

いただきたいと思います。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 先生の手元に置いておけるように、アレルギー対応の手引きの冊

子の概要版も作成する予定です。 

小山委員  

  はい、委員長 アレルギー対応の手引きを作成するために委員会を設置する要綱

の制定ですので、この案でよろしいと思います。 

大谷委員長 

  他にご質問、ご意見はございませんか、ご質問等ないようですので採決をとりま

す。議案第１号「酒々井町学校給食等食物アレルギー対応の手引き検討委員会設置

に関する要綱の制定について」原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全委員賛成） 

  全員賛成ですので、原案のとおり可決されました。 

  続きまして、報告第１号「行政報告ついて」事務局から説明願います。はじめに

落合教育長からお願いします。 

落合教育長 

  はい、委員長 それでは私から、前回５月２３日に開催されました定例会議以降
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の主な行事等について、報告いたします。 

  ５月２５日（土）大室台小学校の運動会が行われ、小坂町長や教育委員の皆様に

もご出席いただきました。小学校１年生の英語ジャンケンなど、楽しい競技が続く

一方、スタートのフライングを厳しく取るなど、ルールをしっかり守る、メリハリ

のある運動会でした。 

  ５月２７日（月）市町村教育委員会連絡協議会が浦安市文化会館で開催され、教

育委員の皆様と出席してきました。総会に引き続き、千葉県教育委員会教育委員長

金本正武氏の講演「教育委員会に求められる課題」がありました。国の教育再生実

行会議の提言や教育振興基本計画についての動向等を踏まえて、私たちが取り組む

べき方向について、大きな示唆をいただきました。 

  ６月４日（火）酒々井町議会が開会となりました。７日に教育民生常任委員会が

開催され、教育に係る補正予算等の審議をいただきました。 

  １２日・１３日には一般質問が行われました。学校関係では入学式等における国

歌斉唱、ふるさとの歴史教育、酒々井小学校のプール、通学路の安全対策、小中学

校の太陽光発電設備設置事業等についての質問がありました。町長からは、国旗及

び国歌を尊重され、国歌の斉唱等をしていただきたい旨、私からは、学校における

入学式の式典は、一生に一回の大切なものであり、参加される来賓の方には、起立・

斉唱され、式の進行にご協力いただきたい旨、答弁しました。 

  酒々井町は生涯教育の充実を重点施策としている町ですが、生涯教育を構成する

家庭教育、学校教育、社会教育から印象に残った事業を一つずつ紹介します。 

  ６月１９日（水）家庭教育学級で東京家庭教育研究所前所長の丸山貴代氏の講演

「親と子の心に響く家庭教育」がありました。「思春期には都合の悪いときだけ親

に甘えてくる。その時がチャンス」など子どもの発達に応じた親の接し方について、

豊富な事例をもとにしたわかりやすく、元気の出る内容でした。 

  ６月２０日（木）北総教育事務所指導室の酒々井中学校訪問があり、指導をいた

だきました。当日の指導案の中に「他の人から助けられてうれしかったのはどんな

ときですか」というアンケートがあり「わからないことを教えてもらったとき」「一

人で何かやるとき心細く思っていたら一緒にやってくれたとき」という回答があり

ました。中学生の学習に級友との交流が大きな意味を持つことを改めて感じました。 

  ６月２５日（火）青樹堂師範塾入門式・講演会がありました。福留強先生の祝辞

の中で「社会教育として学ぶこつは、講義等を聞く時に、頭のコップの水をどれだ

け空っぽにできるかです。」と話されました。これはすべての学びに共通するもの

だと思いました。以上です。詳しくは各課長から報告します。 

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。 

濱野生涯学習課長 

  会議資料により説明する。 

福田中央公民館長 
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  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。 

大谷委員長 

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。それでは、何か

ご意見ご質問ございますか。 

浦壁職務代理 

はい、委員長 学校教育課にお伺いします。５月３１日（金）酒々井中学校で、

特別支援学級の運動会（酒々井町小中交流運動会）がありましたが、以前、印旛管

内で行われていた運動会に代わるものですか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 青い麦の子ふれあい事業として、印旛管内の小中学校が佐倉中学

校の体育館で運動会を行っておりましたが、事故等も発生したことから各部会単位

で実施することになりました。印旛管内は５部会あり酒々井町は１部会になります。

酒々井町は小中連携の一環として３校合せて行おうということで、実施するように

なりました。 

浦壁職務代理 

  はい、委員長 ３校で実施したことは、子どもたちの様子もよく見られたのでよ

かったのではないかと思います。来年も３校で実施するのでしょうか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 小中連携も踏まえて続けていきたいと思っています。今回の運動

会で、特によかったのは酒々井中学校の体育館が広くて子どもたちもゆったりとで

きたこと、保護者の方も全員出席されて、よく見ていただいたことで素晴らしい運

動会だったと思います。また、学校も配慮していただいたことがたくさんありまし

たのでよかったと思います。 

坪内委員 

  はい、委員長 参加した児童・生徒は何名位ですか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 ４０名位です。小中学校の特別支援学級の児童・生徒全員が対象

です。 

小山委員 

  はい、委員長 中央公民館にお伺いします。今年の文化祭に小中学校の参加がな

くなった理由をおしえてください。 

福田公民館館長 

  はい、委員長 運営委員会で決まったことですが、一番大きな理由は学校に負担

がかかるといことです。公民館からの依頼の他に、いろいろなところからポスター

や絵画などの出展依頼がきて負担が大きいということで、今年度から運営委員会か

らの参加依頼はしないことにしました。 
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坪内委員 

  はい、委員長 ３点ほど伺います。１点目は生涯学習課にお伺いします。６月２

６日（水）酒々井中学校支援地域本部支援運営委員会で選任された委員長、副委員

長の名前をおしえてください。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 委員５人の中から互選で、委員長に、地域関係者の久本邦夫さん、

副委員長に、学校評議員の小池秀和さんが選任されました。 

坪内委員 

  はい、委員長 ２点目は中央公民館にお伺いします。中央公民館の耐震補強設計

委託の落札価格はいくらですか。 

福田中央公民館長 

  はい、委員長 設計金額８，６１０千円、予定価格８，４００千円で落札価格が

４，３２６千円です。 

坪内委員 

  はい、委員長 ３点目は給食センターにお伺いします。６月１０日（月）印旛健

康福祉センター衛生施設巡回指導で２つの指摘がありましたが、対応はどのように

されたかおしえてください。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 （指摘事項１ 調理室の消毒保管庫前が、洗浄後の食器の水滴、

蒸気が床面を濡らしており、カビの発生があるので清掃時に注意してカビの発生を

防ぐこと。）夏期休業時・冬期休業時に掃除をしてカビが発生しないようにします。

（指摘事項２ 食器の澱粉残留検査の結果、２／４が検出されたので、洗浄を充分

行うこと。）ごはん等の澱粉が食器の傷等に残ってしまうためで、充分な洗浄を行

います。 

大谷委員長 

  ６月１６日（日）町子連ふれあい球技大会の、種目はなんですか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 「かくし王様ドッジボール」で、３セットマッチの２セット先取、

１セット２分の競技です。１チーム１０人でその中に一人隠し王様を事前に決めて

おき、王様にボールが当たればその時点でゲーム終了、最後まで王様が残れば、内

野に残った人数の多い方が勝ちとなります。このゲームは毎年実施しております。 

大谷委員長 

  他に質問等はございませんか。なければ議事を進行します。報告第２号「平成２

５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 １１ページをお願いします。報告第２号 平成２５年度６月補正

予算の議決につきまして、平成２５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。補正予算の内容に

つきましては、前回５月２３日（木）定例教育員会会議の議案第９号で、各課から

説明させていただいた内容でございます。総額９，３９２千円の増額で、主な内容
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は大室台小学校グラウンド修繕工事、緊急雇用創出事業、史跡ウォーキング実行委

員会補助金、吸収冷温水機洩れ補修などです。以上でございます。 

大谷委員長 

  報告第３号「平成２５年度６月補正予算の議決について」説明が終了しました。 

  何かご意見、ご質問はございませんか。 

大谷委員長 

  なければ議事を進めます。報告第３号「工事請負契約の締結について」説明をお

願いします。 

赤地こども課長 

  はい、委員長 報告第３号 工事請負契約の締結につきまして、酒々井町立小中

学校太陽光発電設備設置工事の請負契約の締結につきましては、酒々井町教育委員

会行政組織規則第８条第１項の規定により教育長が臨時代理しましたので、同条第

３項の規定により報告します。 

  なお、６月定例議会において次のとおり可決されたので併せて報告します。 

  １ 契約の目的は、酒々井町立小中学校太陽光発電設備設置工事、内容は各学校

に太陽光パネルを、校舎の屋上に設置するものです。設置場所と発電容量につきま

しては、酒々井小学校が北校舎の屋上に２０ＫＷ、大室台小学校が普通教室棟の屋

上に同じく２０ＫＷ、酒々井中学校が普通教室棟屋上に４０ｋＷ、特別教室棟屋上

に１８ＫＷそれぞれ設置しようとするものです。併せて停電時の電源用に蓄電池を

設置いたします。容量につきましては３校とも１６．８ＫＷになります。２ 契約

金額は１４２，８００千円、うち取引に係る消費税及び地方消費税６，８００千円

３ 工期につきましては、平成２５年６月１４日から平成２６年３月２０日までで

す。４ 契約の相手方は、千葉県成田市吉倉１５０番地の１８、東邦建設株式会社 

代表取締役 宮村良典氏。５ 契約の方法は随意契約で、これにつきましては５月

３１日に制限付き一般競争入札を実施しましたが、落札に至りませんでしたので地

方自治法施行令の規定によりまして、東邦建設株式会社と随意契約をしました。以

上です。 

大谷委員長 

  報告第３号「工事請負契約の締結の議決について」の説明が終わりました。ご意

見ご質問等ございますか。 

大谷委員長 

なければ以上で議題、報告を終了させていただきます。 

                                       

 

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    

大谷委員長 

  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２５日木曜日、午後２時から、８月は２８

日水曜日、午後３時４５分に予定させていただきたいと思いますが、いかがでしょ
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うか。 

大谷委員長 

次回会議は、７月２５日の木曜日午後２時、８月は２８日水曜日、午後３時４５

分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    

大谷委員長 

 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    

大谷委員長 

  続きまして、その他でございませんか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 第６４回印旛郡市民大会開催要項について 

  （資料に基づき説明する。） 

  人権教育セミナーについて 

  （資料に基づき説明する。） 

大谷委員長 

  他にその他ございませんか。 

                                  

 

７７７７    閉閉閉閉    会会会会    

大谷委員長 

それでは、以上をもちまして平成２５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４分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 
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会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 主 幹 


