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平成２６年度酒々井町教育委員会７月定例会議 会議録 
 
開 催 日 平成２６年７月２３日（水） 
 
開催場所 役場西庁舎２階会議室 
 
出席委員 委 員 長 浦壁 京子    委 員 長 職 務 代 理 者 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 京増 孝一     こども課 長 河合 昭男 
     学校教育課長 池田 幸夫    生 涯 学 習 課 課 長 木内 達彦 
    中央公民館長 木内 達彦    給食センター所長 石渡 義隆 
    プ リ ミ エ ー ル 酒 々 井 主 幹 綿貫 容子    こども課副主査（書記） 出口 剛 

 
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 
  議案第１号 学校歯科医の委嘱について（公 開） 
  議案第２号 平成２６年度酒々井町立図書館特別整理期間に係る臨時 

休館について（公 開） 
   議案第３号 平成２７年度使用教科用図書の採択について（非公開） 
  
（２）報 告（公 開） 

   報告第１号 教育行政について 
       
４ 次回会議の予定 平成２６年８月２７日（水）午後３時３０分 
               ９月２５日（木）午後２時００分 
 
５ 各委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 午後３時００分 
 

議 事 録 
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１ 開会の言葉 

浦壁委員長 
  それでは、平成２６年度酒々井町教育委員会７月定例会議を開催いたします。                                

                                      
 

２ 会議録署名委員の指名 

浦壁委員長 
本日の会議録署名委員は、坪内委員にお願いします。 

                                       
 

３ 議 題 

浦壁委員長 
  本日の議題は議案が３件、報告が１件、となります。 

はじめに、非公開案件についてお諮りします。 
議案第３号「平成２７年度使用教科用図書の採択について」は、会議を公開する

ことにより、教育行政の公正または円滑な運営に支障を生ずる恐れがある案件です

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項の規定により、非

公開にしたいと思います。ご異議ございませんか。 
（異議なし） 

  異議なしということですので、議案第３号は非公開といたします。 
        これより議事に入ります。議案第１号「学校歯科医の委嘱について」事務局か

ら説明をお願いします。 
池田学校教育課長 

はい、委員長 議案第１号 学校歯科医の委嘱につきましてご説明します。 
酒々井町立小学校及び中学校管理規則第 5 条の規定により、下記の者を学校歯科

医に委嘱したいので議決を求めるものでございます。 
酒々井中学校の学校歯科医で小谷野純一氏です。前任の篠田医師の辞職に伴い委

嘱するものです。委嘱期間は前任者の残任期間である平成２６年７月１日から平成

２７年３月３１日までとなります。以上です。 
浦壁委員長 

  議案第１号「学校歯科医の委嘱について」説明が終了いたしました。 

  学校医一覧表が配布されていますが、この中の篠田先生が小谷野先生に替わると

いうことですね。 

  何かご質問、ご意見はございませんか。 

小山職務代理 
  はい、委員長 小谷野医師は町内で開業されているのですか。 
池田学校教育課長 
  はい、委員長 篠田医師の歯科医院を引き継がれて酒々井駅前歯科医院という形
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で町内で開業されています。この件は酒々井町の学校歯科医師会の承認も得ていま

す。 
浦壁委員長 
  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「学校歯科医の委嘱について」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。 
  続きまして議案第２号「平成２６年度酒々井町立図書館特別整理期間に係る臨時

休館について」説明をお願いします。 
綿貫プリミエール酒々井主幹 
  はい、委員長 議案第２号 平成２６年度酒々井町立図書館特別整理期間に係る

臨時休館につきましては、例年のことなのですが平成２７年１月２９日から２月４

日までの期間を図書館内の点検、不明本の確認等を行うため臨時休館するものです。 
  来年のことなのですが今年度の下半期の図書館カレンダーを作成するにあたり

臨時休館の期間を確定する必要があるため議決を求めるものです。以上です。 
浦壁委員長 
  議案第２号「平成２６年度酒々井町立図書館特別整理期間に係る臨時休館につい

て」説明が終了しました。 
  何かご質問、ご意見はございませんか。 
坪内委員 
  はい、委員長 例年のことということで図書館の維持管理上この日程は必要との

ことですが、受験シーズンと重なるので図書館の休館中の公民館の研修室等の利用

も含めて受験生の学習スペースの確保に配慮願いたい。夏休み期間中の学習スペー

スの確保もお願いしたいと思います。 
綿貫プリミエール酒々井主幹 
  はい、委員長 特別整理期間中は図書館は休館となりますがエントランス等は開

放されており通常どおり利用可能です。 
落合教育長 
  はい、委員長 同じ教育委員会内のことなので生涯学習課に検討してもらうこと

になります。事務的な段取りについては、公民館につきましては定期利用団体にも

配慮しなければならないと思います。 
坪内委員 
  はい、委員長 通常の運用の範囲内で学習スペースの確保についてご配慮いただ

きたい。 
小山職務代理 
  はい、委員長 今回、坪内委員が問題提起された学習スペースの件は、私の知る

限り数年前から毎年出てきていることで、数年前に公民館で学習室を用意したこと

があったが、予想したほど利用者は多くはなかったと記憶しています。そのへんの

ところを加味してのことだと思いますので、毎年のことなので住民の要望・苦情が

なければ例年どおり現状のままでよいのではと思います。 



 4

木内生涯学習課長 
  はい、委員長 公民館の通常の利用状態で特定の部屋が、１月２９日から２月４

日まで利用団体が全く無いことはあり得ません。したがって研修室等を学習スペー

スとして提供するためには定期利用団体との調整が必要でかなり厳しいです。また、

学習スペースの利用希望者数は公民館では把握していません。 
浦壁委員長 
  学習スペースの問題は保留とし今後検討することとして特別整理期間に係る休

館について議事を進めていきたいと思います。 
落合教育長 
  はい、委員長 ご意見を参考にしつつ施設利用者の意見や要望も踏まえて学習ス

ペースの確保について検討していきたいと思います。 
小山職務代理 
  はい、委員長 特別整理期間については施設利用者に事前に周知しているのです

か。 
綿貫プリミエール酒々井主幹 
  はい、委員長 広報及び９月にカレンダーで早めに周知しています。 
坪内委員 
  はい、委員長 図書館休館中もエントランスが利用可能なのは良いことだと思い

ます。 
浦壁委員長 
  他にございませんか。ご質問等ないようですので採決をとります。議案第２号「平

成２６年度酒々井町立図書館特別整理期間に係る臨時休館について」この期間につ

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。 
浦壁委員長 
  続きまして、議案第３号「平成２７年度使用教科用図書の採択について」説明を

お願いします。 
                                       
  
非公開 平成２７年度使用教科用図書の採択について 

                                       
浦壁委員長 
  続きまして、報告第１号「教育行政について」事務局から説明をお願いします。 
  はじめに落合教育長お願いします。 
落合教育長 

はい、委員長 それでは私から、前回６月２５日に開催されました定例会議以降

の主な行事等について、報告いたします。 

  ６月２６日（木）には大室台小学校支援地域本部運営委員会議が開かれました。

今後も、様々な、学校支援ボランティアを広く募集していきます。 
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  ７月３日（木）には、文科省で開催された全国市町村生涯学習協議会に参加して

まいりました。千葉県からは、酒々井町と四街道市が会員として参加し、生涯学習

についての情報交換をしてまいりました。講師は福留先生でした。 

  ７月８日（火）には、文化財審議会に参加し、委員の委嘱を行いました。その後

鎌ヶ谷市の文化財．下総小金中野牧（しもふさこがねなかのまき）跡見学があり、

大変充実した一日でした。 

  ７月１９日（土）及び２０日（日）には、教育委員の皆様と、馬橋と墨の獅子舞

を見学しました。（馬橋では、突然の雷雨による中断となりましたが、）４月の上

岩橋の獅子舞もそうですが、地域が真剣にこの伝統行事を守っていこうとする努力

に敬服しました。 

  また、７月２０日（土）・２１日（日）は教育委員の皆様と郡市民大会の応援に

参りました。１０代の高校生から７０代の方々までが、共にチームを組み、全力で

戦う姿に感動しました。 
  獅子舞でも、郡市民体育大会でも、ベテランから若手に伝授しながら抜擢してい 
くという「伝承」が大変重要です。これらのような「学びのサイクル」がまわると 
いうことが、生涯学習の大きな目的だと思います。 

 私からは以上です。詳しくは各課長から報告します。 

河合こども課長 
  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。 
木内生涯学習課長 
  会議資料により説明する。 
木内中央公民館長 
  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。 
綿貫プリミエール酒々井主幹 
  会議資料により説明する。 
浦壁委員長 

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、質疑

に入りますが何かご意見ご質問ございますか。 
坪内委員 
  はい、委員長 去る６月２７日学校支援事業会議が開催されたことを「町内会回

覧」にて知りました。中学校支援事業については、今後の活動日程について案内が

記載されていました。（昨年は、事前情報で中学校体育祭開催に備えた周辺整備、

清掃活動へ応援させていただきました。）小学校については、コーディネーターか

ら「この様な活動をしています。」という簡単な紹介でした。今後の支援事業につ

いて、地域へ具体的な活動内容（何日、何を、何処で・・・）を発信していただき

たいと思います。教育長へも活動についてご意見をお伺いします。 
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落合教育長 
  はい、委員長 中学校につきましては、学校支援地域本部を立ち上げたばかりで、

まだ具体的にどう動けばいいのかはっきりしない状態で手探りでボランティアを

募っているところです。小学校につきましては３年目になるので一定の活動、家庭

科のミシンの授業の補助や英語ルームの資料作りが主なところで、一定の実績と計

画が出来ているので新規の募集はしていないのだと思います。中学校につきまして

は、初めて募集をかけて登録してもらう段階ですが、なるべく早く具体的な活動に

入っていければと思っているので、コーディネーター共々ただいまの意見を踏まえ

て相談していきたいと思っています。中学校につきましては、まず登録していただ

かないといけないということで大きくて目立つポスターを作ってやっています。小

学校についてはコーディネーターがある程度具体的に把握できているが、それでも

さらに私も宣伝等に努めより一層、支援本部の活動の幅を広げていきたいと思って

います。 
浦壁委員長 
  よろしいでしょうか。おそらくこれは中学校は先生が替わって新しく組織が一年

目ということでこういう形になっているのでしょう。 
落合教育長 
  はい、委員長 そうですねコーディネータが替わったということもありまして、

実際どこも小学校は割と学校の授業の手伝い等かなり出来上がりつつあるが、中学

校ではまだどんな活動が出来るか模索している段階で登録を募っているところで、

小学校についてもさらに広報などもしていければと思っています。 
浦壁委員長 
  ありがとうございます。これからきちんと詰まっていくことだと思います。 
  他に何かございますでしょうか。 
小山職務代理 
  はい、委員長 学校教育課にお願いなのですが、薬物乱用防止教室の中で脱法ハ

ーブ、危険ドラッグという名称に決まったそうですが、町民から聞いた話なのです

が千葉市内にも販売店がいくつかあり値段も千～五千円くらいで小学生のお小遣

いでも手が届き、距離的にも通える距離なので怖いという話しなのですが、夏休み

に入ってしまいましたが事あるごとに子供たちへの指導をお願いしたいと思いま

す。 
池田学校教育課長 
  はい、委員長 教職員に対しては８月に小中教委連絡協議会を予定しており校

長・教頭も出席するのでその際に危険ドラッグへの注意喚起、資料を示し改めて指

導を徹底していきたいと思います。 
浦壁委員長 
  ありがとうございます。私も以前薬物乱用のことに係っていたことがありまして、

やはり一番最初の入り口は酒・たばこと同じで吸ってしまう味わってしまうという

ところからになっています。そういう部分では教育に期待するところが大きい。そ

れで学校に対して教育がいっぱい入ってくる。そして途切れない教育が大事になっ
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てくると思いますのでどうかよろしくお願いします。 
  他にございますでしょうか。 
  他にないようですので、それでは１９日に郡市民体育大会の相撲とソフトボール

の応援に委員の皆さんと一緒に行かせてもらったのですが、相撲は今回が初めてと

いうことで、みなさん廻しをつけるので待ってくれということで廻しをつけるのを

見せてもらいました。１００キロ超級の方もいて重さで２位にはいったかなと。で

もこれで弾みがついて来年度もとなりますればうれしいと思います。そして夜は馬

橋の突然大雨に振られたが獅子舞ということでいってきました。御神木の下でだん

だんだんだん暗くなっていく中で見学しながら獅子舞はこれは本当に大事に残し

てきたいと感じました。 
坪内委員 
  はい、委員長 生涯学習課長に質問します。報告事項に、隣保館まつり実行委員

会がありましたが、この隣保館まつりとはどの程度の規模のなのかお答えください。 
木内生涯学習課長 
  はい、委員長 隣保館利用者の文化祭の様な形で、あとは模擬店の出店あと若干

の見せ物等３部構成です。健康体操をしたりカラオケを歌ったり、あと私どもは生

け花をやっているのですが、同和集会所の生け花教室も参加するというようにミニ

ミニ文化祭的なものとなっています。模擬店は焼き鳥等、見せ物についてはジャグ

ラーやバルーンアート等を実施しました。基本的には地区内で収まる小規模なもの

です。 
浦壁委員長 
  他に何かございませんか。 
坪内委員 

はい、委員長 町からの予算、補助等は出ているのでしょうか。 
木内生涯学習課長 

はい、委員長 隣保館でございますので健康福祉課の方から出ております。 
浦壁委員長 

ありがとうございました。私もこういうことがあると初めて知りました。 
他に何かございますか。なければ、私の方からもう一点、７月１１日臨時休校と

いうことで給食を止めたりとか決断が大変だったと思います。また、給食につきま

しては一学期間無事に終了し安堵しています。アレルギーの方も出なかったという

ことでよろしいでしょうか。 
池田学校教育課長 

はい、委員長 アレルギーに関しましては各学校と小中教委等で話をしています

が、学校の方からは発生等の報告はありませんでした。また折を見てアレルギー対

応の研修会につきましては、各学校と相談して進めてまいります。 
浦壁委員長 

せっかくレシピを作りましたので、時々見直しながら活用してもらいたいと思い

ます。他に何かございますでしょうか。 
坪内委員 
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郡市民体育大会、私は１９日に相撲とソフトボールを応援させていただきました。

当町から相撲の参加は珍しく頼もしく、選手皆さんへ激励させていただきました。 
それから墨の獅子舞は三年ぶりだったのですがとても盛り上がっていました。舞

手の皆さんが多く、見ごたえがありました。 
浦壁委員長  

他にご質問等なければ以上で議題、報告を終了させていただきます。 
                                       
 
４ 次回会議の予定 

浦壁委員長 
  続いて、次回会議の予定についてお願いします。 
河合こども課長 

次回の会議予定でございますが、８月２７日水曜日、午後３時３０分から、９月

は２５日木曜日、午後２時００分に予定させていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 
浦壁委員長 

次回会議は、８月２７日の水曜日午後３時３０分、９月は２５日木曜日、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） 

                                       
 
５ 各委員の予定 

浦壁委員長 
 続きまして、各委員の行事予定をお願いします。 

河合こども課長 
  （会議資料に基づき説明する｡） 
 
                                       
 

６ その他 

浦壁委員長 
  続きまして、その他でございませんか。 

綿貫プリミエール酒々井主幹 

  本日、チラシを配布させていただいたが、９月３日にプリミエールで図書館講演

会を予定しています。あとブックセレクションとして学年別に本の紹介をしていま

す。 

浦壁委員長 

  図書館講演会は１０周年記念行事としてやるということでよろしいでしょうか。 

  また本の紹介があるということなのでよろしくお願いします。 
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７ 閉 会 

浦壁委員長 
それでは、以上をもちまして平成２６年度酒々井町教育委員会７月定例会議を 

終了いたします。（１５時００分） 
                                       
 
 
 
会議録署名委員長 
 
 
      委 員 
 
 
会 議 録 作 成 職 員 
こ ど も 課 


