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平成２６年度酒々井町教育委員会１２月定例会議 会議録 
 
開 催 日 平成２６年１２月２５日（木） 
 
開催場所 役場西庁舎２階第１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 村重 浩二    委 員 石井 國治 

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館長 木村 修一    こども課主幹 藤﨑 裕 

こども課副主査（書記） 出口 剛 
 
１ 開会時刻 １４：００ 
 
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２６年度１２月補正予算の議決について 
       
４ 次回会議の予定 平成２６年 １月２３日（金）１４：００ 
 
 
５ 各委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 １４：４７ 
 

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１２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、村重委員にお願いします。 

                                       
 

３ 議 題 

浦壁委員長 
  これより議事に入ります。本日の議題は報告が２件となります。 

報告第１号「行政報告について」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、私からは、前回１１月２７日（木）に開催された定例

会議以降の行事を中心に、ご報告いたします。 

  １２月３日（水）町定例１２月議会が開会し、１７議案が上程され、８日（月）

に教育民生常任委員会が、１２月１０日（水）・１１日（木）の両日、一般質問が

行われました。教育に関しては、教育環境の整備、まちの顔づくり推進事業、プリ

ミエール酒々井の利便性などについて質疑が行われました。詳細は各課から報告し

ます。 

  １２月３・４日には、小中学校が連携した挨拶運動が、酒々井小学校、大室台小

学校で行われました。前月の１１月１３日・１４日の早朝には、酒々井中学校と東

京学館高等学校の中高生徒合同の「挨拶運動」がＪＲ酒々井駅、京成酒々井駅で行

われました。この挨拶運動は、１０年来続く取組で、酒々井町の小中連携指導５項

目の第一ともなっています。挨拶はつながりのはじまりですから、見ず知らずの人

に対して、無警戒に交わすことは戒めねばなりません。一方で、だれとでも挨拶を

交わせる地域社会ができれば、それは、安全で、安心できる居場所であると思いま

す。昨今、大きな課題と言われているいじめの防止や早期発見、「いじめのない環

境づくり」の実現のためには、地域社会のすべての力を結集しなくては実現できな

いものと考えます。 

 １２月５日（金）には、多古町コミュニティプラザで北総教育事務所主催の教育

長・校長合同会議が開催されました。平成２６年度末人事異動方針の説明や不祥事

根絶に向けた注意喚起がありました。 

  １２月７日（日）には、岩名運動公園陸上競技場で第８４回印旛郡市駅伝競走大

会が開催されました。酒々井町からも一般の部・中学校の部に出場し、早朝に町長、

議長、町体育協会会長からの激励を受けました。一般の部では、他市町は高校生や

大学生が主力であるのに対し、酒々井町は１７歳から５３歳の幅広い年代の６人の
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選手が４．９ｋｍから７．２ｋｍのコースを、中学校の部では３名の女子を含む８

人の酒々井中陸上部の選手が２．１ｋｍから３．７ｋｍのコースを力走、しっかり

たすきをつなぎました。この大会は、一般道を使用するにあたり、警察の方々をは

じめ、体育協会の方々が走路員等として安全確保していただいており、本当にあり

がたく思いました。 

  １２月１１日（木）には、順天堂大学箱根駅伝激励会が行われ、町長、議長、副

町長とともに参加しました。多くの強敵がいますが、伝統校としてベストを尽くし

て欲しいと拍手を送りました。 

  １２月１４日（日）には、６０歳の盛年式が行われる予定でしたが、既にお知ら

せしましたとおり衆議院議員選挙のため２月１５日（日）に延期としました。 

  私からは以上です。 

  詳しくは各課長から報告いたします。 
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。 
木村プリミエール酒々井館長 
  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。 

村重委員 
はい、委員長 学校教育課に質問します。蛍雪学園クリスマス会・昭苑幼稚園ク

リスマス祝会についての報告がありましたが、町内の保育園のクリスマス会も当然

あると思いますが、そういった情報が載っている保育園だよりのようなものがもし

あればと思ったのですが。 
浦壁委員長 

これは組織が違いますね。蛍雪学園と昭苑幼稚園からどのようなルートで案内が

届いたのでしょうか。 
京増教育次長 
  はい、委員長 民間の施設のクリスマス会なのでそれぞれの施設から直接、案内

が出ています。 
浦壁委員長 

今回、たまたま教育長と私が蛍雪学園のクリスマス会に行かせていただいたのは、
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案内が直接送られてきたからで、教育委員の立場でということで、感動的なクリス

マス会を拝見させていただきました。昭苑幼稚園のクリスマス祝会につきましては、

会場もプリミエールを使用するというもあって、案内が送られてきたのと思います。 
村重委員 
  はい、委員長 状況が全く分からないので、ホームページも無いので保育園の事

業が円滑に行われているのか知りたかったので質問しました。 
浦壁委員長 
  それはまた、こども課の方で分かった範囲でお知らせいただくということでよろ

しいですか。 
村重委員 
  はい、結構です。 
石井委員 
  はい、委員長 蛍雪学園さんに関しまして、私には今年も案内が来たのですが、

今までは体育協会副会長として来てました。昨年、初めて時間を作ってお邪魔した

のですが大変盛況でした。蛍雪学園と町との関わりと何名ほどの子供が蛍雪学園で

生活しているのかお伺いしたい。 
京増教育次長 
  はい、委員長 酒々井町にある児童養護施設ですので町と社会福祉協議会から補

助金を交付しております。そういった関係もあって蛍雪学園が主催するクリスマス

会に町の関係する各課、関係各所に蛍雪学園の方から招待ということで実施されて

います。 
小山職務代理 
  はい、委員長 ずいぶん昔から実施していますよね。 
京増教育次長 
  はい、委員長 ずいぶん昔から実施しておりまして以前は公民館、今はプリミエ

ールで実施しています。成田市との境にある新家工業の裏側に蛍雪学園はあります。 
浦壁委員長 
  たくましく元気に育ってくれればと思います。 
石井委員 
  はい、委員長 蛍雪学園には優秀な子供がたくさんいます。 
小山職務代理  
  はい、委員長 いろいろな町の行事（新春マラソン大会等）に、蛍雪学園の子供

たちが必ず参加してくれているのには、本当に感心させられます。 
浦壁委員長 
  こういう声も何かのルートで伝えていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
他にご意見、ご質問ございますか。 

小山職務代理 
  はい、委員長 感想なのですがよろしいでしょうか。２点ほどあるのですが、 
１２月３日に知人と数名で町内探索をしていたとき、ちょうど酒々井小学校の校内
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マラソンが行われるところで、学校地域支援本部の活動として、裏門のところに十

数名の方が集まっておられて、これから配置につくところだったのですがその様子

を拝見し、またどこの学校かは定かではないのですが、ミシンの授業に知人が何人

か参加した話を聞くと、学校地域支援本部の活動が順調に行われているように思い

ましたが、実際のところどうなのでしょうか。 
木内生涯学習課長 
  はい、委員長 学校支援地域本部については３年前から大室台小学校・酒々井小

学校・酒々井中学校の順に広めて、今年ようやく３校とも動けるようになったもの

で、大室台小学校に関しては当初から校長先生の肝いりもあり、学校としてこうい

うことをお手伝いしてほしい、英語教育の充実とか学校図書館の質の向上、また先

ほど言われましたミシンの授業等のお手伝いをいただいています。酒々井小学校に

つきましても、コーディネーターの指導の下で同様の形で進めていきました。酒々

井中学校に関しましては、教育内容が全く異なりますので、中学校の要望を聞きな

がらできるところから、コーディネーターが取りまとめながら進めています。学校

とコーディネーターが中心となって、社会教育の面からの学校支援と地域からの学

校支援をさらに進めていきます。 
小山職務代理 
  はい、委員長 非常にありがたいことだなと思いました。後もう一つなのですが

今回いただいた大室台小学校の学校だよりに、どの学校も個人面談は２学期にある

と思うのですけど、学力テストの結果についての説明があって、面談で直接６年生

の保護者に結果用紙をお渡しし、学習状況についてお話をさせていただきますとあ

って、細かくいろんなことを載せてあるのですが、私どもは先月、池田課長から説

明を受けましたが、こういうのを見ると非常に学校側のきめ細かい丁寧な配慮・指

導に感心しました。何も学力だけが全てではありませんけどこういう姿勢はぜひ続

けてほしいと思いました。 
あともう一件、中央公民館の館内清掃のことなのですけど、私は３回目に参加さ

せていただいたのですけど、先ほど木内課長がおっしゃったとおり毎回たくさんの

人に参加していただいて、私は会議室の清掃に参加したのですが、一年間でこんな

にも汚れるものなのだと驚きました。私たちが普段利用させていただいている全て

の部屋を清掃しました。住民の公民館に対する気持ちが表れているようですごくう

れしく思いました。たった３０分で終わりました。男性もたくさん参加していただ

き高所の清掃を積極的にしてくれました。 
浦壁委員長 
  木内課長、ぜひこのことをお伝えいただいて、次につなげるようにお願いします。 

地域支援本部のことは、学校とのつながりが重要なことで、順調に進んでいるこ

とはうれしいことだと何かの機会にお伝えください。 
他にご意見、ご質問ございますか。 

石井委員  
  はい、委員長 先ほど、こども課から学校のトイレの洋式化についての話があり

ましたが、酒々井町は学校数が少ないこともあって、トイレはよく整備されている
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と思います。私はソフトボール関係（審判）で各学校（特に中学校）に行く機会が

多く、校内のトイレを利用することも多いのですが、洋式トイレなんてこの近辺で

はまず見たことがない、なぜ普及していないのかというと学校数が違いますね。 
  酒々井町は恵まれてるなと感じました。 
浦壁委員長 
  トイレの洋式化は決定なのですか。 
河合こども課長 
  はい、委員長 議会で議員からの質問があり、実際の数量を答えたものです。 
京増教育次長 
  はい、委員長 全部洋式化してくださいという内容の質問だったのですけど、学

校の現場の方からも和式を少し残してほしいというお話が、大規模改修の時にあっ

たということで、酒々井中学校は約８割、大室台小学校は約７割、酒々井小学校は

約４割ということもあるので、全てを洋式化する予定は今のところございません。 
河合こども課長 
  はい、委員長 児童・生徒数も今後減っていくと思われますので推移を見守って

いきたいと思います。 
小山職務代理 
  はい、委員長 洋式化してほしいという要望がすごく強かったのかなと、なんで

そんなに洋式化にこだわるのか理由を知りたかったのです。 
浦壁委員長 
  文化ですので洋式も和式も両方あることが大事なのではないかと思います。 
  他に質問はございませんか。 
京増教育長 
  はい、委員長 先ほど村重委員より質問がありました保育園のクリスマス会は、

中央保育園が１２月１９日、岩橋保育園は１２月２４日に園内行事として実施しま

した。クリスマスソングを歌ったり、職員がサンタクロースに扮して行いました。

岩橋保育園は、昨日たまたま園庭解放の日時と重なったので、未就園の親子１０組

もいっしょに参加してくれたのでプレゼントを配ったそうです。 
浦壁委員長 
  村重委員よろしいですか。情報を知りたいということですよね。 
村重委員 
  はい、委員長 保育園だよりのようなものがあればと思ったものですから。 
浦壁委員長 

他にご意見、ご質問ございますか。なければ議事を進行します。 
  報告第２号「平成２６年度１２月補正予算の議決について」お願いします。 
河合こども課長 
 はい、委員長 平成２６年度１２月補正予算の議決について、平成２６年度一般

会計の１２月補正予算は、１２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１１月定例教育委員会会議で説明したとおり

でございます。以上です。 
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浦壁委員長 
  報告第２号「平成２６年度１２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、ご質問ございますか。 
村重委員 
  はい、委員長 こども課に質問します。補正予算が可決されたということでその

中の項目にあった酒々井中学校のホームページの改修ですが、ホームページがダウ

ンした原因と復旧はいつごろになるのか質問します。 
河合こども課長 
  はい、委員長 前回、教育用パソコンを導入した時にたまたま中学校の先生でパ

ソコンに精通した方がおりまして、学校に備え付けのサーバー等を利用してホーム

ページを立ち上げたものが、今年度教育用パソコンを全て新しいものに更新するに

あたって業者が変わりましたので、今まであった機器が全て撤去されてしまったこ

とから、ホームページが見られなくなってしまったものでございます。 
  今回、新たに立ち上げなくては見られないということで、セキュリティーの問題

もありますので、専門の業者に立ち上げていただきます。今年度中には立ち上げる

予定です。 
村重委員 
  今年度中ですね。今日トライしてみても見れなかったものですから質問しました。 
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、１月２３日金曜日、１４：００から、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、１月２３日の金曜日、１４：００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｡） 
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６ その他 

浦壁委員長 
  続きまして、その他で何かございませんか。 

 

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１２月定例会議を 

終了いたします。（１４：４７） 
                                       
 
 
会議録署名委員長 
 
 
 
      委 員 
  
 
 
会 議 録 作 成 職 員 
こ ど も 課 


