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平成平成平成平成２２２２６６６６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４４４４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２６年４月２４日（木） 

 

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 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 学校医の委嘱について 

  議案第２号 酒々井町人権教育推進協議会委員の委嘱について 

  議案第３号 酒々井町文化財審議会委員の委嘱について 

  議案第４号 酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規則の 

一部改正について 

（２）報 告（公 開） 

   報告第１号 教育行政について 

   報告第２号 教育委員会事務局職員の異動について 

   報告第３号 平成２５年度末酒々井町立小中学校の教職員の人事異動に 

ついて 

    

（３）協 議（非公開） 

  協議第１号 平成２６年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の 

選出について 

 

４ 次回会議の予定 平成２６年５月２３日（金）午後２時 

               ６月２５日（水）午後２時 

 

５ 各委員の予定 
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６ その他 

 

７ 閉会時刻 午後２時５５分 

 

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    

浦壁委員長 

  こんにちは、はじめにご挨拶をさせていただきます。委員長拝命の後、今回が私

にとりまして、初めての教育委員会会議になります。。皆様のご協力を得ながら会

議がスムーズに、活発に進むように務めさせていただきますのでよろしくお願いい

たします。 

それでは平成２６年度酒々井町教育委員会４月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    

浦壁委員長 

本日の会議録署名委員は、小山職務代理にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

浦壁委員長 

  本日の議題は議案が４件、報告が３件、協議が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。 

協議第１号「平成２６年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出について」

は、公表前の人事に関する案件ですので、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、協議第１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、下記の者を学校医に委嘱した

いので議決を求めるものです。 

大室台小学校の学校医 市村先生、寄藤先生２名の委嘱です。任期は平成２６年
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４月１日から平成２７年３月３１日までです。これまで担当していただいた学校医

が辞退をしたため、新たに２名を委嘱するものです。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第１号「学校医の委嘱について」説明が終了いたしました。 

  何かご質問、ご意見はございませんか。 

浦壁委員長 

前田先生と園先生の後任で、任期が１年ということですね。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 そのとおりです。任期につきましては、前任者の残任期間です。 

浦壁委員長 

  新年度がはじまり、健康診断も行われていると思いますが、状況はどうですか。 

池田学校教育課長 

はい、委員長 ４月１８日（金）に大室台小学校の内科検診を行いました。 

浦壁委員長 

  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、原案とおり可決されました。 

  続きまして議案第２号「酒々井町人権教育推進協議会委員の委嘱について」説明

をお願いします。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 ２ページをお願いします。議案第２号 酒々井町人権教育推進協

議会委員の委嘱につきましてご説明します。酒々井町人権教育推進協議会規約第４

条の規定により、下記の者を酒々井町人権教育推進協議会委員として委嘱したいの

で、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第１２号の規定により議決を求めるも

のです。学校教育関係者２名につきましては、定期異動に伴うもの。行政関係者に

つきましては、人権推進課長でしたが、人権推進課が健康福祉課内に室として編入

された関係で健康福祉課長に委嘱するものです。任期につきましては、前任者の残

任期間です。 

浦壁委員長 

  議案第２号「酒々井町人権教育推進協議会委員の委嘱について」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。 

  ご質問等ないようですので採決をとります。議案第２号「酒々井町人権教育推進

協議会委員の委嘱について」原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全員賛成） 

  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３号「酒々井町文化財審議会委員の委嘱について」説明をお願

いします。 

木内生涯学習課長 
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  はい、委員長 議案第３号 酒々井町文化財審議会委員の委嘱につきましてご説

明します。酒々井町文化財保護に関する条例第３７条の規定により下記の者を酒々

井町文化財審議会委員として委嘱したいので、酒々井町教育員会行政組織規則第７

条第１２号の規定により議決を求めるものでございます。委員１０名につきまして

は全員再任でございます。任期は平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日ま

でです。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第３号「酒々井町文化財審議会委員の委嘱について」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。 

  ご質問等ないようですので採決をとります。議案第２号「酒々井町人権教育推進

協議会委員の委嘱について」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４号「酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規則の一部

改正について」事務局の説明をお願いします。 

木内公民館館長 

  はい、委員長 議案第４号 酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規則の

一部改正につきましてご説明します。酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する

規則を次のように一部を改正したいので、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条

第３号の規定により議決を求めるものでございます。公民館管理規則によりまして

月曜日は休館日となっておりますが、利用者の利便を図るため特例を設けてござい

ます。特例に関しましては１年の期限になっております。今年度も定期休館日であ

ります月曜日を開館するために提出したものでございます。以上です。 

浦壁委員長 

  はい、委員長 議案第４号「酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規則の

改正について」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。 

小山職務代理 

  はい、委員長 制度を設けられてから２年が経過したようですが、昨年度の利用

状況をおしえてください。 

木内公民館館長 

  はい、委員長 利用状況でございますが、月曜日はエレベーター等の施設の定期

点検にも使用しておりますので、月平均２日で、１日あたりの利用も２コマから３

こま程度の利用です。 

小山職務代理 

  はい、委員長 利用者は、一定の団体ですか。 

木内公民館館長 

  はい、委員長 ある程度かたまった団体です。今年度で３年目となりますが、今

後、継続するか否かの検討は行ってまいります。 

浦壁委員長 
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  今年度は、月曜日を開館することとして、休館日の特例措置に関して検討を行っ

ていくということでよろしいでしょうか。 

木内公民館館長 

  はい、委員長 そのとおりです。 

坪内委員 

  はい、委員長 今年度の実績によっては、規則の変更など、今後取り組んでいた

だく方向でお願いします。 

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４号「酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規則の一部改正につ

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

落合教育長からご挨拶も兼ねてお願いします。 

落合教育長 

  はい、委員長 それでは、私からは、昨年度３月２６日に開催されました定例会

議以降、今回の会議までの間の主な対外的な行事等について、報告します。 

４月１日（火）臨時教育委員会会議が開催され、教育委員長に浦壁京子委員、職

務代理に小山優子委員が選任されました。 

同日、町職員の辞令交付式が行われました。新たに横尾副町長等が着任され、また、

生涯学習課鵜沢淳副主査が、文部科学省生涯学習政策局に研修生として派遣されま

した。教育委員会事務局職員にかかわる人事異動につきましては、この後の、報告

第２号で、ご説明いたします。 

４月６日（日） 五穀豊穣を祈願する上岩橋地区の獅子舞があり、町の職員や近

隣市町の教員も舞手や、囃子方になっていました。獅子の様々な動作の意味を想像

しながら、興味深く拝見しました。 

４月８日（火）には酒々井小学校、大室台小学校で９日（水） 酒々井中学校で、

それぞれ入学式が行われ教育委員の皆様、町長・町議会関係など多くの皆様に御出

席頂きました。晴天に恵まれ、３校合せて３６０名、酒々井中１９７名、酒々井小

９０名、大室小７３名の新入生が、希望を胸に入学しました。 

   ４月１１日（金）平成２６年度市町村教育委員会教育長会議が開催されました。

瀧本県教育委員会教育長から県教育行政の重点施策等を含めた挨拶があった後、各

課長からも具体的な説明がありました。 

４月１４日（月）印旛郡市地方教育委員会連絡協議会の第１回定例常任委員会が、

印旛合同庁舎で行われ、４月２２日（火）の定例総会に向けた協議の後、引き続き、

第１回印旛地区教育長会議が開催されました。北総教育事務所から、年度末人事異

動の概要や教職員の服務の厳正等についての説明が行われました。また、本年度の

役員を決定し、引き続き、教育長会長に白井市の米山教育長、副会長に栄町の葉山

教育長がそれぞれ選ばれました。 
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４月１６日（水） 町村教育長協議会総会がホテルプラザ菜の花で行われ、新年

度の役員、年間行事等が決定されました。 

４月２２日（火）印旛郡市地方教育委員会連絡協議会総会が、成田市役所におい

て開催され、委員長をはじめ教育委員の皆様全員が出席いたしました。この総会に

おいて、会長として成田市の秋山委員長が再任され、平成２６年度の新役員も決定

いたしました。 

４月２４日（木）しすい青樹堂 進級式 があり２１名の方が進級されました。

式後福留総長の講話がありました。新しい観光の在り方についてのお話があり、 

さがす しらべる すいりする せいりする そうぞうする 

さしすせそ の視点が興味深かったです。 

私からは以上です。 

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、何か

ご意見ご質問ございますか。 

小山職務代理 

はい、委員長 学校教育課に伺います。今日の新聞報道によると全国学力テスト

の結果について、成績の公表のあり方について賛否両論があるということで、県教

育委員会、市町村教育委員会の見解も掲載されていました。酒々井町教育委員会と

しての見解はどうなんでしょうか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 学校名ですと中学校は１校しかありませんので、酒々井中学校と

特定されてしまいます。学習の内容状況について、県平均の比較につきましては、

集計ができた段階で各学校だよりで、酒々井中学校では各県との比較、酒々井小学

校・大室台小学校では、県平均がでた段階でお知らせをしています。 

小山委員 

  はい、委員長 食物アレルギー対応の手引きが、立派に作成されて大変よかった

と思います。お疲れ様でした。この冊子は先生方全員に配布されたのでしょうか。 

石渡給食センター所長 
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 はい、委員長 冊子（Ａ４判カラー２０ページ）小学校（学年２部×６＋特２部

＋職員室１部＋保健室１部＋配膳室３部＋予備１部）２０部×２校＝４０部、中学

校（学年２部×３＋特２部＋職員室１部＋保健室１部＋配膳室４部＋予備１部）＝

１３部、教育委員会７部、給食センター５部 合計６５部 概要版（Ａ３判カラー

見開き２つ折り）各学校（各教室・特別支援学級・特別教室・職員室・保健室・配

膳室）４０部×３校＝１２０部、教育委員会３０部、給食センター２０部 合計１

７０部 ポスター（Ａ２判カラー）各学校１０部×３校＝３０部、教育委員会１０

部、給食センター１０部 合計５０部を配布しました。 

浦壁委員長 

  活用していただかないと意味がないので、普段から手引きを見ていただきたいと

思います。同時に、これをもとに研修の機会を設けていただきたいと思います。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 各学校の職員会議等で食物アレルギーについて話をしております。

お話がありました研修につきましても実施したいと思います。また、小中教委でも

食物アレルギー対応の手引きを活用するよう指導してまいります。 

浦壁委員長 

  他に質問はございませんか、なければ議事を進行します。報告第２号「教育委員

会事務局の異動について」お願いします。 

河合こども課長 

  はい、委員長 １０ページをお願いいたします。報告第２号 教育委員会事務局

職員の異動につきまして、平成２６年４月１日付け人事異動について、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。１ 転出者ですが、赤地前こども課長はじめ

４名、２ 転入者につきましては、京増教育次長はじめ７名、３ 委員会内異動が

３名、退職者につきましては櫻井前教育次長、福田前中央公民館館長が定年退職い

たしました。１２、１３ページには、委員会職員配置表、別冊で各課の事務分掌表

がございますのでご参照いただきたいと思います。以上です。 

浦壁委員長 

  報告第２号「教育委員会事務局職員の異動について」の説明が終わりました。ご

意見ご質問等ございますか。 

小山職務代理 

  はい、委員長 生涯学習課の鵜澤副主査が文部科科学省に派遣されましたが何年

位派遣されるのですか。 

落合教育長 

  はい、委員長 原則１年です。 

浦壁委員長 

  他に質問はございませんか、なければ議事を進めます。報告第３号「平成２５年

度末町立小中学校の教職員の人事異動について」説明をお願いします。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 １４ページをお願いします。報告第３号 平成２５年度末町立小
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中学校の教職員の人事異動についてです、平成２５年度末町立小中学校の教職員の

人事異動について、酒々井町教育委員会行政組織規則第８条第１校の規定により臨

時代理しましたので、同条第３項の規定により別紙のとおり報告いたします。１５

ページに教職員異動表がございます。新規採用者は酒々井小学校１名、酒々井中学

校１名でございます。以上です。 

浦壁委員長 

  報告第３号「平成２５年度末町立小中学校の教職員の人事異動について」の説明

が終わりました。ご質問ご意見等ございますか。 

浦壁委員長 

  酒々井小学校の一瀬先生と大髙先生が北総教育事務所へ転出されましたが、配属

された課、どのような仕事をされるのでしょうか 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 一瀬先生は指導室の指導主事で、担当は国語になります。大髙先

生は教諭のままで、休暇等補助教員として管理課の勤務になります。印旛管内の各

学校で教職員に休暇等が出た場合に補助教員として入ります。 

浦壁委員長 

  大髙先生が酒々井町にも配置されることも考えられますね。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 酒々井町は休暇等で欠員が出た場合、別の先生の補充の準備がで

きております。 

浦壁委員長 

  酒々井中学校の林先生が、西陵高等学校へはどのようなことで転出されたのです

か。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 林先生は、県立高校と義務教育の中学校との交流で３年間酒々井

中に在籍しておりました。交流期間が終了したことにより原籍校の県立高校に戻っ

たものです。 

小山職務代理 

  はい、委員長 引き続き交流はあるのでしょうか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 人事の関係もありますが、今後も交流は行われると思います。 

浦壁委員長 

  転出者に比べると転入者が少ないですが、支障はないのですか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 学級数の増減等があります。また、酒々井町は臨時講師等の補充

体制も整っておりますので特に支障はありません。 

浦壁委員長 

  他に質問はございませんか、なければ議事を進めます。協議第１号「平成２６年

度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出について」説明をお願いします。 
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非公開 平成２５年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出について 

 

                                       

    

浦壁委員長 

以上で議題、協議、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    

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、５月２３日金曜日、午後２時から、６月は２５

日水曜日、午後２時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、５月２３日の金曜日午後２時、６月は２５日水曜日、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    

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｡） 

 

                                       

    

６６６６    その他その他その他その他    

浦壁委員長 

  続きまして、その他でございませんか。 

坪内委員 

  はい、委員長 私が酒々井町社会福祉協議会の評議員を仰せつかっておりまので、

３月２４日（月）開催されました評議員会の概要についてご報告いたします。 

議題は（１）平成２５年度一般会計資金収支補正予算（案）について （２）社

会福祉法人酒々井町社会福祉協議会経理規程について（３）平成２６年度事業計画

（案）の承認について（４）平成２６年度資金収支当初予算（案）の承認について

（５）任期満了に伴う理事・監事の選任ついての５件でした。平成２６年度当初予
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算額が７９，３７９千円 特に学校に関る予算として事業収入 スクールバスの受

託金８，９２５千円が町から補填されています。詳細な内容をご覧になりたい場合

は資料がございますので申し出ていただければと思います。以上です。 

 

                                       

 

７７７７    閉閉閉閉    会会会会    

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４月定例会議を 

終了いたします。（１４時５５分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 主 幹 


