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平成２６年度酒々井町教育委員会１１月定例会議 会議録 
 
開 催 日 平成２６年１１月２７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）議 案（非公開） 
  議案第１号 平成２６年１２月補正予算（案）について 
  
（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１２月２５日（木）１４：００ 
          平成２７年 １月２３日（金）１４：００ 
 
５ 各委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 １５：０５ 
 

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１１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、石井委員にお願いします。 

                                       
 

３ 議 題 

浦壁委員長 
  これから議事に入りますがそれに先立ちまして先月、村重委員からの質疑があり

ました通学路の横断歩道について、ここで京増教育次長より報告があります。京増

教育次長お願いします。 
京増教育次長 
  はい、委員長 先月、村重委員から県道酒々井富里線の横断歩道の白線が消えて

いるとご指摘を受けた件ですが、総務課の担当になりますので総務課に確認したと

ころ、７月に佐倉警察署の方に要望書を出してあると、昨日ですけど総務課の担当

の方から処理済になっていますと連絡がありましたので今朝確認したところ白線

を引き直してありましたので報告します。たまたま予算の関係で上手く回ったとい

うことで、７月に何ヶ所か要望してあった内の一件に入っていたということで処理

できましたとのことです。 
村重委員 
  ありがとうございます。これで安心しました。 
浦壁委員長 
  早速の手配に繋がりまして感謝申し上げます。 
  これより議事に入ります。 
  本日の議題は議案が１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１号「平成２６年度１２月補正予算（案）について」は、町議会に対する

意見の申出に関する案件であり、１２月町議会に上程前の１２月補正予算（案）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１号は非公開といたします。 
        議案第１号「平成２６年度１２月補正予算（案）について」事務局から説明をお

願いします。 
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非公開 平成２６年度１２月補正予算（案）について 
                                      
 
浦壁委員長 
  続きまして、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１０月２４日（金）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。文化の秋ということで、多くの行事

がありました。 

 はじめに、酒々井小学校が、平成２６年度千葉県教育功労者表彰団体の部で学校

表彰を受けました。長年にわたる人権同和教育、国語教育、学力向上等の取りくみ

が、千葉県教育の進展に寄与したと評価されたもので、皆様とともに喜びたいと思

います。 

  酒々井町民文化祭が、１０月２６日（日）の開会式を皮切りに、中央公民館やプ

リミエール酒々井を会場に開催されました。すばらしい舞台発表や展示されたたく

さんの作品に、酒々井町の町民文化の高さが感じられました。 

  １１月５日（水）印旛郡市地方教育委員会連絡協議会主催の研修視察が実施され、

委員の皆様方と参加しました。松戸市の聖徳大学の生涯学習施設の見学、福留名誉

教授の講演、松戸市立小学校の言語活用科の授業参観などを行いました。 

  １１月５日（水）・６日（木）の両日、第一部会の小中学校音楽発表会が、佐倉

市民音楽ホールにおいて開催されました。それぞれの学校の子ども達が、日々の練

習の成果を十分発揮し、すばらしい音楽発表会となりました。審査の結果、郡の音

楽発表会には、酒々井小学校器楽部が代表として、参加することとなりました。 

  １１月７日（金）大室台小学校で印教連及び酒々井町教育委員会指定の算数の公

開研究会が、１１月１３日（木）酒々井中学校で町指定の人権同和教育公開研究会

が開催され、委員の方々と参観してまいりました。印旛郡市や県内から、多くの先

生方に参観していただきました（詳しくは担当課から。） 

  １１月８日（土）第６回酒々井町長杯パークゴルフ大会が開催され、プレーオフ

までもつれこむ熱戦でした。また、プリミエールで町内の小中学生によるオータム

コンサートが行われ、子ども達による工夫された楽しい進行が、毎年進化している

ように思いました。 

  この日は、銚子市において「関寛斎と濱口梧陵に学ぶ地域医療と防災シンポジウ

ム」が行われ、陸別町交流事業でお世話になった陸別町の方にお会いすることがで

きました。 

  １１月１７日（月）千葉市で町村教育長協議会研修会が開催され、新教育委員会

制度について、文部科学省の担当者から改めて説明を受けました。 

  １１月１８日（火）・２５日（火）は、第２・３回就学指導委員会が開催され、
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浦壁委員長に出席いただきました。酒々井町は、日頃から保小中の連携に努めてお

り、就学指導委員会でも保育園園長に出席して頂き、貴重な意見を伺うことができ

ました。今回の委員会で終了となります。 

  以上で、私からの報告を終わります。 

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。 
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。 

石井委員 
  はい、委員長 こども課に質問します。１１月６日と１９日に酒々井小学校プー

ル検討会があり、委託する方向とのことですが具体的な委託先について教えて下さ

い。 
河合こども課長 
  はい、委員長 こちらはまだ予算も確定していませんのでこれから検討すること

になります。候補としては近隣のバスで乗り降りも含めて３０分以内で行ける範囲

内で成田・佐倉・富里・八街あたりのプール、この近辺に４～５カ所ほどある中で

検討しています。 
浦壁委員長 
  検討委員会で民間のプールを使用するというところまでが決まったとういうこ

とですね。その後については、これから詰めていくということですね。 
  こども課にお聞きします。２０日（木）に第２回評価委員会が行われたとのこと

ですが、委員の皆様から何かご発言はありましたでしょうか。 
河合こども課長 
  はい、委員長 これはそれぞれ担当課で説明しまして、こども課に関しては特に

ございませんでした。 
浦壁委員長 
  中間報告ということですからこれまで実施してきた全ての事業の報告ですか。 
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河合こども課長 
  はい、委員長 教育委員会の今年度の事業のこれまで実施してきた分についての

報告を行いました。 
浦壁委員長 

他にご質問、ご意見はございませんか。 
村重委員 

はい、委員長 学校教育課に質問します。１１月１３日の酒々井中学校人権・同

和教育研修会（２年生がＡＥＤを使った研修・１年生が毛布を使った災害時の  

研修）ですが、これは恒例行事になるのでしょうか、それとも今年度だけのものな

のですか。 
池田学校教育課長  
  はい、委員長 今回は酒々井中学校が、ＪＲＣ（青少年赤十字）の方の研究推進

校という形で受けております。特にその中で研究を絞ってやっておりましたので、

やはり今回実施した公開授業は内容的に非常に重要なものでございます。これから

また学校現場でも随時、災害時に役立つ内容の研修を充実させていきたいというお

話もありましたので、校内で検討していただいて実施していきたいと考えています。 
  ＪＲＣの指定につきましては１年限りです。 
村重委員 

はい、委員長 特に２年生のＡＥＤの研修が非常に良かった。私も先日、自主防

災会で消防署の方に来ていただいてＡＥＤの使い方、消火器の使い方、三角巾を使

用した救護方法を教えていただいたのですが、特にＡＥＤの研修は非常に役に立つ

ものですので、何らかの形で恒例行事化していただきたい。 
池田学校教育課長  
  はい、委員長 ＡＥＤはいざという時に教職員を含めて全員が使えるようになる

ことが大事だと思いますので、これは学校と相談していきたいと思います。 
浦壁委員長 
  酒々井中学校だけではなくみんなが扱えるということが大事ですね。 

他にご質問、ご意見はございませんか。 
石井委員 
  はい、委員長 私は以前勤めていた時に、職場から派遣されて救命の講習を受け

たことがあるのですが、体育館での講習会ですが、人工呼吸のやり方がでたらめだ

なと思いました。それを日赤の方は優しく見守っておられました。 
  ただ中学生に緊急の場合にやってみなさいというのは、いざ現実になったら自分

でもちょっと出来ないなという感じはあるのですが、しかし学校だよりを見ますと

体験活動として９月１１日にもっと詳しく絞って講習を受けているということを

聞いて安心しました。今お話したとおり現状では心肺蘇生は出来ない人でも自分に

は他に何ができるのだろうと考える機会になってよかったと思います。初めはこん

なのでいいのかという思いがあったのですが、中学生にこれ以上は無理かなと感じ

ました。ただ学校だよりを見ると少数精鋭できちんと教えていただいたことがわか

って少し安心しました。 
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浦壁委員長 
他にご質問、ご意見はございませんか。 

  他にないようですので、学校教育課からも説明がありましたが、就学指導委員会

第２回・第３回ということで、その場の委員長として会議の進行を勤めさせてもら

いましたが、本当に指導主事の渡部先生が一生懸命頑張ってくださいまして、名前

１人ずつ挙がる子供たちの家族の背景までもよく調べて対応して下さったなと感

謝しております。 
  ただこれからは、インクルーシブ教育システムというのが段々根付いてくるとい

うことで、障害のある子も最終的には本人と保護者の合意の基そして教育委員会と

合意の基で、どこに籍を置くのかという状況がたくさん出てくるだろうということ

です。その子たちを含めての教育活動が大事なこととなり、国の方からの教育施行

令改正も踏まえて動いていくということです。ご承知ください。インクルーシブ教

育システムです。 
他にご質問、ご意見はございませんか。 

落合教育長 
はい、委員長 就学指導委員の件ですけど本当にありがとうございました。今回

の就学指導委員会で終了となりますと申しましたが、就学指導につきましてはこれ

からも教育委員会とか学校をとおして保護者や子供たちの最適の選択になるよう

に続けてまいります。インクルーシブ教育システムですが、システムを作るという

ことでいろいろな形、例えば交流ですと学校交流、地域交流とかいろいろな形の中

でシステムをどう用意して、その中で交流するとかインクルーシブの機会を作ると

いうことで、一番いい選択を目指して行っていきたいと思います。 
浦壁委員長 

他にご質問、ご意見はございませんか。 
村重委員 

はい、委員長 お手元の資料をご覧ください。１１月５日の印旛郡市地方教育委

員会連絡協議会研修視察で松戸市立上本郷小学校を視察した時に気付いた点を報

告させていただきます。題して松戸市に倣う教育環境改善提案です。４点ございま

す。１点目は校内の危険個所の点検です。校舎内の階段最上段のフロアに屋上メン

テナンス用のタラップが設置してあり子供が容易に上ることができ、ここから階段

踊り場の手すりに容易に上がれ、そのまま下階に転落する恐れがあると思いました。

町内の小中学校も同様な危険個所がある恐れがあるので、校内の危険個所の再点検

をお願いしたい。 
  ２点目は掲示物の見直しのお願いです。同じ学年なのに教室の壁に掲示してある

歴史年表が縄文時代から近代まで全て掲示している教室もあれば、明治時代以降の

部分しか掲示していない教室もあるなどばらつきが見られた。一時的なものなのか

もしれないが教育機会の平等を保つためにも、教室の掲示物等に注意を払っていた

だきたい。 
  ３点目は階段や壁を活用した学習です。掛け算九九や英単語や県庁所在地などを

隙間な時間で学習できるので、小学校に導入してほしい。また中学校では元素記
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号・英熟語・受験に出る漢字などを貼って、ゲームやクイズ感覚で楽しく覚えられ

るよう工夫してはどうかと思いました。 
  ４点目は英語科教科書の早期給与の実施です。中学卒業までの学習内容を３年２

学期中旬までに終えて、３年後半に時間的ゆとりを生み出し、発展・応用学習・入

試対策に時間をかけ、生徒の能力をさらに伸ばす取り組みを実施していた。これも

小学校に導入していただきたいというのが保護者としての意見です。公文的な考え

で、できる子をさらに伸ばすという点で、非常にいいことだと思いました。 
以上の４点について実施できるかどうかの検討をお願いしたいと思います。 

浦壁委員長 
  資料ありがとうございました。研修に行った先でさすが設計者の視点だなと感心

しました。２点目の掲示物ですけど学校で対応できるというよりは既に実施されて

いると思います。 
石井委員 
  はい、委員長 ２点目の掲示物ですけど視察先の松戸市の小学校と当町の大室台

小学校と酒々井中学校の各教室の掲示物について関心を持って視ていたのですが、

大室台小学校は算数だったのですけど、後ろの壁に勉強するための教材がびっしり

と貼ってあった。階段についてはまだ物足りないかなと思います。 
  話は変わりますが、中学校の講堂で公開授業が行われたとき、校長先生が今日は

雨が降らなくてよかったというのが第一声で、そんなにひどい雨漏りなのですかと

聞くとバケツ一つ二つでは足りないぐらいの雨漏りで、先生方をご招待したのにこ

の場所ではできなかったかもしれないとのことでした。前回のお話でもあったので

すが、補修していても限界があって調査・設計してそれからということで、まだま

だ先のことだと思いますので応急の補修だけでも行っていただきたい。 
河合こども課長 

はい、委員長 今年度中に中学校体育館屋根の応急的な部分補修を行います。 
浦壁委員長 
  お話が広がっていきましたけど、４点目の英語科教科書は実施可能なのですか。 
池田学校教育課長  
  はい、委員長 ４点目の英語科教科書については、松戸市は特区の指定を受けて

おりますので、酒々井町はそういった形ではなくて文科省で定められた教科書を使

っております。県内の小中学校はほとんどがそうしております。当町では教育アド

バイザーの櫻井アドバイザーが、それを基にＡＬＴと共に学年に応じた授業を展開

しております。松戸市は特区に指定されているので出来るが当町で実施するのは難

しいです。 
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。 
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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、１２月２５日木曜日、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、１２月２５日の木曜日、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｡） 
 
                                       
 

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。 

木内生涯学習課長 
  はい、委員長 １２月１４日（日）に予定しておりました盛年式は、衆議院選挙

と重なってしまったため、やむなく２月１５日（日）に延期いたしました。 

浦壁委員長 
  選挙なのでしかたないですね。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１１月定例会議を 

終了いたします。（１５：０５） 
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会議録署名委員長 
 
 
 
      委 員 
  
 
 
会 議 録 作 成 職 員 
こ ど も 課 


