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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２２２２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２７年２月２６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    こども課副主査（書記） 出口 剛 

 

 

１ 開会時刻 １４：３０ 

 

２ 会議録署名委員の指名  

 

３ 議題 

 

（１）議 案（公開） 

  議案第１号 酒々井町放課後児童クラブ設置要綱を廃止する告示の 

制定について 

  議案第２号 酒々井町いじめ防止基本方針の策定について 

  議案第３号 酒々井町スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正 

         する規則の制定について 

    議 案（非公開） 

  議案第４号 平成２６年度３月補正予算（案）について 

  議案第５号 平成２７年度当初予算（案）について 

  議案第６号 教育委員会委員の辞職の同意について 

 

（１）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２７年 ３月２０日（金）１３：３０ 

 

５ 各委員の予定 
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６ その他 

 

７ 閉会時刻 １４：４３ 

 

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 

  それでは、平成２６年度酒々井町教育委員会２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、石井委員にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

浦壁委員長 

  これより議事に入ります。本日の議題は議案が６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４号「平成２６年度３月補

正予算（案）について」、議案第５号「平成２７年度当初予算（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、３月町議会に上程前の３月補正予

算案と新年度の当初予算案であり、議案第６号「教育委員会委員の辞職について」

は、公表前の人事に関する案件ですので、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じるおそ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４号、５号、６号は非公開といたします。 

  それでは、議案第１号「酒々井町放課後児童クラブ設置運営要綱を廃止する告示

の制定について」事務局から説明をお願いします。 

河合こども課長 

  はい、委員長 議案第１号 酒々井町放課後児童クラブ設置運営要綱を廃止する

告示の制定についてご説明いたします。酒々井町放課後児童クラブ設置運営要綱に

ついて、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、廃止を求め

るものでございます。廃止の理由としましては町の組織改編に伴う「こども課」の
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新設に伴い、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき、平成１９年２月９日付酒

総第１７４号により町長の権限に属する事務を教育委員会へ委任したい旨の協議

があり、平成１９年２月２３日開催の酒々井町教育委員会定例会議において同意す

る旨可決しております。しかし、平成２３年１月２０日開催の酒々井町教育委員会

定例会議において、こども課（子育て支援班）の事務事業について、「委任事務」

から「補助執行」に取り扱いを変更することに決しました。「委任」については、

事務の権限の一部を他の執行機関又はその補助職員等に委ねることをいい、委任が

行われると、その権限は受任者のものとなります。一方、「補助執行」については、

権限はあくまでも自己に残して、事務のみを執行させることになります。以上のこ

とから、現行の酒々井町放課後児童クラブ設置運営要綱（平成１９年酒々井町教育

委員会告示第２０号）について廃止する告示を制定し、新たに町長の権限に属する

要綱を制定することといたします。以上です。 

浦壁委員長 

  事務局の説明が終わりました。 

  質疑に入りますが何かご意見、ご質問ございますか。 

  それでは、議案第１号「酒々井町放課後児童クラブ設置運営要綱を廃止する告示

の制定について」事務局の原案のとおり賛成の方の挙手を求めます。 

 （全委員賛成） 

全員賛成ですので議案第１号は原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第２号「酒々井町いじめ防止基本方針の策定について」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２号 酒々井町いじめ防止基本方針の策定についてご説明

いたします。酒々井町いじめ防止基本方針（案）を別添のとおり作成いたしました

ので、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第２１号の規定により議決を求める

ものでございます。以上です。 

浦壁委員長 

  事務局の説明が終わりました。 

  質疑に入りますが何かご意見、ご質問ございますか。 

  この酒々井町いじめ防止基本方針はいつから適用されますか。また配布される範

囲についておしえて下さい。 

池田学校教育課長 

はい、委員長 町内の小中学校に配布します。 

京増教育次長 

はい、委員長 酒々井町いじめ防止基本方針は平成２６年度に策定されたものな

ので３月から適用されます。 

浦壁委員長 

  他にご意見、ご質問ございますか。 

それでは、議案第２号「酒々井町いじめ防止基本方針の策定について」事務局の

原案のとおり賛成の方の挙手を求めます。 
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 （全委員賛成） 

全員賛成ですので議案第２号は原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第３号「酒々井町スポーツ推進員に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について」事務局から説明をお願いします。 

木内生涯学習課長 

 はい、委員長 議案第３号 酒々井町スポーツ推進員に関する規則の一部を改

正する規則の制定についてご説明します。 

 酒々井町スポーツ推進員に関する規則（昭和５２年酒々井町教育委員会規則第

１号）を次のように改正するものです。第４条中「１３名」を「１８名」に改め

るものです。スポーツ推進委員連絡協議会は町の生涯スポーツ振興のため、住民

に対し軽スポーツを広く普及させ、同時に地域交流の推進を目的に実技指導や指

導助言を行うことを目的としておりますがライトスポーツクラブ等の活動が盛

んになり現在の１３名では手が足りなくなってきたので１８名に増員するもの

です。これに併せて健康体力づくり推進員連絡協議会（町民の健康づくり、体力

づくりを目的とし主にハイキングを実施してきた）を廃止します。以上です。 

浦壁委員長 

  事務局の説明が終わりました。 

  質疑に入りますが何かご意見、ご質問ございますか。 

  廃止された健康体力づくり推進員連絡協議会の委員がスポーツ推進委員にその

まま組み込まれるのですか。 

木内生涯学習課長 

はい、委員長 廃止される健康体力づくり推進員連絡協議会の委員がスポーツ推

進委員になる訳ではありません。スポーツ推進委員からの推薦等により追加の委員

の人選を進めております。 

村重委員 

はい、委員長 スポーツ推進連絡協議会の委員が５名増えることにより軽スポー

ツが益々盛んになり町民の健康体力づくりにも繋がるのでいいと思います。 

小山職務代理 

はい、委員長 ４月１日から施行ということですが追加の委員の目途はあるので

すか。 

木内生涯学習課長 

はい、委員長 現委員の推薦をもとに候補者のリストを作成しています。４月１

日施行で問題ありません。 

浦壁委員長 

  他にご意見、ご質問ございますか。 

それでは、議案第３号「酒々井町スポーツ推進員に関する規則の一部を改正する

規則の制定について」事務局の原案のとおり賛成の方の挙手を求めます。 

（全委員賛成） 

全員賛成ですので議案第３号は原案のとおり可決されました。 
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続きまして、議案第４号「平成２６年度３月補正予算（案）について」事務局か

ら説明をお願いします。 

 

                                      

 

非公開 平成２６年度３月補正予算（案）について 

                                      

 

 

浦壁委員長 

  続きまして、議案第５号「平成２７年度当初予算（案）について」事務局から説明をお願い

します。 

 

                                      

 

非公開 平成２７年度当初予算（案）について 

                                      

 

 

浦壁委員長 

  続きまして、議案第６号「教育委員会委員の辞職について」事務局から説明をお

願いします。 

 

                                      

 

非公開 教育委員会委員の辞職について 

                                      

 

 

浦壁委員長 

  以上で議案は終了します。 

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。私からは、前回１月２３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、対外的な行事を中心に、ご報告いたします。 

  １月２８日（水）県市町村教育委員会連絡協議会の研修会が佐倉市で行われ、委

員の皆様方に参加していただきました。私は参加できませんでしたが、日本医科大

学千葉北総合病院副院長からの、脳卒中や頭痛などの頭部疾患について、対応の警

鐘となる内容であったと伺っております。 
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  ２月６日（金）印旛教育会館で、印教連教育功労者表彰式が行われ、大室台小学

校校長新垣豊彦さんと酒々井中学校事務長廣瀬浩子さんが、長期にわたる功等に対

し受賞しました。改めてお祝いと感謝を申し上げます。 

  ２月１５日（日）盛年式が中央公民館で開催され、委員の皆様にも御出席をいた

だきました。盛年式は、満６０歳を迎える町民の方を対象とした行事で、「更なる

豊かな人生」「住んでよかったといえる町づくり」を目指して行っております。昨

年は、残念ながら雪のため中止となりましたので、２年ぶりの開催となりました。

学校地域支援コーディネーターの山岸文雄さんの講演や落語など、とても楽しく、

また、地元産品をつまみながらの交流会と、大変盛り上がりました。 

  ２月１６日（月）には、大室台小学校で行われた企画財政課の「酒々井まちづく

り授業」を参観しました。これは、企画財政課職員が、各小学校に出向いて、町の

第５次総合計画をわかりやすくまとめた「しすいのまちづくり」をもとに説明する

ものです。その上で、「酒々井町が今後、活気があって暮らしやすい町にしてくた

めにどうしていくことがよいだろう」というテーマで、子ども達に考えさせるとい

う内容の出前授業でした。同様の授業を酒々井小学校では１月２６日（月）に行い

ました。 

  ２月１８日（水）更生保護女性会からお誘いをうけ、八街少年院訪問に同行いた

しました。健全な育成を図ることを目的として矯正教育を受ける少年達に、コンサ

ートの贈り物をして励まそうという、温かい訪問でした。 

  そして先ほど、教育委員会表彰式、ありがとうございました。輝かしい小学生の

未来は、まぶしい限りですが、牧様のボランティア精神からは、学ばせていたきた

いと思います。 

  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。何かご意見、ご質問ございますか。 

  他に質問等なければ、以上で報告を終わりにさせていただきます。 
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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、３月２０日金曜日、１３：３０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。ｂ 

浦壁委員長 

次回会議は、３月２０日の金曜日、１３：３０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、その他で何かございませんか。 

村重委員  

  はい、委員長 冬季の通学路についての提案です。配布した資料をご覧ください。 

  去る２月５日（木）の朝に酒々井中学校の保健室に行列が出来たと娘より報告を

受けました。この日は前日の雨で路面が凍結し町内のあちらこちらで、交通事故が

多発しました。私の娘も途中の酒々井中学校そばの横断歩道で、自転車が横転して、

軽傷を負いました。自転車通学の生徒だけで無く、徒歩通学の生徒らも、転倒した

と聞きました。今年の冬も冷え込みが厳しく、これからも同じような状況が想定さ

れます。白地図に赤いシールを張るような簡易なもので構いませんので、この冬に

転倒したことのある生徒の数と、どこで転倒したかの実態のマップを作成して戴き、

町から塩化カルシウムを撒くことを委託されている方に重点的にそれを配布して

戴き、重点的に散布することにより、今後の転倒の発生の抑制と軽減を図りたいと

思いますが、如何でしょうか。町は広く坂が多い為、どこでも転倒の可能性が考え

られ、塩化カルシウムの散布のみで転倒を抑制するのは、限界があると思われます。 

  そのマップを来年度の新入学生に見て戴き、自分が通る通学路で転倒の可能性が
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ある箇所を把握することにより、そこを通過する際、自転車から降りて通過すれば、

転倒を未然に防ぐことが出来るのではないでしょうか。余談ですが、昨年末に私の

中一の甥っ子が通学途中のグレーチングで転倒し制服が破けるなど大怪我を負い

ました。年が明けて、１月３１日には、私も通勤途中に自転車で転倒し、膝に擦り

傷を負いました。私も冬季の路面凍結の怖さを体験しましたので、この場を借りて、

冬季の路面凍結の怖さを皆様に御理解して戴いたいと思います。 

  雨上がりの凍結が予想される前日の帰りの会の時には、通学時に気を付けて登校

するようにと、生徒への指導を先生方にお願いしたいと思います。二度と保健室に

行列が出来ることが無いよう、心から祈っております。以上です。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 教育委員会としても冬季の凍結した路面での児童・生徒の転倒事

故については心配しております。教育委員会としても路面の凍結が予想される場合

には、小中学校に注意喚起しております。再度路面凍結への注意喚起、児童・生徒

への指導を徹底してまいります。 

浦壁委員長 

他に何かございますか。 

村重委員 

はい、委員長 酒々井中のホームページを閲覧させていただきました。内容も充

実していてすばらしかったです。 

木内中央公民館長 

はい、委員長 公民館だよりをご覧ください。しすい青樹堂３期生と青樹堂師範

塾二期生の募集を行っております。 

それから中央公民館が表彰されました。平成３年度にも同様の表彰を受けており

ます。 

浦壁委員長 

それではないようですので以上をもちまして２月の定例会を閉会いたします。 

                                       

 

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２月定例会議を 

終了いたします。（１４：４３） 

                                       

 

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 



 9

  

 

 

会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 


