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平成平成平成平成２２２２４４４４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８８８８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２４年８月２８日（火） 

 

開催場所 役場西庁舎２階会議室 

 

出席委員 委 員 長 坪内 東公    委 員 長 職 務 代 理 者 大谷 文男 

     委 員 小山 優子    委 員 浦壁 京子 

     委員・教育長 東條 三枝子 

 

 

出席職員 教 育 次 長 神保 弘之     こ ど も 課 長 赤地 忠勝 

     学校教育課長 池田 幸夫    生 涯 学 習 課 長 濱野 敏幸 

    中央公民館長 福田 和弘    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）報 告（公開） 

   報告第１号 教育行政について 

   報告第２号 酒々井町生涯学習フェスティバル運営委員会補助金交付要綱の 

         廃止及び酒々井町町民文化祭運営委員会補助金交付要綱の制定 

         について 

 

 （２）議 案 

   議案第１号 平成２４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２号 平成２４年度９月補正予算（案）について（非公開） 

   

４ 次回会議の予定 平成２４年 ９月２７日（木）午後２時 

               １０月２４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３時４３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    

坪内委員長 

  それでは、平成２４年度８月酒々井町教育委員会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    

坪内委員長 

本日の会議録署名委員は、浦壁委員にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

坪内委員長 

  これより議事に入ります。本日の議題は報告が２件、議案が２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２号「平成２４年度９月補正予算（案）について」は、９月町議会に上

程前の案件ですので、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２号は非公開といたします。 

それでは、報告第１号「教育行政について」事務局から説明願います。はじめに

東條教育長からお願いします。 

東條教育長 

はい、委員長。それでは、私からは、前回７月２７日（金）に開催されました定

例会議以降対外的な行事を中心に、ご報告いたします。 

７月２７日（金）の午後は、プリミエールにおいて、教職員の特色ある教育活動

の中間報告があった後、講師に「青島広志」さんを迎え、人権同和研修会を開催し

ました。オペラにおいて差別や人権意識がどのように表現されているか、文化的・

歴史的背景をピアノを演奏しながら、ユーモアたっぷりにお話ししていただき、た

いへん印象深い研修会でした。また、夕方からは、ホテル日航成田において「町教

職員交流会」が行われました。教育委員の皆様始め、酒々井町の義務教育に携わる

教職員が一同に会し、意見交換できる唯一の機会であり、楽しく有意義な一時をす

ごすことができました。 
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８月１７日（金）の１６時、役場３階で町長の御出席を得て国際交流派遣事業の

出発式を行い、１２人の生徒達が、桜井アドバイザー、林道養護教諭とともに、シ

ドニーに向け出発し、２４日（金）に無事帰国しました。６泊８日の日程のうち生

徒達は５泊をホームステイ体験し、生徒数１０００人規模の現地校に通って、授業

を体験したり、英会話を学んだり、酒々井町の紹介を行ったりするなど貴重な体験

をしました。その貴重な経験を通して学んだことを、今後の学校生活にぜひ活かし

てもらいたいと思っています。   

８月１８日（土） 佐倉警察署長杯中学校野球大会が酒々井町総合公園で開催さ

れ出席、挨拶を行いました。佐倉市・八街市・酒々井町から３年生が引退した新チ

ームとして１６チームが初めての公式戦に挑み、酒々井中学校は３位でした。 

８月２２日（水） タウンカレッジ第７期生の卒業式及び研究発表会が行われ、 

① 印旛沼との関わりという視点でのしすいの歴史 

② 桜で育む酒々井 

③ ボランティア活動 

④ まちおこし しすい観光ルートマップ・ＤＶＤ作成 

という４テーマに沿ってそれぞれ発表がありました。今後はカレッジコースでの学

びを、まちづくりなどに生かしていただきたいと思っています。 

  ８月２５日（土） 印西市文化ホールで、印旛郡市社会教育振興大会が行われ社

会教育委員や青少年相談員、（家庭教育学級）の皆様とともに出席しました。 

最後に、準要保護認定の状況についてですが、新たに２世帯からそれぞれ一人ずつ

児童について申請があり、いずれも認定基準に該当すると認められたため、認定し

ました。これにより、現時点での認定者の総数は、５０世帯、８１人５０世帯、８１人５０世帯、８１人５０世帯、８１人となりました

のでご報告します。 

以上で私からの報告を終わります。 

坪内委員長 

続きまして、各課長から行政報告をお願いいたします。 

赤地こども課長 

  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。 

濱野生涯学習課長 

  会議資料により説明する。 

福田中央公民館長 

  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。 

坪内委員長 

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
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ご意見ご質問ございませんか。 

小山委員  

  はい、委員長 生涯学習課長にお伺いします。学校支援地域本部英語ルーム作成

等含めて活動しているようですが、現在の活動状況をおしえてください。 

濱野生涯学習課長 

 はい、委員長 ８月９日（木）・２２日（水）小学校英語科の教材作りとして、

アルファベットや英単語が書かれたカードを山岸コーデイネーターとボランティ

アの方で教材作りを行いました。 

  全体的には、第１回目の学校支援運営委員会が開催され今後、学校と話合いをし

ながら、山岸コーディネーターを中心に進めて行きたいと思っております。 

小山委員 

 わかりました。 

小山委員 

  はい、委員長 ８月４日（金）５日（土）に開催した、キャンプ教室「勝っタネ！

くんの冒険」の写真が公民館のロビーに展示されていて、こども達がみんな楽しそ

うに写っていましたが、「勝っタネ！くんの冒険」のネーミングが素晴らしいと思

いました。もっと「勝っタネ！くん」のネーミングを活用していただきたいと思い

ます。 

濱野生涯学習課長 

はい、委員長 「勝っタネ！くん」は本佐倉城のマスコットキャラクターですが、

今後、いろいろな行事に活用して行きたいと思います。 

浦壁委員 

  はい、委員長 国際交流派遣事業（オーストラリア）が成功に終わったいうこと

で、一安心しています。来年も応募が多数で抽選になるくらだと質も高くなると思

いますので予算をしっかり取っていたいだきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 来年度も、継続して予算計上してまいります。 

坪内委員長 

  学校教育課長にお聞きします。８月６日（月）の通学路合同点検の結果をおしえ

てください。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 教育委員会、総務課、まちづくり課と前回の合同点検で２３か所

の危険個所のうち、危険度の高い９か所について、再度点検を行いました。点検後、

どこが改善できるかを話し合い、信号機の設置や横断歩道の白線再明示等を佐倉警

察暑へ要望しました。 

坪内委員長 

  ８月２１日（火）交通安全教育モデル事業と通学路合同点検と相関関係はあるの

ですか。 

池田学校教育課長 
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  はい、委員長 今回の交通安全モデル事業につきましては、指導者である教職員

を対象に通学路での自転車の乗り方や歩き方等を、警察、県教育委員会の指導者か

ら指導を受けたものです。 

坪内委員長 

  わかりました。 

小山委員 

  はい、委員長 東條教育長の報告の中に、２１（火）に町のキャラクター選考委

員会を開催してますが、選考の進捗をおしえてください。 

東條教育長 

  はい、委員長 町内、町外、県外から広く応募がありまして、現在、３００件余

りの応募を選考委員会で絞り込みを行っております。その後、町民の皆様、特に小

中学生に投票していただくスケジュールになっております。 

なお、１１月のふるさとまつりにキャラクターを発表し、来年の酒々井インター

開通の時期に着ぐるみがデビューする予定になっております。 

小山委員 

  わかりました。 

坪内委員長 

  中央公民館長にお聞きします。２３日（金）に音響施設改修工事の入札がありま

したが、落札金額はいくらですか。 

福田公民館長  

はい、委員長 税込で２，２５７，５００円です。 

坪内委員長 

  他にご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「酒々井

町生涯学習フェスティバル運営委員会補助金交付要綱の廃止及び酒々井町町民文

化祭運営委員会補助金交付要綱の制定について」お願いします。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 報告第２号 酒々井町生涯学習フェスティバル運営委員会補助金

交付要綱の廃止及び酒々井町町民文化祭運営委員会補助金交付要綱の制定につい

て、でございます。生涯学習フェスティバルにつきましては、平成１７年度から平

成２３年度まで行っておりましたが、平成２４年度から酒々井町町民文化祭として、

名称を改めて開催することといたしました。 

  したがって、酒々井町生涯学習フェスティバル運営委員会補助金交付要綱の廃止

と酒々井町町民文化祭運営委員会補助金交付要綱の制定を同時に行いました。要綱

の内容としては、ほとんど変わりませんが、文言の整理なども併せて行っておりま

す。以上、報告いたします。 

坪内委員長 

報告第２号「酒々井町生涯学習フェスティバル運営委員会補助金交付要綱の廃止

及び酒々井町町民文化祭運営委員会補助金交付要綱の制定について」説明が終わり

ました。ご質問はございませんか。 

坪内委員長 
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  補助金の制度に変わりはなく、文言の整理を行ったわけですね。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 そのとおりです。 

坪内委員長 

  他にご質問はございませんか。なければ議案に入ります。議案第１号「平成２４

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。 

木村プリミエール酒々井館長 

  はい、委員長 議案第１号 平成２４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ご説明いたします。酒々井町立図書館管理運営規則第４条の

規定により、特別整理期間を設けたいので議決を求めるものでございます。 

  期間は、平成２５年１月２９日（火）から２月２日（土）までの５日間で、作業

内容は、例年同様、年１回の蔵書一斉点検と消防訓練を予定しています。 

  半年ごとに作成する図書館カレンダー作成にあたり、早めに周知するため、今回

議案としてご審議いただくこととしております。 

蔵書点検は、雑誌を除くすべての蔵書を１冊ごとにコンピューターのデーターと

照合します。具体的には、図書１冊ごとに貼ってあるバーコードをハンディタイプ

のバーコードリーダーで読み取りコンピューターで照合します。また、書籍、書架

の清掃も併せて行います。 

なお、月曜休館日の、２８日午前中に、毎年実施している消防訓練を、職員・非

常勤職員で行った後、蔵書点検を開始したいと考えております。よろしくお願いた

します。 

坪内委員長 

  議案第１号「平成２４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。ご質問、ご意見はございませんか。 

小山委員 

  はい、委員長 例年、休館時期が受験期と重なっていますが、毎年町民の方から

の意見はないということですから、この期間でよろしいと思います。 

坪内委員長 

  大学の２次試験でもあり、冬場でもあることから、一昨年、昨年と公民館も含め

て学習スペースの提供をお願いしていますが、木村館長、今年度はどうでしょうか。 

木村プリミエール酒々井館長 

  はい、委員長 図書館内には、１６席の閲覧スペースがあり、書籍の閲覧を行う

ところですが、便宜上、自習していただくことは容認しております。 

  臨時休館は、１日だけ土曜日がかかってしまいますが、その他は、平日ですので、

あまり影響はないものと考えております。臨時休館中でもエントランスやホワイエ

に４６席分のテーブルがありますので、学習用として利用していただくことは十分

可能であり、図書館内の１６席の閲覧スペースが利用できなくても受験生の皆さん

にご不便をおかけすることはないと考えます。 

坪内委員長 

他にご質問、ご意見はございませんか。なければ、議案第１号｢平成２４年度酒々
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井町立図書館特別整理期間に係る臨時休館について｣採決をとります。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「平成２４年度９月補正予算（案）について」説明をお

願します。 

 

                                       

 

非公開 議案第２号 平成２４年度９月補正予算（案）について 

 

                                       

 

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    

坪内委員長 

  続いて、次回会議の予定についてお願いします。 

赤地こども課長 

次回の会議予定でございますが、９月２７日木曜日、午後２時から、会場は中央

庁舎３Ｆ会議室、１０月は２４日火曜日、午後２時から会場は西庁舎２Ｆ会議室で

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。 

坪内委員長 

次回会議は、９月２７日の木曜日、午後２時、１０月は２４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    

坪内委員長 

 続きまして、各委員の行事予定をお願いします。 

赤地こども課長 

  （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    

坪内委員長 

  続きまして、その他でございませんか。 

濱野生涯学習課長 

・「第６３回印旛郡市民大会の結果について」  

    （資料で説明）  
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・「酒々井町の昔話について」 

    （資料で説明） 

・「こども１１０番看板作成について」 

  酒々井町ＰТＡ連絡協議会補助金２５万円を受けて、酒々井町ＰТＡ連絡協議会 

 が作成したものです。(１枚当たり ８３３円) 

 

                                       

 

７７７７    閉閉閉閉    会会会会    

坪内委員長 

それでは、以上をもちまして平成２４年度酒々井町教育委員会８月定例会議を 

終了いたします。（午後３時４３分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 主 幹 


