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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１１１１２２２２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１２月２０日（木） 

 

開催場所 役場西庁舎２階会議室 

 

出席委員 委 員 長 大谷 文男    委 員 長 職 務 代 理 者 浦壁 京子 

     委 員 小山 優子    委 員 坪内 東公 

     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 平成２４年度１２月補正予算の議決について 

 

 （２）議 案（公開） 

   議案第１号 酒々井町登録有形文化財の新規登録について 

 

４ 次回会議の予定 平成２４年１月２３日（水）午後２時 

          平成２５年２月２２日（金）午後２時 

 

５ 各委員の予定 

 

６ その他 

 

７ 閉会時刻 午後３時８分 



 2

 

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    

大谷委員長 

  それでは、平成２４年度１２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    

大谷委員長 

本日の会議録署名委員は、浦壁職務代理にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

大谷委員長 

  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１件となります。 

        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１１月２７日に開催された定例会議

以降の、対外的な行事を中心にご報告いたします。 

  １２月４日（火）町定例１２月議会が開会し、１５議案が上程されました。 

午後には人権セミナーが中央公民館で行われ、毎日小学生新聞編集長の森忠彦氏に

より、「震災日記・津波に負けない『岩手県大沢小学校の子どもたちの奇跡』」と

題して講演が行われました。 

  １２月５日（水）、印旛教育会館において「教育長・校長合同会議」が開催され、

北総教育事務所から、年度末人事異動についての説明や、教職員の不祥事根絶につ

いての指導等がありました。 

１２月１２日（水）・１３日（木）の両日、 町議会一般質問が行われました、 

教育に関しては、いじめ問題、通学路の安心・安全対策を始め、就学支援の状況、

中学生議会で質問のあった小中学校のカーテン等の取り替え、プリミエール酒々井

の駐車場対策、軽食提供、給食センター残滓の堆肥化、町体育館建設などについて

質疑が行われました。なお、最終日１３日本会議で、全議案が原案どおり可決され

ました。 

簡単ですが、私からは以上です。 

大谷委員長 

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 
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  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。 

大谷委員長 

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せんか。 

  私から質問させていただきます。プリミエール酒々井木村館長にお聞きします。 

  駐車場の工事を施工していますが、現在も駐車場は満車状態なのでしょうか。 

木村プリミエール酒々井館長 

  はい、委員長 昨日、行われました昭苑幼稚園のクリスマス会は、隣の野球場を

借りていただき、交通整理員も出ていただいたので、混雑はありませんでした。ま

た、映画会等については役場駐車場を利用していただいており、個人の発表会等に

ついては、人数が少ないため駐車場が満車になることはありませんでした。 

  なお、駐車場の工事につきましては工期が２月までございますが、業者には１月

中に完了するようにお願いしてあります。 

大谷委員長  

  ありがとうございました。 

浦壁職務代理 

  はい、委員長 中央公民館長にお聞きします。町民文化祭の反省会で、展示部門

の参観者が少ない、期間の問題、足の問題等が出たようですが、具体的に期間の問

題、足の問題はどのように提起されていたのでしょうか。 

福田公民館長 

  はい、委員長 期間については、短いという人、長いという人、半々位でした。

短いという人は、平日は来られない人がいるので、期間を長くとって平日はやらず

に土日だけ開催すればいいのではという意見、逆に長いという人は、だらだらやっ

ていても人が集まらないという相反する意見で、結局結論は出ませんでした。 

  足の問題につきましては、参観者が少ないという意見があった方（アンケートに

も有）から参加者も参観者も高齢化していて、見に行きたくても行けないと言うこ

とで、ふれ愛タクシーや町バスを利用する話も出ましたが、公民館だけあるいは教

育委員会単独で進める話ではないということでこれも難しいということになりま

した。 

  展示の話は、先程お話したとおり高齢化していてパネルの設置は厳しいというこ
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とで、例年５月からスタートする会議を来年は２月から第１回目の会議をスタート

させて、いろいろ意見を出しあい、知恵をだしあって来年の文化祭までにより良い

方法を見出そうといことになりました。 

  参観者が少ないのは大半が展示部門からとプリミエールからは、舞台部門からあ

りました。舞台部門では、１日演歌だけとか、１日吟詠だとかで参加者以外は来な

いんじゃないか、他の所の舞台では、１日の中でいろいろな出し物をやっていて、

そうしないとお客さんは来ないのではとの意見もありましたが反面、出演できなく

なる人も出てくるという意見もありました。これも結論は出ませんでした。 

浦壁職務代理 

  はい、委員長 詳しくご説明ありがとうございました。私も参加したものとして

アンケートに答えさせていただきました。やはり、若い人が参加者にも参観者にも

いないことが一つの弱点だなと思いました。その辺のところの掘り起こしに是非、

力を入れていただきたいなと思いました。 

小山委員 

  はい、委員長 生涯学習課にお聞きします。１２月５日（水）学校支援コーディ

ネーター研修講座で視察した学校は、軌道に乗っている学校を視察したのでしょう

かそれと酒々井の現状はどのようになっているのでしょうか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 １２月５日（水）の学校支援コーディネーター研修講座につきま

しては、四街道市立八木原小学校の学校支援の様子を担当者が視察したものです。

年間の活動やボランティア活動の様子等の説明を受けました。 

  八木原小学校ではボランティアによる学校支援活動を１０年ほど行ってきてお

り、学校教育活動において学校が支援を受けることと同時にボランティアにとって

の居場所作りにもなっており、継続的にボランティアが活動する基礎ができている

ことがわかりました。 

  酒々井町の状況は今年、大室台小学校に学校支援地域本部を立ち上げました。７

月に支援運営委員会を設置すると同時に学校支援コーディネーターとして、元校長

の山岸文雄さんに就任していただきました。地域ルームも７月に設置しております。

９月には英語ルームの環境整備を行ったり、１２月号にも学校支援地域本部活動と

して掲載されていますがミシンの授業を行ったり等、具体的なことを実施しており

ます。また、職場体験事業所の開拓、図書館整備や読み聞かせ、農業体験、学校行

事支援、登下校の見守りなどに取り組んでいるところです。 

  なお、来年度につきましては、酒々井小学校及び酒々井中学校に学校支援地域本

部を立ち上げるといことで予算を組んでおります。 

小山委員 

 はい、委員長 酒々井小学校、酒々井中学校については、まだ、踏み出してはい

ないのですね。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 来年度予算ですので、来年４月以降から取組みまして活動でき

る状況になります。 
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小山委員 

  はい、委員長 予算がつかないと進まないのですか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 すでに事前準備として先生方とは話し合いを行っております。 

小山委員 

  はい、委員長 早く立ち上げて、軌道に乗れたならいいなと思います。よろしく

お願いします。 

坪内委員 

  はい、委員長 学校教育課長にお伺いします。１２月７日（金）の外国語活動小・

中連携推進会議の内容と保育園の英語活動との関連性をおしえてください。また、

中央保育園、岩橋保育園は英語活動を参観させていただきましが、小中学校も参観

させていただきたい。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 外国語活動小・中連携推進会議につきましては、各学校の取り組

んでいる状況を話し合いました。保育園につきましては、６月から中央保育園、岩

橋保育園が英語活動を開始しました。当初は県内でも実践例が少ないことから戸惑

ったところもありましたが、何回かやっていく中で園児たちもなれきましてスムー

ズに体を使って一緒にできるようになりました。現在は、こどもたちも楽しみにし

ていることを聞いており、今後も継続してまいります。時間につきましては、３歳、

４歳、５歳児ですので１５分単位で行っているところです。また、小中学校につき

ましては各学校、来年度に向けて計画を立てているところでありまして、こちらも

引き続き行ってまいります。保小中連携も含めて進めてまいります。 

委員の皆様にも是非、時間を調整していただき、小中学校の英語活動の状況を見

ていただきたいと思います。 

坪内委員 

  はい、委員長 ３学期にお願いします。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 調整をします。 

大谷委員長 

  他にご質問、ご意見はございませんか。 

大谷委員長 

  なければ議事を進行します。報告第２号「平成２４年度１２月補正予算の議決に

ついて」お願いします 

赤地こども課長 

  はい、委員長 報告第２号 平成２４年度１２月補正予算の議決について、でご

ざいます。平成２４年度一般会計の１２月補正予算について、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。 

  なお、補正予算の内容につきましては、前回１１月２７日定例会議の議案で説明

させていただきました。総額が２０，５９８千円の増額補正で、主な内容につきま

しては、各小学校の施設改修工事、全国生涯学習まちづくり研究大会参加費、電気
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料金の値上げに伴う電気料金の増額です。以上でございます。 

大谷委員長 

  報告第２号「平成２４年度１２月補正予算の議決について」説明が終わりました。

ご質問、ご意見はございませんか。 

大谷委員長 

  なければ議事を進行します。議案第１号「酒々井町登録有形文化財の新規登録に

ついて」説明をお願いします。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 ９ページをお願いします。議案第１号 酒々井町登録有形文化財

の新規登録につきましてご説明いたします。酒々井町文化財保護に関する条例（昭

和４２年条例第１５号）第１９条の規定により下記の物件を酒々井町登録有形文化

財として登録するため、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第１７号の規定に

により議決を求めるものです。 

  酒々井町登録有形文化財の登録につきましては、平成２４年３月の酒々井町文化

財保護に関する条例の改正により、これまでの町指定文化財に加え、教育委員会は、

町指定文化財以外の有形文化財で建造物であるもののうち、その文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用のための措置が必要とされるものを文化財登録原簿に

登録することができる、としております。本件につきましては、この条例改正後、

最初の登録有形文化財の登録となります。 

  登録件数は、表にありますように、２件です。 

  １件目は、島田長右衛門家、員数は、店舗兼住宅１棟、所有者は、島田龍一さん、

所在は、酒々井町酒々井１５８８－１です。 

  ２件目は、島田政五郎家、員数は、店舗兼住宅１棟、所有者は島田徳雄さん、所

在は、酒々井町酒々井１５８８－２です。 

  この登録につきまして、教育委員会で承認いただきますと、文化財登録原簿に登

録することとなります。この登録により、酒々井町文化財保護に関する条例第３０

条第３項に記されております、町登録有形文化財周辺の良好な環境を保全するため、

所有者等の同意を得て環境整備を行うことができるものです。今後、行う環境整備

としては、道路沿いにある塀を取り壊して、歩道整備を行うこととしています。以

上でございます。 

大谷委員長 

  議案第１号「酒々井町登録有形文化財の新規登録について」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 この２件を登録する理由はなんですか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 島田家は明治１０年前後の建物で、登録対象は建築後５０年以上

の家屋が登録可能で所有者の登録届が出されて教育委員会で承認します。すでに登

録届が出されており、明治初期、建築後約１３５年経っていることなどから保存し

たいといことです。 
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小山委員 

  はい、委員長 登録されても住むことは可能なのですか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 住むことは可能です。主旨はなるべく保存していくことで、指定

文化財ですとかなり規制があり、小規模な補修でも届出が必要ですが、登録有形文

化財の登録ですと建物全体の四分の一未満であれば、届出も必要なく補修等が可能

です。指定文化財よりゆるやかな形で保存していく制度となっています。また、メ

リットとしましては、補修等の経費を自治体が補助する、固定資産税の減免などが

ございます。 

小山委員 

  ありがとうございました。 

坪内委員長 

  はい、委員長 島田家を登録し、道路沿いの塀を取り壊して歩道整備をおこなう

ということですが、町長が話していた交通安全との相関関係はあるのですか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 そのとおりでございます。登録有形文化財として登録し、ブロッ

ク塀等の物件補償とか環境整備として、歴史的景観に配慮した歩道帯を設けるなど

通学路の安全面にも配慮した整備も行うという面も持っております。 

坪内委員長 

  はい、委員長 島田家２件について、相関関係、歴史的背景をおしえてください。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 島田家は、野馬込場として馬の生産を担っている元締めが昔から

住んでいました。その後、明治１０年前後に現在の建物が建てられ、島田政五郎家

は、灯油の製造を行っていた場所、島田長右衛門家は、呉服を取扱っていた場所と

して、歴史的価値があるということで登録するものです。 

坪内委員 

  はい、委員長 島田龍一さんと島田徳雄さんの関係は。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 島田龍一さんと島田徳雄さんは、現在の所有者で、島田長右衛門

家が本家で島田政五郎家が分家でございます。島田長右衛門家、島田政五郎家の名

称は明治初期の家の名前です。 

坪内委員長 

  ありがとうございました。 

大谷委員長 

  他にご質問はございませんか。なければ私から、資料の写真ではよくわかりませ

んが、島田長右衛門家の向こう側に細谷さんの古い建物がありますが、歩道の整備

にあっては、そのあたりの整備も必要になってくるのではないでしょうか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 確かに角に２軒、家屋がございます。この個所は、文化財事業で

はなく、役場方面から道路事業として改良する計画がありますので、そちらで対応



 8

する予定であります。 

坪内委員長 

  道路事業の計画は進んでいるのですか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 詳しくはわかりませんが、道路事業としての計画は進んでいます。 

坪内委員長 

  わかりました。 

大谷委員長 

  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「酒々井町登録有

形文化財の新規登録について」採決をとります。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全員賛成） 

  全員賛成ですので、原案とおり可決されました。 

 

                                       

 

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    

大谷委員長 

  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、１月２３日水曜日、午後２時から、会場は西庁

舎２Ｆ会議室、２月は２２日金曜日、午後２時から会場はプリミエール酒々井会議

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。 

大谷委員長 

次回会議は、１月２３日の水曜日、午後２時、２月は２２日金曜日、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    

大谷委員長 

 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    

大谷委員長 

  続きまして、その他でございませんか。 

濱野生涯学習課長 
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・「酒々井町の昔話について」 

    （資料で説明） 

大谷委員長 

  他にございますか。 

小山委員 

  はい、委員長 学校教育課にお伺いします。先月中旬の新聞に国際学力テストの

記事があり、学習意欲は上がってきているが、保護者の学習への関心が低いとのこ

とでした。酒々井は傾向としてどうなんでしょうか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 保護者の学習への関心の高い人はおりますので、学力については

酒々井町の重点的なこととして、意欲を向上させていくこを定着させていくことが

重要なことですので学校をとおして進めてまいります。 

小山委員 

  はい、委員長 よろしくお願いします。 

坪内委員 

  はい、委員長 小中学校のエアコン設置工事の完了検査が１２月２７日（木）に

行われるようですが、３学期から使用できるのか、２７日以降使用できるのか、お

しえてください。 

赤地こども課長 

  はい、委員長 ２７日に完了検査終了後、エアコンが町に引き渡されますので引

き渡し後は、各学校での使用が可能になります。 

                                       

 

７７７７    閉閉閉閉    会会会会    

大谷委員長 

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１２月定例会議を 

終了いたします。（午後３時８分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長  

 

 

 

      委 員  

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員  

こ ど も 課 主 幹 


