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平成平成平成平成２２２２５５５５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３３３３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３月２６日（水） 

 

開催場所 プリミエール酒々井会議室 

 

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 落合 繁夫 

 

 

出席職員 教 育 次 長 櫻井 照嘉     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 木内 達彦 

    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 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議題 

（１）議 案（公 開） 

  議案第１号 平成２６年度教育施策の策定について 

    

 （２）報 告（公 開） 

   報告第１号 教育行政について 

   報告第２号 平成２５年度３月補正予算の議決について 

   報告第３号 平成２６年度当初予算の議決について 

   報告第４号 学校医の委嘱について 

   報告第５号 酒々井町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定に 

         ついて 

    

４ 次回会議の予定 平成２６年４月２４日（木）午後２時 

          平成２６年５月２３日（金）午後２時 

          平成２６年４月 １日（火）午後３時（臨時会議） 

 

５ 各委員の予定 

 

６ その他 
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７ 閉会時刻 午後２時５７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    

大谷委員長 

  それでは、平成２５年度３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、小山委員にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

大谷委員長 

  本日の議題は議案が１件、報告が５件となります。 

        これより議事に入ります。議案第１号「平成２６年度教育施策の策定について」

事務局から説明をお願いします。 

赤地こども課長 

はい、委員長 １ページをお願いします。議案第１号 平成２６年度教育施策

につきましてご説明いたします。平成２６年度の教育行政に関する基本方針を別添

のとおり作成しましたので、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第１号の規定

により議決を求めるものでございます。 

  ２ページをお願いします。平成２６年度 酒々井町教育施策（案） １酒々井町

総合計画の基本目標 ２ 教育員会の基本理念 ３ページの ３重点施策につき

ましては、昨年度と変わっておりません。次のページをお願いします。平成２６年

度教育施策体系図（案）の訂正をお願いします。主な事業の上から１１行目（４） 

⑤ 町中学生国際交流派遣事業の推進の「町」の部分の削除をお願いします。昨年

度と変わった内容につきましてご説明させていただきます。重点施策 １学校教育

の充実の推進目標（１）学校施設や教育条件の整備充実 昨年度は、学校施設等の

整備充実の表現でしたが今回、標記の内容に改正させていただきたいと思います。

次に同じマスの中にあります（５）安全・安心な教育環境の整備 昨年度は教育条

件の整備でしたが、このように改正させていただきたいと思います。右側の主な事

業につきましては２月２０日（木）の定例会議終了後、放課後懇談会で各担当から

ご説明したとおりでございます。以上です。 

大谷委員長 
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 議案第１号「平成２６年度教育施策の策定について」説明が終了しました。ご意

見、ご質問はございませんか。 

小山委員 

  はい、委員長 町中学生国際交流派遣事業の推進の町を削除した理由はなんです

か。 

赤地こども課長 

  はい、委員長 中学校は、町内１校しかないので、あえて町はいらないという事

で、削除しました。 

大谷委員長 

  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１号「平成２６年度教育施策の策定について」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「教育行政について」事務局から説明願います。はじめ

に落合教育長からお願いします。 

落合教育長 

  はい、委員長 私からは、前回２月２０日（木）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。 

  ２月２４日（月）酒々井町教育委員会教育功労者表彰式が西庁舎会議室で開催さ

れ、教育委員の皆様と出席しました。永年にわたり生涯スポーツ・社会教育に貢献

された８名の教育功労者の方々、小中学校の体育活動に優秀な成績を残された６名

の児童生徒の皆様に、教育奨励賞を贈呈いたしました。 

  ３月１日（土）東京学館高等学校の卒業式が行われ、町長とともに出席しました。

３５４名の卒業生が巣立っていきました。そのうち６７名の生徒が、皆勤賞や精勤

賞を受賞し、充実した高校生活であったことを伺い知ることができました。酒々井

中学校出身の山内一輝さんが、卒業生総代として、卒業証書の授与を受け、同じく

酒々井中学校出身で、高校で生徒会長を務めた久末叶子さんが、答辞を立派に読ま

れました。 

  ３月３日（月）から１３日までを会期として町３月議会定例会が開かれました。

平成２５年度一般会計補正予算、及び 平成２６年度一般会計予算など、合計２６

議案について審議し、すべての議案が原案とおり可決されました。 

私からは教育委員会制度改革についての質問に対し、「国会の動向を注視すると

もに、法案成立後は適切に対応していく」旨の答弁をいたしました。詳しくは、後

ほど各課から報告させていただきます。 

３月１１日（火）酒々井中学校で、１４日（金）には酒々井小・大室台小で卒業

式が行われ、町長・議長他多くの来賓の方々、教育委員の皆様に御出席をいただき

ました。３校とも厳粛な雰囲気の中に、工夫を凝らし、児童生徒一人ひとりを大切

にした心温る卒業式となりました。卒業生が、走馬燈のように流れ出るであろう思

い出に、感極まって卒業生が流す涙が、在校生の涙を誘い、保護者や来賓の方々も
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ハンカチを手にされていました。 

３月１７日（月）ライオンズクラブ会長大木保夫様をはじめ代表の方３名が来庁

され、ランドセルカバーを寄贈していただきました。 

３月１８日（火）には、酒々井町青樹堂卒業証書・修了証書授与式が行われ、１

２名の方が青樹堂師範塾を卒業され、２１名の方がしすい青樹堂を修了されまし

た。 

「長いようで、あっという間の数ヶ月でした。久々の講義で勉強を続けて行く必要

性を感じました。師範塾で学んだ知識を町民に還元しながら、自分自身も成長して

いきたいと思いました。」師範塾で学ばれた方の感想です。 

３月２０日（木）文化財審議会及び社会教育委員会会議が開催され、台風２６号

による史跡の被害状況の報告や、質疑・協議がありました。 

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 

  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。 

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。 

小山委員 

  はい、委員長 学校教育課にお聞きします。毎年、藤本育英会から寄贈を受けて

いますが、今年は何を寄贈していただいたのでしょうか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 今年も中学校に楽器を寄贈していただきました。 

浦壁職務代理 

  はい、委員長 学校教育課にお伺いします。私たち教育委員も小中学校の卒業式

に参列させていただきました。中学校で２名進路が決まっていないことの紹介があ

りましたがその後、進路は決まったのでしょうか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 佐倉東校（定時制）と東京学館校に決まりました。 
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坪内委員 

  はい、委員長 生涯学習課長にお聞きします。３月１７日（月）に行われた酒々

井町学校支援地域本部運営委員会の内容をもう少し詳しくおしえてください。取組

や進め方などをおしえてください。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 学校支援地域本部につきましては、今年度、酒々井小学校、酒々

井中学校も開設され、昨年度からスタートした大室台小学校を含め３校ではじまり

ました。小学校に関しまして、大室台小学校は英語の教材、ミシンの学習、ビオト

ープの管理等幅広く授業のお手伝いをしております。酒々井小学校につきましても

遅ればせながら同様な形で進んでおります。中学校に関しましては、小学校と異な

り部活動関係を中心に進めております。なかなかボランティアの方が集まらないた

め苦労しております。また、中心になるコーディネーターの方が体調不良のため、

活動が中断して足踏みをしている状況です。取組んで１年目、２年目で今後も手さ

ぐり状態でありますが、積極的に進めてまいりたいと思っております。 

浦壁職務代理 

  はい、委員長 中央公民館にお伺いいたします。今年度、青樹堂師範塾がスター

トして、師範塾の方の感想がいくつも上がってきておりますが、たずさわって１年

がちょうどいい期間だったのかもう少し長い方がよかったのかということと、学ん

だことを役立てて町に貢献するという大きな目標がありました。今、どのように動

き出しているのか、動き出そうとしているのかおしえてください。 

福田中央公民館長 

  はい、委員長 師範塾につきましては、今年度１２名の方が参加をいたしました。

そのうち６名の方がカレッジコースの卒業生で、あとの６名の方がレポートを提出

して総長に認められて、初めて参加された方たちです。期間が短いと感じた方は、

レポートを提出され方だと思われます。カレッジコースの卒業生はカッレジで２年

ないし、３年やっています。レポートを出された方は１年なので短い感想を持たれ

たのだと思います。 

  師範塾につきましては、３つの資格が取得できます。３月１８日（火）青樹堂師

範塾の卒業式の日に総長の（聖徳大学名誉教授）福留先生から地域アニメーター認

定の授与が同時に行われました。それ以外にもまちづくりコーディネーター、旅の

おもてなしプロデューサーの３つの資格がとれます。地域アニメーターにつきまし

ては全員が受講しておりまして申請をすれば全員がいただけます。まちづくりコー

ディネーターにつきましては、レポートの提出義務があり、レポートが認められれ

ば資格が取得できます。旅のおもてなしプロデューサーについても同じです。それ

ぞれ認定料がかかり自己負担になります。現時点で地域アニメーターとまちづくり

コーディネーターは１２名全員、旅のおもてなしプロデューサーは８名が取得した

と聞いております。 

  今後の展開としましては、住民協働課が公民館内にまちづくり研究所を設立して

おります。こちらも聖徳大学のご協力をいただきまして、福留先生が所長を務めら

れています。師範塾の卒業生も全員研究員として町内、町外を含めてまちづくりに
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ご活躍されると思います。今後の方向性などは、具体的に決まっておりません。 

浦壁職務代理 

  はい、委員長 ありがとうございました。これから楽しみにしております。 

坪内委員 

  はい、委員長 給食センターにお聞きします。給食センターの屋根タイルの工事

費はどの位かかりましたか。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 仮設足場、防水工事、タイル工事で総額２，６０４，０００円で

す。 

小山委員 

  はい、委員長 生涯学習課にお伺いします。２月２２日（土）に行われた住民協

働課主催の本佐倉城跡見学会の参加者は何名位でしたか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 約５０名参加されました。 

小山委員 

  はい、委員長 本佐倉城跡は歴史のあるところで、秋にもボランティア主催の史

跡ウォーキングがありました。このような催しに子どもたちがたくさん参加できな

いのかなと思います。小中学生が参加することにより、しすいの歴史に興味を持っ

てもらえるかなと思うのですがいかがでしょうか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 今後、努力したいと思います。 

落合教育長 

  はい、委員長 町長からも、子どもたちによるおもてなしということを研究する

ように言われております。もてなすためには、知識がなければできないわけで、お

もてなしの学習が始まれば、このような本佐倉城跡などの見学会に参加して勉強す

る。自分が学ぶということを、それを人に伝えるために学び方をするという一つの

方法もあるのかなと思います。これらも含めて研究してまいります。 

大谷委員長 

  先程、庁舎の玄関前で自転車屋さんが、災害用の電動アシスト自転車を下してい

ました。町部局から小中学にも配布されるということですが、使用していないと電

池がなくなるそうですので、普段から活用を小中学校に促してください。 

櫻井教育次長 

  はい、委員長 今回、非常時の連絡用に電動アシスト自転車を配布しましたが、

委員長がお話されたとおり、普段から利用するよう小中学校に申し伝えます。 

大谷委員長 

  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「平成２５

年度３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 １０ページをお願いします。報告第２号 平成２５年度３月補正

予算の議決につきまして、平成２５年度一般会計の３月補正予算について、３月定
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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。補正の内容につき

ましては、２月２０日（木）の定例教育委員会会議の第１号議案で各課から説明さ

せていただいたとおりです。総額が１２，５５５千円の減額補正になります。主な

内容につきましては、年度末を迎えまして不用額の減額です。以上です。 

大谷委員長 

  報告第２号「平成２５年度３月補正予算の議決について」の説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございませんか。 

なければ議事を進めます。報告第３号「平成２６年度当初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 １１ページをお願いします。報告第３号 平成２６年度当初予算

の議決につきまして、平成２６年度一般会計の当初予算について、３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。予算の内容につきましては、

２月２０日（木）の定例教育委員会会議の第２号議案で各課から説明させていただ

いたとおりです。総額で８３５，３７６千円 対前年度比較しますと１８，２５２

千円の減額となります。以上です。 

大谷委員長 

  報告第３号「平成２６年度当初予算の議決について」の説明が終わりました。 

  ご質問、ご意見はございませんか。なければ議事を進めます。報告第４号「学校

医の委嘱について」お願いします。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 １２ページをお願いします。報告第４号 学校医の委嘱につきま

して、酒々井町立小学校及び中学校管理規則第５条により、下記の者を学校医とし

て委嘱したので報告します。学校名 大室台小学校、職 学校医、氏名 前田幸輝、

任期 平成２７年３月３１日までです。以上です。 

大谷委員長 

  報告第４号「学校医の委嘱について」の説明が終わりました。 

  ご質問、ご意見はございませんか。 

小山委員 

  はい、委員長 今回、お父さんに替って息子さんに委嘱したのですね。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 そのとおりです。 

大谷委員長 

  他にございませんか。なければ議事を進めます。報告第５号「酒々井町青少年問

題協議会条例の一部を改正する条例の制定について」お願いします。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 報告第５号 酒々井町青少年問題協議会条例の一部を改正する条

例の制定につきまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ため関係法律の整備に関する法律（平成２５年法律第４４号）の施行により、青少

年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）の一部が改正され、会長及び委員の任
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命基準を地方公共団体が条例で定めることとされたことに伴い、酒々井町青少年問

題協議会条例の一部を改正しましたので報告します。 

大谷委員長 

報告第５号「酒々井町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定につい

て」説明が終わりました。 

ご意見、ご質問等ございませんか。 

ないようでしたら、報告案件は以上で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    

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、４月２４日木曜日、午後２時から、会場は西庁

舎２階会議室、５月は２３日木曜日、午後２時から会場は西庁舎２階会議室、４月

臨時会議を４月１日（火）午後３時から、会場は西２階会議室、議案につきまして

は、委員長及び委員長職務代理者の選出で事務局はこども課だけで対応したいと思

います。以上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、４月２４日の木曜日、午後２時、５月は２３日金曜日、午後２時に

また、４月１日（火）午後３時から、臨時会議を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。 
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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２５年度酒々井町教育委員会３月定例会議を 

終了いたします。（午後２時５７分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長  

 

 

 

      委 員  

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員  

こ ど も 課 主 幹 


