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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５５５５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５月２３日（金） 

 

開催場所 役場西庁舎２階会議室 

 

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 坪内 東公    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 

     学校教育課副主幹 岩井 たま子   生 涯 学 習 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（書記） 藤﨑 裕 

 

１ 開会時刻 午後２時０３分 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議題 

（１）議 案（公 開）  

  議案第１号 酒々井町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を 

改正する規則の制定について 

  議案第２号 教職員の特色ある教育活動プランに係る審査について 

  議案第３号 酒々井町心身障害児就学指導委員会委員の委嘱について 

  議案第４号 酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について 

  議案第５号 酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

   

（２）議 案（非公開） 

  議案第６号 平成２６年度６月補正予算（案）について 

 

（３）報 告（公 開） 

  報告第１号 教育行政について 

  報告第２号 酒々井町青少年問題協議会委員の委嘱について 

報告第３号 酒々井町学校支援地域本部支援運営委員会委員の委嘱について 

  報告第４号 酒々井町学校支援地域本部学校支援コーディネーターの委嘱に 

        ついて 

 

４ 次回会議の予定 ６月２５日（水）午後３時 

      ７月２３日（水）午後２時 
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５ 各委員の予定 

 

６ その他 

 

７ 閉会時刻 午後３時２０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    

浦壁委員長 

  それでは、平成２６年度酒々井町教育委員会５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、坪内委員にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

浦壁委員長 

  本日の議題は議案が６件、報告が４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６号「平成２６年度６月補正予算（案）について」は、町議会に対する意

見の申し出に関する案件であり、６月町議会に上程前の補正予算（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６号は非公開といたします。 

        これより議事に入ります。議案第１号「酒々井町私立幼稚園就園奨励費補助金

交付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。 

河合こども課長 

はい、委員長 議案第１号 酒々井町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一

部を改正する規則の制定につきまして、ご説明します。酒々井町立幼稚園就園奨励

費補助金交付規則の一部を改正する規則を次のように制定したいので、酒々井町教

育委員会行政組織規則第７条第２号の規定により議決を求めるものでございます。 

平成２６年度の私立幼稚園奨励費補助金交付規則の変更の趣旨は、国において、

低所得世帯と多子世帯の保護者負担を軽減するため第２子の保護者負担を半額に
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したうえで第２子以降の所得制限も撤廃することに、国の基準が改正されましたの

で、町もそれに合わせて一部改正するものでございます。５ページからの新旧対照

表でご説明いたします。左が現行の規則で、右が改正案でございます。６ページを

ご覧ください。表の（第１子）（第２子）（第３子以降）小学校１年生から３年生に

兄か姉がいない世帯です。その隣の（第２子）（第３子以降）は、小学校１年生か

ら３年生に兄か姉がいる世帯です。改正箇所は、右の改正案の金額のしたに線のあ

る箇所でございます。 

生活保護を受けている世帯につきましては、第１子から第３子以降まで全て３０

万８千円になります。次に、市町村民税が非課税と市町村民税の所得割が非課税の

世帯で小学校１年生から３年生までに兄・姉が１人いる第２子について、２２万６

千円から２５万３千円に、その次に市町村民税の所得割課税額が３４，５００円

云々とありますが、年収で約３６０万円までの世帯になります。その世帯の第２子

が１６万３千円から２１万１千円に、その次に市町村民税の所得割課税額が１７１，

６００円云々とありますが、年収で約６８０万円までの世帯になります。その世帯

の第２子が１１万４千円から１８万５千円に、最後の上記の区分以外の世帯では、

小学校１年生から３年生までの兄・姉がいない世帯と兄・姉がいない世帯と兄・姉

がいる世帯の第２子について現行では補助がなかったものが第２子以降は所得制

限をなくして１５万４千円の補助を行うとするものです。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第１号「酒々井町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する規

則の制定について」説明が終了いたしました。 

  何かご質問、ご意見はございませんか。 

小山職務代理 

  はい、委員長 この改正は、国が見直しをしたからですか。 

河合こども課長 

  はい、委員長 そのとおりでございます。国の基準が改正されたことにより、町

も同じ改正を行うものです。 

浦壁委員長 

予算の関係もあるのでしょうが、何名位該当者がいるのでしょうか。 

河合こども課長 

  はい、委員長 当初予算には、改正分は計上しておりませんので、補正予算で対

応します。該当者は３００名位です。 

浦壁委員長 

  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「酒々井町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する

規則の制定について」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、原案とおり可決されました。 

  続きまして議案第２号「教職員の特色ある教育活動プランに係る審査について」

説明をお願いします。 
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岩井学校教育課副主幹 

  はい、委員長 議案第２号 教職員の特色ある教育活動プランに係る審査につき

ましてご説明します。教職員の特色ある教育活動支援事業に係る実施要項第５条に

基づき、応募のあった個人または団体に対して、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、別添の者を本事業の該当者として認定を求めるもの

です。５月１７日（金）に各小学校からのプレゼンをしていただき、審査の結果は

お手持ちの資料となりましたので、報告させていただきます。 

第１席は、大室台小学校 大江 剛先生の提案していただいた「算数の楽しさを

味わいながら、知識・技能を身に付け、活用できる子どもの育成」の研究です。 

第２席は、酒々井小学校 吉田 正先生の提案していただいた「意欲的に取り組

む体育学習」の研究です。 

同じく第２席は、酒々井中学校 武田 直己先生が提案していただいた「ＩＣＴ

の活用による生徒の主体的な学習活動の促進」についての研究です。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第２号「教職員の特色ある教育活動プランに係る審査について」説明が終了

しました。 

  何かご質問、ご意見はございませんか。 

坪内委員 

  はい、委員長 今回は生徒達への情報手段を提案されておりますが、今後は先生

自身の研究のための教育活動プランが提案できるよう門戸を広げていただくよう

お願いします。 

浦壁委員長 

  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２号「教職員の特色ある教育活動プランに係る審査について」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「酒々井町心身障害児就学指導委員会委員の委嘱につい

て」説明をお願いします。 

岩井学校教育課副主幹 

  はい、委員長 議案第３号 酒々井町心身障害児就学指導委員会委員の委嘱につ

きましてご説明します。酒々井町心身障害児就学指導委員会規則第３条の規定によ

り、下記の者を酒々井町心身障害児指導委員会酒々井町心身障害児就学指導委員会

委員として委嘱したいので、酒々井町教育員会行政組織規則第７条第１２号の規定

により議決を求めるものでございます。 

  なお、昨年度新たに２年間の委嘱をしましたので、今年度は教職員の人事異動に

伴い平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの残任期間となります。 

浦壁委員長 

  議案第３号「酒々井町心身障害児就学指導委員会委員の委嘱について」説明が終

了しました。 
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  何かご質問、ご意見はございませんか。 

坪内委員 

  はい、委員長 先生方の役割分担はあるのですか。 

岩井学校教育課副主幹 

  はい、委員長 酒々井小学校の平澤先生が知的、大室台小学校の折原先生が情緒、

同じく小川先生がことばをそれぞれ担当されています。 

浦壁委員長 

  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３号「酒々井町心身障害児就学指導委員会委員の委嘱について」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。 

  続きまして議案第４号「酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について」事務局

の説明をお願いします。 

木内公民館館長 

  はい、委員長 議案第４号 酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱につきまして

ご説明します。酒々井町立公民館運営審議会委員のうち、酒々井町ＰТＡ連絡協議

会推薦委員（社会教育関係）の退任により変更があり、各関係期間より下記の者が

選出されましたので、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第１２号の規定によ

り議決を求めるものでございます。区分は社会教育関係で金塚学さん 酒々井町Ｐ

ТＡ連絡協議会会長です。任期につきましては、平成２６年４月１日から平成２６

年９月３０までの前委員の残任期間です。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第４号「酒々井町公民館運営審議会委員の委嘱について」説明が終了しまし

た。 

  何かご質問、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４号「酒々井町公民館運営審

議会委員の委嘱について」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、議案第５号「酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて」事務局の説明をお願います。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 議案第５号酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱につき

ましてご説明します。酒々井町学校給食センター運営委員会委員に１名の欠員が生

じたことから、酒々井町学校給食センター設置条例第５条第２項の規定により、下

記の者を酒々井町学校給食センター運営委員として委嘱したいので、酒々井町教育

委員会行政組織規則第７条第１２号の規定により議決を求めるものでございます。

大室台小学校ＰТＡ会長の人事異動により金塚学さんに、委嘱するものです。 

  なお、任期につきましては、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで
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の前任者の残任期間です。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第５号「酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」説明が

終了しました。 

  何かご質問、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５号「酒々井町学校給食セン

ター運営委員会委員の委嘱について」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、議案第６号「平成２６年度６月補正予算（案）について」事務局の

説明をお願います。 

 

                                       

    

非公開 平成２６年度６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 それでは、私から、前回４月２４日に開催されました定例会議以降、

今回の会議までの、主な行事等について、報告いたします。 

  ４月２４日に、鎌田行平氏による人権に関する研修会があり、教育委員の皆様と

参加しました。テーマは「教育における人権課題の現状」グローバリゼーションと

産業構造の変化によって、格差が拡大しているという現状と教育の役割についての

講話でした。 

  ５月８日に、大室台小学校で行われた保小中連携推進協議会の全体会講師の麻布

教育研究所長 村瀬公胤（むらせ まさつぐ）氏も鎌田氏と同様の時代認識の下、

知識基盤型社会における教員は、学び続ける専門職でなくてはならないと話されま

した。（小学校の授業を参観した上で、子どものことを小中の先生に保育園の園長

も加えて専門的に話し合う、大変実りの多い会でした。） 

  前後しますが、５月１日には大室台小 学校支援地域本部運営委員会議が開かれ

ました。酒々井小学校と酒々井中学校においてもまもなく実施されます。 

 ５月６日には浦安市民の方を招いて「酒々井米」田植え体験が、地域の方々のご

協力で実施されました。やや、肌寒い日でしたが、田の感触を楽しんでいただくと

ともに、楽しく交流ができたと思います。 

 ５月１４日には中央公民館で、しすい青樹堂１期生の進級式が、町長・福留教授

参列のもと、行われました。 
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  ５月１６日には特色ある教育活動審査会が行われ、教育委員の皆様と審査を行い

ました。 

  ５月１８日には、佐倉の岩名運動場で、わんぱく相撲が行われ、酒々井小学校の

子どもたちが参加しました。酒々井小は去年からの参加ですが、個人戦の小学５年

生が優勝と３位、４年生が４位、団体戦が４位というすばらしい成績でした。 

  ５月２０日には、第一部会小学校陸上競技大会があり、酒々井町の小学生が大活

躍し、総勢で１６名が郡大会への参加を決めました。 

  私からは以上です。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。 

岩井学校教育課副主幹 

  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、何か

ご意見ご質問ございますか。 

小山職務代理 

はい、委員長 生涯学習課にお聞きします。土曜塾について、どのような内容か

おしえてください。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 土曜塾につきましては、小学校５・６年生を対象として公民館に

慣れ親しんでもらうとか、自ら学習していく子どもを育てるなどを目的として開催

しているものです。国の補助金を受けて運営しております。 

小山職務代理 

  はい、委員長 月に何回位開催しているのですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 年間２０回程度の開催を予定しております。 

浦壁委員長 

  こども青樹堂は、プリントで勉強していますが、土曜塾は、公民館に慣れ親しむ

ということで勉強だけでなく幅広くという感覚で行うのでしょうか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 基本的にはこども青樹堂と同じスタンスです。 

小山職務代理 
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  はい、委員長 土曜塾は今年からですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 今年から実施するものです。 

小山職務代理 

  はい、委員長 学校教育課に伺います。５月１１日（日）に行われた国際交流派

遣事業説明会に１９名の参加ありましたが、昨年は何名参加したのでしょうか。 

岩井学校教育課副主幹 

  はい、委員長 定員が２０名で昨年は２０名を超えたので抽選で２０名になりま

した。今回は１９名で定員内に収まりました。 

坪内委員 

  はい、委員長 教育長にお伺いします。５月１８日（日）のわんぱく相撲には大

室台小学校は参加しなかったのですか。 

落合教育長 

  はい、委員長 基本的に参加している学校は、相撲部がある学校で、相撲部があ

るのは酒々井小だけです。昨年度、佐倉から相撲の指導経験のある先生が酒々井小

に異動してきた関係で酒々井小が大会に参加しました。 

坪内委員 

  はい、委員長 学童の体力向上と外との交流など大変メリットがあると思いまし

た。先生のご指導も素晴らしいですね。 

落合教育長 

  はい、委員長 小学生とはいえ、格闘技ですから指導経験がある先生のもとで行

いたいと思います。 

浦壁委員長 

  教育委員会の表彰に該当はしないのでしょうか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 今回の大会は、佐倉市の商工会議所が主催したもので、酒々井小

学校はオープン参加ということですので、表彰には該当しません。 

坪内委員 

  はい、委員長 生涯学習課にお聞きします。４月２４日の青樹堂師範塾の入学式

は入学者が少ないので中止になりましたが、５月広報ニューしすいにも募集を大き

く紹介されていました。人気がないのかこれからの対応策、その後の募集などの取

り扱いをおしえてください。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 酒々井青樹堂・酒々井青樹堂師範塾の２つがございます。酒々井

青樹堂に関しましては旧カレッジの流れを汲む２年制、酒々井青樹堂師範塾につき

ましては１年制です。酒々井青樹堂につきましては、現在７名、予定の２５名には

程遠い状況です。師範塾につきましては３名です。ハードルが高いのでは、お金を

取るのではないかという意見を踏まえながら、５月末まで追加募集をしております。 

小山職務代理 

  はい、委員長 酒々井青樹堂の７名の方はどうなるのでしょうか。 
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木内生涯学習課長 

  はい、委員長 来週の応募状況を待っております。カレッジコースの１０期生の

後継者という事も踏まえながら検討して行きたいと考えております。 

浦壁委員長 

  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「酒々井町

青少年問題協議会委員の委嘱について」お願いします。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 ２０ページをお願いいたします。報告第２号 酒々井町青少年問

題協議会委員の委嘱につきまして、酒々井町青少年問題協議会条例第４条の規定に

より、下記の者を酒々井町青少年問題協議会委員として委嘱したので報告します。

４月１日付けの人事異動に伴い行政関係者２名の方に委嘱いたしました。任期につ

きましては前任者の残任期間です。以上です 

浦壁委員長 

  報告第２号「酒々井町青少年問題協議会委員の委嘱について」の説明が終わりま

した。ご意見ご質問等ございますか。なければ議事を進めます。報告第３号「酒々

井町学校支援地域本部支援運営委員会委員の委嘱について」説明をお願いします。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 報告第３号 酒々井町学校支援地域本部支援運営委員会委員の委

嘱につきまして、酒々井町学校支援地域本部設置要綱の規定により、下記の者を

酒々井町学校支援地域本部支援運営委員会委員として委嘱したので報告します。大

室台小学校、酒々井小学校、酒々井中学校３校に学校支援コーディネーター、地域

関係者、保護者、学校評議委員、学校職員をそれぞれ委嘱いたしました。任期は平

成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの１年間です。以上です。 

浦壁委員長 

  報告第３号「酒々井町学校支援地域本部支援運営委員会委員の委嘱について」の

説明が終わりました。ご意見ご質問等ございますか。 

小山職務代理 

  はい、委員長 中学校の学校支援コーディネーターの大須賀さんは、どのような

方でしょうか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 前任者の夛谷先生の後任で３月まで中央公民館で社会教育指導員

としてカレッジを担当されていました。 

浦壁委員長 

他にご質問はございませんか、なければ議事を進めます。報告第４号「酒々井町

学校支援地域本部学校支援コーディネーターの委嘱について」説明をお願いします。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 ２２ページをお願いします。報告第４号 酒々井町学校支援地域

本部学校支援コーディネーターの委嘱につきまして、酒々井町学校支援地域本部設

置要綱の規定により、下記の者を酒々井町学校支援地域本部学校支援コーディネー

ターとして委嘱したので報告します。学校支援地域本部支援運営委員会と学校支援
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地域本部学校支援コーディネーターがございます。学校支援地域本部運営委員会は

町議会のように運営方法、方針を決める場で、学校支援地域本部学校支援コーディ

ネーターは事業を実施して行く立場にあり、週に２、３回学校につめ、学校の要望

を受けてボランティアを募ります。大室台小学校、酒々井小学校が山岸文雄さん、

酒々井中学校が大須賀武次さんに委嘱しました。以上でございます。 

浦壁委員長 

  報告第４号「酒々井町学校支援地域本部学校支援コーディネーターの委嘱につい

て」の説明が終わりました。ご質問ご意見等ございますか。 

ご質問等ないようですので以上で議題、報告を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    

浦壁委員長 

  続いて、次回会議の予定と各委員の予定を併せてお願いします。 

河合こども課長 

次回の会議予定でございますが、６月２５日水曜日、午後３時から、７月は２３

日水曜日、午後２時に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、６月２５日の水曜日午後３時、７月は２３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    

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、その他でございませんか。 

坪内委員 

  はい、委員長 今年の夏の電力事情について参考までにお話させていただきます。 

  原発なしで供給量１億７，３７４万 Kw（昨年より２６４万 Kw 減） 

  供給内訳 火力     １３，５５２万 kw（７８％）  

再生エネルギー ３，８２２万 Kw（２２％） 

  再生エネルギーの内訳 水力発電  １，２１６万 Kw（７％） 

             揚水発電  ２，２５９万 Kw（１３％） 

             太陽光発電   ２６１万 Kw（１．５％） 
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浦壁委員長 

  他にございませんか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 「酒の井伝説」が第三回観光映画大賞にノミネートされ、６月１

日（日）に表参道ヒルズで開催されるイベントで上映されます。全国から５７０本

の観光プロモーション映画のうち、最終選考に７本に選ばれ関東地方では酒々井町

だけとなりました。 

 

                                       

 

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５月定例会議を 

終了いたします。（１５時２０分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 主 幹 


