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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６６６６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６月２５日（水） 

 

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    こども課主幹（書記） 藤﨑 裕 

 

１ 開会時刻 午後３時００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 教育委員会の点検・評価に関する報告書（案）について 

  議案第２号 酒々井町教育委員会評価委員会委員の委嘱について 

  

（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２６年度６月補正予算の議決について 

    

４ 次回会議の予定 平成２６年７月２３日（水）午後２時 

               ８月２７日（水）午後３時３０分 

 

５ 各委員の予定 

 

６ その他 

 

７ 閉会時刻 午後３時００分 

 

議議議議    事事事事    録録録録    
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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６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、小山職務代理にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

浦壁委員長 

  本日の議題は議案が２件、報告が２件、となります。 

       これより議事に入ります。議案第１号「教育委員会の点検・評価に関する報告書

（案）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 教育委員会の点検・評価に関する報告書（案）につ

きまして、ご説明します。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規

定により実施する、教育委員会の点検・評価に関する報告書（案）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９号の規定により議

決を求めるものです。 

別添の教育委員会の点検・評価をご覧ください。前段は昨年と同様変更はござい

ません。４ページをお願いします。６ 点検・評価の結果 ２５年度は、３１事業

につきまして、点検・評価を行いました。Ａ 予定どおり順調に達成しているが２

５事業、Ｂ おおむね順調に達成しているが５事業、Ｄ 次のページをお願いしま

す。達成できなかったが１事業でした。また（２）今後の方向性 拡大が１事業、

現状維持が２８事業、改善が２事業になりました。７のまとめでございますが、中

段に、評価を実施した主要事業については、事業の目的に従い、計画的に実施され

ていることから、概ね適正かつ順調に執行されたものと判断していますが、実施方

法に工夫や改善が必要である事業も見受けられますので、次年度の予算編成や事業

計画を策定する上で検討を重ね、更に町民の皆様のご意見を取り入れながら、高ま

る教育ニーズに対応することが必要であると考えています。具体的なものにつきま

しては、平成２５年度 教育施策評価一覧表をご覧ください。主な事業につきまし

ては、１ページの平成２５年度 教育施策体系図の太字で表示されたものにつきま

して点検・評価を行いました。評価委員からの意見等につきまして紹介させていた

だきます。重点施策１ 学校教育の充実について４ページをお願いします。中段に

（１）①小中学校太陽光発電設備 ＊平成２４年度にエアコンが整備され電気料金

が２倍くらいに上がったので、太陽光発電設備の整備は経費の軽減につながるので、

素晴らしい施設ができた。＊今後の学校施設で体育館にも設置してほしい。（２）
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①私立幼稚園就園奨励費補助金の支給・私立幼稚園運営費・教材費の助成 ＊幼稚

園で大きな事業があるようなときは単年度ではなく、複数年の継続した補助をして

ほしい。（３）⑤図書館教育の充実 ＊ＡＬТの直接雇用は、学校行事にも参加す

ることができるので、大変良いと思う。＊委託したＡＬТでは、指導の内容に限度

があるが、直接雇用は指導内容が充実でき、更に学力が向上すると思う。（３）⑤

図書館教育の充実 ＊蔵書の本が古いので買い替えてほしい。また、蔵書数が少な

いので増冊もしてほしい。＊読み聞かせの時間が短いので検討してほしい。（４）

⑤中学生国際交流派遣事業の推進 ＊国際交流は継続して事業を進めてほしい。ま

た、英語力向上のため英語検定に補助金等、生徒への助成を検討してほしい。５ペ

ージをお願いします。（５）⑤食材放射線測定器による食材の定期的な計測 ＊安

心できる給食のため、継続して計測をお願いしたい。（７）①栄養士によるきめ細

やかな栄養指導 ＊保護者にも積極的に栄養指導を行ってほしい。（７）②栄養教

諭による家庭科授業の参加 ＊中学校では、肥満体の生徒が少ないように見受けら

れる。今後も継続して児童生徒に食に関する指導を行ってほしい。７ページをお願

いします。重点施策２ 学習機会の拡充と成果の活用 （１）①家庭教育学級の充

実 ＊参加者が少なくなっているようだが今後、参加者が増えるよう改善してほし

い。（１）②子ども会活動の活性化 ＊少子化により子ども会が減少しているが、

子ども会活動（いろいろ貴重な体験ができる）がなくならないよう検討してほしい。

（２）①公民館主催の各種講座の拡充と学習成果の活用 ＊カレッジコースを創業

した方たちがいろいろな分野で活躍している。酒々井青樹堂も積極的に事業を推進

していってほしい。８ページをお願いします。重点施策３ 文化の創造と健康づく

りの推進 （２）文化財の保存整備と普及・活用 ＊発掘された文化財を学校の授

業で活用できるよう検討してもらいたい。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第１号「教育委員会の点検。評価に関する報告書（案）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 教育施策一覧表４ページ 評価委員の意見で私立幼稚園就園奨励

費補助金の支給・私立幼稚園運営費・教材費の助成で、幼稚園で大きな事業がある

ようなときは単年度ではなく、複数年の継続した補助とありますが、大きな事業と

はどのようなものですか。 

河合こども課長 

  はい、委員長 この補助は会計上、単年度の予算です。１園当たり２０万円の補

助を行っております。評価委員からのご意見は、遊具等の金額の大きなものに対し

ての補助金をといことですので、この補助金は単年度予算で２０万円となっており

ますのでご理解いただきたいと思います。 

浦壁委員長 

幼稚園から申請があって、２０万円の補助をするわけですね。 

河合こども課長 
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  はい、委員長 そのとおりです。幼稚園で教材等の購入費に補助金の２０万を充

当し、２０万円以上の金額であれば不足額を幼稚園が充当して購入しております。 

坪内委員 

  はい、委員長 点検・評価報告書５ページ １行目にＤ 達成できなかった事

業として１事業ありますが、どの事業ですか。 

河合こども課長 

  はい、委員長 教育施策評価一覧表８ページ 事務事業名、②まちの顔づくり

推進事業です。 

坪内委員 

  はい、委員長 今後の方向性として、改善とありますが、出来なかった理由や

経過また、今後の方針をお聞かせください。  

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 ②まちの顔づくり推進事業 成果・効果として 地元区から県道

整備の要望が印旛土木事務所にあげられたため、歩道整備との調整が必要となり実

施を見送った。課題・問題点として関係機関との調整が必要。今後の方向性として

改善とあります。町は無償で土地を借りて歩道帯を整備設置しております。県道整

備の場合は用地を買収しますので全く性質が異なります。同時並行するといことで

地元から誤解が生じています。文化財で整備すると無償で土地を使用されるという

話が地元で持ち上がっております。このようなことから急きょ事業を中断しました。

今後は、酒々井宿の町並み整備や歴史的景観を整備していく予定です。歩道整備の

問題は数か年かかることから、しばらくはソフト面での、ガイドの活用、パンフレ

ットの作成、江戸時代の旧家の追加登録などを実施する予定でおります。以上です。 

浦壁委員長 

  町としては、何年後を目標に整備を考えているのですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 地元からの要望に対して印旛土木からの回答は計画があるといこ

とだけですので、何年後ということはわかりません。ただし印旛土木が整備した場

合、歩道がコンクリートブロック等のようなもので整備されてしまうので、まちづ

くり課を通じて景観を損なわないような整備を要望しております。 

坪内委員 

  はい、委員長 横町線の縁石ブロックを撤去して、大変（歩行者）通りやすくな

りまたが、歩道整備との関係はあるのですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 横町の縁石ブロックの撤去は歩道を広げるまでの仮の対応です。

横町部分は町道ですので町が用地買収を行い歩道を整備する計画になっておりま

す。島田家前の通りは、県道ですので県が用地買収して歩道整備を行うものです。

町が行う整備は、土地所有者の好意により歩行者空間を作りますが、県が行う歩道

整備は線として人が歩行しやすいように整備するものです。 

浦壁委員長 

  ②まちの顔づくり推進事業は、今後の方向性は改善ですが、どのように進めて行
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くのでしょうか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 先程のご説明したとおり、来意年度以降ソフト面を中心に進めて

行きたいと考えております。 

浦壁委員長 

現在の歩道用地の確保状況はわかりますか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 鶴岡歯科前から横町交差点までは、歩道がありません。八坂神社

前とか長谷川先生宅前あたりは、用地買収が済んでセットバックしておりますので、

鶴岡歯科から先も印旛土木が用地買収に入ると思います。 

浦壁委委員長 

  他にございませんか。 

小山職務代理 

  はい、委員長 ７ページに①家庭教育学級の充実 ＊参加者が少なくなっている

ようだが今後、参加者が増えるよう改善してほしいとう、ご意見がありますが具体

的な話はあったのですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 家庭教育学級につきましては、地域の家庭教育学級と小中学校で

実施しているものがございます。小中学校につきましてはＰТＡの役員など人数の

確保はできるのですが、地域の家庭教育学級、ローズマリー学級は就学前のお子さ

んを持つ、お母さんたちの人数が減少しています。実態について、人数を増やしな

さい、努力しなさいという、評価委員からご指摘がありました。現在、保育園を通

じて参加をお願いしたり、チラシで応募をしていますが、中々集まらない状況です。 

浦壁委員長 

  幼児の数が少ない、対象の家庭が少なくなっているとかですかね。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 調査はしておりませんが、お話のとおりだと思います。 

小山職務代理 

  はい、委員長 以前は、ローズマリー学級の他に、義務教育を終えた子たちのた

めの学級がありましたが、終わってしまったのですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 要望があれば実施します。ここ３年間は実施しておりません。 

浦壁委員長 

  ローズマリー学級のような地域の家庭教育学級は、他市町村ではあるのでしょう

か。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 船橋市は行っているようですが、近隣市町村ではございません。 

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「教育委員会の点検・評価に関する報告書（案）について」原案に
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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「酒々井町教育委員会評価員会委員の委嘱について」説明

をお願いします。 

河合こども課長 

  はい、委員長 ２ページをお願いします。議案第２号 酒々井町教育委員会評価

委員会の委嘱につきましてご説明します。地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２７条及び酒々井町教育委員会評価委員会設置要綱第３条の規定により、下記

の者を委嘱したいので、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。評価委員につきましては３名の方にお願いし

ておりますが、昨年同様、同じ３名の方に引き続きお願いしようとするものです。

新條幸三郎さん（４期目）、鈴木佳子さん（４期目）、久本邦夫さん（２期目）の３

名です。任期につきましては、平成２６年６月１日から平成２７年５月３１日まで

でございます。以上です。 

浦壁委員長 

  議案第２号「酒々井町教育委員会評価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。 

小山職務代理 

  はい、委員長 評価委員の任期について、任務の性格、課題の検証等から１年の

任期は短すぎると思慮します。任期を２年に延伸することが望ましいのではないで

しょうか。 

坪内委員 

  はい、委員長 私も小山職務代理からご意見がありましたとおり、今後、評価委

員の任期については、２年に変更する方向で、検討していただくようお願いします。 

落合教育長 

  はい、委員長 評価委員の任期につきましては、現在の要綱を見直す検討をして

まいりたいと思います。 

浦壁委員長 

  他にございませんか。ご質問等ないようですので採決をとります。議案第２号

「酒々井町教育委員会評価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 

  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５月２３日に開催されました定例会議以降
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の主な行事等について、報告いたします。 

  ５月２４日（土）大室台小学校の運動会が行われ、小坂町長や町議会議長、教育

委員の皆様などにもご出席いただきました。短距離走を厳密なセパレートコースで

実施するなど、昨年同様きりっとひきしまった運動会でした。また、学習成果を楽

しく生かした種目や校長先生の故郷の踊りもあり、アイディアのすばらしさに感心

しました。 

  ６月２日（月）北総教育事務所長の酒々井小学校訪問があり、指導をいただきま

した。どの教室にも、各教科の学習成果がわかりやすく掲示され、授業も良く工夫

されておりました。特にベテランの先生の豊かな表情から若い先生に学んで欲しい

と思いました。 

  ６月３日（火）酒々井町議会が開会となりました。６日に教育民生常任委員会が

開催され、教育に係る補正予算等の審議がありました。１１日・１２日には一般質

問が行われました。私からは、各校に設置された太陽光発電と環境教育について、

答弁しました。 

  ６月１６日（月）には酒々井中学校支援地域本部運営委員会議が開かれました。

学校支援ボランティアを広く募集していきます。 

  ６月１８日（火）しすい青樹堂２期生１２名の入門式が行われました。塾長の町

長、名誉塾長の堀田先生から式辞・祝辞をいただき、１期生などが見守る中終始、

なごやかな雰囲気でした。その後、福留先生の講演「地域に輝く子ども」が行われ

ました。 

  同日、家庭教育学級開級式及び合同講演会「ネットモラル～大人でも難しいネッ

ト社会の歩き方」がありました。「ネット社会と現実社会にもはや境目はない。現

実でしてはいけないことは、ネットでもしてはいけない。」という大原則の主張に

大いに共感しました。豊富な事例をもとにしたわかりやすい内容でした。 

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。 

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、何か

ご意見ご質問ございますか。 
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浦壁委員長 

  プリミエールのおはなし会は、職員の方がおはなしをされているのですか。 

木村プリミエール酒々井館長 

  はい、委員長 ボランティアの方と図書館に勤務している嘱託職員の方です。 

坪内委員 

  はい、委員長 学校教育課長にお聞きします。６月４日（水）のふれあい交流会

特別支援学級の対象者の人数と臨時的任用研修会の職員の人数をおしえてくださ

い。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 特別支援学級が４０名、臨時的任用職員が７名です。 

坪内委員 

  はい、委員長 特別支援学級の対象者どのような生徒ですか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 情緒と知的です。 

小山職務代理 

  はい、委員長 生涯学習課にお伺いします。こども青樹堂・土曜塾が始まって２

ヶ月経ちますが、現状と人数をおしえてください。 

木内中央公民館長 

  はい、委員長 こども青樹堂が１８名（３・４年生対象）、土曜塾が２５名（５・

６年生対象）の登録がございます。ボランティアの方が４名位で対応していただい

ております。 

坪内委員 

  はい、委員長 中央公民館長にお聞きします。５月２８日（水）酒々井青樹堂１

期生がエコトピア酒々井でどのようなことされたのですか。 

木内生涯学習課長 

  はい、委員長 青樹堂の年間計画の一つとして、エコトピア酒々井で介護を学ぶ

講座を開催しました。 

浦壁委員長 

  他に質問はございませんか、なければ、私ども教育委員も研修を受けてまいりま

したので、ご報告させていただきます。５月２８日（水）に千葉県市町村教育委員

会連絡協議会定期総会が佐倉市民音楽ホールでございました。千葉県教育庁の瀧本

寛教育長のお話と、特別講演が行われました。私からは瀧本教育長のお話をご報告

させていただき、特別講演につきましては、小山職代理、坪内委員から報告させて

いただきます。 

  瀧本教育長からは、３つの提言がございました。一つ目は１新教育制度について、

安定と独立性を大切にしていかなければいけない、来年４月には決定しそうだとい

ことで（現時点では決定）それに向けて９月には研修会があると、事前にお話があ

りました。新教育制度の話がでた時に、各市町村の教育員会会議を是非活性化して

ほしいというお話がありまして、あらためて考えるチャンスなので、住民目線でわ

かりやすくしてくださいということでした。２つ目は学力向上について、各教育委
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員会は方策をたててくださいということです。学力テストの公表は県はしていない

が、公表するかしないかは市町村に任せてあるということで、先日の話では、酒々

井町は県にならって公表しないが資料として生かしていくという、池田課長からの

話をあらためて思い出しました。三つ目は綱紀粛正について、教職員の不祥事が大

変多いということで、また喝を入れられました。何が大変かというと、該当する子

ども、保護者、学校の名前、当事者の家族、そういうことを含めて、あってはなら

ないことで大変な思いをするんだというお話がありました。最後の締めくくりのこ

とばとして、全ては子どもたちのために共に歩んでいきたいとうお話で締めくくら

れました。続きまして、小山職務代理からお願いします。 

小山職務代理 

  はい、委員長 特別講演として、２１世紀型学力を創造するというテーマで、国

立教育政策研究所の田村学さんからお話をいただきました。今までの受け身だけの

授業ではなくて、これからは自ら共に学ぶという授業改革、授業改造が必要だとい

うことでした。子どもたちが自分の考えをもって発表することができるような人間

を育てたいといことで、今までにいろいろなことで受けた情報を自分の中で消化し

て、課題をたてたり、情報を集めて整理して調べたこと発表する。講師の方はこれ

をインプット、アウトプットという言葉を使っていましたが、これを何回も繰り返

すことによって、我が国の学力向上にもつながることを、秋田県の事例で示されて

おりました。自分で課題をたてて、情報を集めて整理するということは、言葉では

簡単ですが、大変なことだと思います。ですが、これは大事なことですので、総合

学習の授業の中で、いかに生かしていくかということが大切じゃないかとお話され

ていました。私からは以上です。 

坪内委員 

  はい、委員長 小山職務代理がおっしゃったとおり、子どもたちが情報を自分か

ら受けて、自分で考えて情報を発信する。発信することによって更に向上するんで

すとお話されていました。所感を申し上げます。私が会社に勤務していたころは、

マネージメントサイクルと言って、物事の進む形態は、Ｐｌａｎ Ｄо Ｓｅｅ 

即ち、計画→実施→評価が回転しながら進むという研修を学びました。近年では、

ＰＬＳＡ（ANALYSYS）という表現が情報化社会に伴い情報収集の解析、整理も

重視されています。それは子供に置き換えた場合、情報を発信するということは、

自分が勉強して、そして友達と話をするときは、友達の意見を理解する力と友達に

自分の意見を理解させる説得力を養う。子ども自身が意見を交わしながら成長して

いくんだと私は理解しました。田村先生の話はこれからのいろいろな考え方、２１

世紀型学力を創造する、世の中の情報が多すぎて選択する力、自分が疑問を持った

ら突き詰めて、考えて自分で答えをだして、友人あるいは先生と意見交換できるよ

うにするそのような取り組みのお話でした。以上を私の報告とさせていただきます。 

浦壁委員長 

  続いて、議事を進行します。報告第２号「平成２６年度６月補正予算の議決につ

いて」お願いします。 

河合こども課長 
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  はい、委員長 １０ページをお願いいたします。報告第２号 平成２６年度６月

補正予算の議決につきまして、平成２６年度一般会計の６月補正予算について、６

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。内容につきま

しては、５月定例教育委員会会議でご説明したとおりでございます。総額２，９６

２千円の増額でございます。１１ページに５月定例教育委員会会議でご説明した資

料をつけてございますのでご覧いただきたいと思います。以上です。 

浦壁委員長 

  報告第２号「平成２６年度６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、ご質問等ございますか。 

浦壁委員長 

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、７月２３日水曜日、午後２時から、８月は２７

日水曜日、午後３時３０分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、７月２３日の水曜日午後２時、８月は２７日水曜日、午後３時３０

分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、その他でございませんか。 
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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６月定例会議を 

終了いたします。（１６時２２分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 主 幹 


