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平成２８年度酒々井町教育委員会１２月定例会議 議事録 
 
開 催 日 平成２８年１２月２１日（水） 
 
開催場所 役場西庁舎２階第１会議室  
 
出席委員 教 育 長 木村 俊幸   教育長職務代理者 浦壁 京子 

委    員 石井 國治   委 員 村重 浩二 
     委 員 林  洋子     
出席職員 教 育 次 長   
     生涯学習課長兼務 木内 達彦   こども課 長 七夕 夕美子 

学校教育課長 猪鼻 慎二   中央公民館長 鳩貝 剛 
     給食センター所長 木村 修一   プリミエール酒々井館長 小川 公一 
     こども課副主幹 伊藤 雄三   こども課主事(書記) 渡邊 しほ 
      
１ 開会時刻 １４：０３ 
 
２ 議事録署名委員の指名 
 
３ 議 題 
（１）報 告（公 開） 
   報告第１号 平成２８年度１２月補正予算の議決について 
   報告第２号 工事請負契約の締結の議決について 
   報告第３号 行政報告について 
 
４ 次回会議の予定 １月２０日（金）午後２時 西庁舎２階第１会議室 
 
５ 教育長・教育委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 １５：２８ 
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議 事 録 
                                       
 

１ 開会の言葉 

木村教育長 
  ただ今より、平成２８年度酒々井町教育委員会１２月定例会議を開会いたします。  
                                      
 

２ 議事録署名委員の指名 

木村教育長 
議事録署名委員の指名を行います。浦壁職務代理者にお願いします。 

                                       
 

３ 議 題 

木村教育長 
  これから議事に入ります。本日の議題は報告が３件となります。 
  本日の議題に、非公開とすべき案件はございません。 

したがって、本日の議題はすべて公開案件といたしますので、あらかじめご了承

願います。 
それでは、はじめに報告第１号「平成２８年度１２月補正予算の議決について」

を議題といたします。 
事務局から説明願います。 

七夕こども課長 
はい、議長 

木村教育長 
こども課長 

七夕こども課長 
  報告第１号「平成２８年度１２月補正予算の議決について」ご説明させていただ

きます。 
  平成２８年度一般会計の１２月補正予算（第４号）については、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。 
  また、同補正予算（第５号）については、酒々井町教育委員会行政組織規則第６

条第１項の規定により臨時代理しましたので、同条第３項の規定により報告しま

す。 
  なお、同定例町議会において原案のとおり可決されましたので、併せて報告しま

す。 
  まず、１２月補正予算（第４号）につきましては、１１月の定例教育委員会議で

関係各課からご説明し、議決をいただいた内容で、町議会で原案のとおり可決され

たものでございます。概要につきましては、２ページ及び３ページのとおりでござ
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います。 
  続きまして、１２月補正予算（第５号）につきましては、同じく１２月の町議会

に追加議案として、提案いたしましたものでございまして、定例教育委員会議に出

させていただく時間がないまま、町議会に提出させていただいた補正予算でござい

ます。概要は４ページのとおりでございますが、担当課よりご説明させていただき

ます。 
猪鼻学校教育課長 
  はい、議長 
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  １２月補正予算（第５号）の追加議案についてご説明いたします。 

  役務費１４万８千円と備品購入費の３７６万２千円と公課費の１万３千円です

が、スクールバスとして新車を購入するためのものです。 

  町で委託している「ふれあいタクシー」については、酒々井小学校の登下校の時

間帯に伊篠・墨・馬橋・上岩橋の一部の地区の児童のためにスクールバスとして使

用していることは、ご存知かと思います。 

  実は、来年度も同様に実施する予定であったところ、運行会社である「ちばグリ

ーンバス」から、ドライバー不足の理由で、来年度からは現在の２台から１台に減

らしてほしいとの申し出がありました。しかし、来年度以降の利用人数を確認した

ところ、今年度までと同様に４台のスクールバスが必要でありますので、不足する

１台のスクールバス用の車を購入することを目的とする補正予算を１２月議会の

追加議案として昨日上程しました。 

  購入しようとする車は、トヨタのハイエースコミューターという１４人乗りの新

車です。安全性・操作性をより高めるために四輪駆動車にして、さらに様々なオプ

ションを装備いたしました。 

そうしましたところ、安全性を高めるための条件を満たす車種の設定がトヨタ自

動車の先ほどお伝えした１車種しかなく、また町としての指名業者の中でその車種

を扱う販売店が１店舗しかないため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２

号の規定及び「酒々井町随意契約ガイドライン」の「競争入札に適さない場合」に

適合するため、随意契約といたします。 

本来であれば、教育委員会議へ提案し、議決をいただいてから町議会へ提案すべ

きところですが、「ちばグリーンバス」から車を１台減らす旨の申し入れを受けた

のが最近のことであり、それにもかかわらず新年度４月には４台のスクールバスを

確保しなければならないので、補正予算で購入し、運行の準備を進めることといた

しました。 
以上、補正予算のご報告といたします。 

木村教育長 
事務局の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 
ご意見ご質問等ございましたらお願いいたします。 
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私からご質問させていただきます。 
車は白ナンバーということですが、白ナンバーに関することについてご説明をお

願いします。 
猪鼻学校教育課長 

はい、議長 
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  補足説明をさせていただきます。 
  今回購入する車は、営業会社でお願いする形ではありませんので、ナンバーが緑

ナンバーではなく、白ナンバーとなります。 
  今までのことを申し上げますと、緑ナンバーを使って利用者の方から片道７５円

という金額ですが徴収をしておりまして、料金が発生しておりました。 
  今回購入する車は白ナンバーですので、料金を取ることはできません。他の三台

との調整も今後図る予定です。以上です。 
石井委員 

はい、議長 
木村教育長 
  石井委員 
石井委員 
  スクールバスということで、実際に稼働した場合、生徒の輸送は限られた時間内

だけですが、白ナンバーですから、その他でも車を利用することはできますよね。 
猪鼻学校教育課長 
  はい、議長 
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  それは可能です。保険も特定のドライバー限定ではありませんので、利用するこ

とはあります。ただ、免許が普通免許ではなくて、中型・大型免許を持っていない

と運転できません。 
木村教育長 
  スクールバスとしての扱い以外の扱いもできるということですね。 
猪鼻学校教育課長 
  はい、議長 
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  日中、ふれあいバスとして使うのはそれ以外の３台であって、購入するバスは、

スクールバスや町の他の行事でも使うことがあるかもしれません。 
石井委員 
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  はい、議長 
木村教育長 
  石井委員 
石井委員 
  新車ということは、事故防止の最新の機能が備わった車なのですか。 
猪鼻学校教育課長 
  はい、議長 
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  この車種は新車ではあるのですが、自動ブレーキシステムは付いておりません。

ただ、より安全性を高めるために、四隅にセンサーを付けて障害物が近づいた場合

には鳴ったり、カメラを搭載して室内と室外の様子を録画できるようにする、また、

後ろが見やすくなるように大きなバックモニターを付けるなどを予定しておりま

す。 
村重委員 
  はい、議長 
木村教育長 
  村重委員 
村重委員 
  私の娘も酒々井小に通っていた時に、６年間スクールバスにお世話になったので

すが、今回、車の安全性を高めることは、酒々井町には坂が多く、冬季に凍結した

り、雪が降ると上るのに苦労するということで、非常に良い選択だったと思います。 
木村教育長 
  他にご意見ご質問等ございませんか。 
猪鼻学校教育課長 
  はい、議長 
木村教育長 
  学校教育課長 
猪鼻学校教育課長 
  村重委員からご指摘をいただきましたけれども、車を購入する予算は今年度なの

ですが、スタッドレスタイヤが全装備できるように新年度予算での計上を検討して

おります。 
木村教育長 
  新年度予算の際に、ドライバーやスタットレスタイヤのことは説明すると理解し

てよろしいですね。 
他にご質問等ございませんでしょうか。 

ご質問等がないようですので、以上で「報告第１号」を終わります。 

続きまして、報告第２号「工事請負契約の締結の議決について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 
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鳩貝中央公民館長 

はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 

報告第２号「工事請負契約の締結の議決について」ご報告させていただきます。 

酒々井町中央公民館講堂棟耐震補強工事の請負契約の締結につきましては、酒々

井町教育委員会行政組織規則第６条第１項の規定により臨時代理しましたので、同

条第３項の規定により報告します。 

なお、１２月定例町議会において次のとおり可決されたので、併せて報告します。 

契約を締結いたしましたのは、中央公民館講堂棟の耐震補強工事でございまして、

契約金額は、５０７６万円でございます。工期は平成２８年１２月１６日から平成

２９年７月３１日までの予定でございます。契約の相手方は船橋市の株式会社ティ

ーエスケイで、契約の方法は指名競争入札でございます。 

中央公民館の耐震補強工事につきましては、１１月の定例教育委員会議で報告さ

せていただきましたとおり、講堂棟の工事が落札されました。この工事請負契約の

締結にあたりましては、地方自治法及び町の議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例に基づき、議会の議決が必要となりましたが、定例教育

委員会議に出させていただく時間がないまま、町議会に提案させていただき、可決

されましたので、報告させていただきます。 

参考までに、町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例の第２条には、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さ

なければならない契約は、予定価格５０００万円以上の工事又は製造の請負とする

と規定されております。 

以上でございます。 

木村教育長 

  事務局の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

ご意見ご質問等ございましたらお願いいたします。 

それでは暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

木村教育長 

休憩前に引き続き再開いたします。 

工期は１２月１６日からということで、１月に予定されているさまざまな講堂を

使った行事がありますが、工期との係わりをご説明いただきたいと思います。 

鳩貝中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 

  公民館の利用につきましては、１月３１日までとなってございます。 
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工期との関係ですが、施工業者と打合せを持ちまして、１月中は公民館を利用で

きるということで、１月の中旬くらいから公民館の利用者に影響がないところ、例

えば、外側の仮設工事とかそういうものは１月中旬から行う予定ですが、使われる

方にご迷惑が掛からないような形で考えてございます。本格的に工事に入りますの

は２月１日からとなります。以上でございます。 

石井委員 

はい、議長 

木村教育長 

石井委員 

石井委員 

  ２月１日と考えますと、かれこれ１ヶ月くらいしかないのですが、講堂を使って

いる団体のリーダーさんには１月いっぱいということは伝わっているのですか。 

鳩貝中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 

  講堂棟の利用者に限らず、公民館全体の利用者に１１月１日から公民館が使えな

いと年度当初から伝えていたのですが、ご承知のとおり１０月の入札が落札されま

せんでしたので、１０月中にすべての公民館の利用者の方に１月まではお使いいた

だけますが、２月からお使いいただくことが難しいとご説明しました。ただ、２月

１日からに関しまして、研修棟なのですが、１２月末の入札で落札されず講堂棟の

み工事に入る場合について、講堂棟の施工業者との話になるのですが、利用者の皆

様の安全が確保されれば、研修棟についてはお使いいただきたいと考えております。

ただ、研修棟の入札がこれからですので、講堂棟の施工業者と詳しい話をしていな

いのですが、そういうことも考えていただくという話はしております。以上です。 

浦壁職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁職務代理者 

浦壁職務代理者 

  数年に亘る長い間の案件にようやく目途が立って私も安心しています。 

  無事に事故なく耐震工事が終わるよう祈っておりますし、研修棟も業者が決まり

事業が進むことを願っています。 

木村教育長 

  他に、ご意見ご質問ございませんか。 

  ないようでございますので、以上で「報告第２号」を終わります。 

  次に、報告第３号「行政報告について」を議題とします。 

はじめに私から報告いたします。 

  １点目は、中学校が高等学校や小学校と連携して行ったあいさつ運動について報
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告いたします。まず中高連携あいさつ運動ですが、参加者は、酒々井中学校側から

は生徒会本部役員及び１・２年の各学級評議員が、東京学館高校からは生徒会及び

ボランティア部が参加しておりました。生徒たちは２グループに分かれ、一方が１

１月２４日にＪＲ酒々井駅で、一方が翌２５日に京成酒々井駅で行いました。あい

さつ運動を開始する前に打ち合わせなどして中学生と高校生とのコミュニケーシ

ョンづくりに配慮されたせいか、昨年は硬い雰囲気が感じられましたが、今年はな

ごやかな雰囲気が漂っていました。生徒らのかけ声に明るさが伴い、かけ声に応答

してくれた人は昨年以上に多かったと感じました。 

  次に小中連携あいさつ運動ですが、３０日は大室台小で、１２月１日は酒々井小

で行いました。中学校側は中高あいさつ運動のメンバーと同じですが、原則として

出身小学校別に参加していました。大室台小は５・６年生の学校生活委員の児童が、

酒々井小は５・６年生の児童運営委員の児童が参加しておりました。どちらの学校

も先輩、後輩といった、いわば顔見知りの関係もあって、打ち解けた雰囲気の中で

元気なあいさつが交わされていました。しかしながら、体格のせいなのか、中学生

の声が圧倒的に勝っていました。全体的には小学生にはもっと明るく元気なあいさ

つがほしいなと思いました。 

  ２点目として､１２月４日（日）に行われた印旛駅伝競走大会について報告いた

します。今回が８６回目という伝統ある駅伝に､当町からは一般の部と中学校の部

の両方に参加しました。一般の部は１区でＢチームも含めて最下位と出遅れました

が､中盤から盛り返し、後半も粘ってくれて久しぶりに最下位を脱出することがで

きました。平成１９年に８位でしたが翌年以降はずっと最下位でしたので、今回の

結果は大変うれしく思います。もちろん全員が貢献してくれたわけですが、特に４

区の篠原凌君、現在富里高校の２年生ですが、この篠原君が区間賞を取る力走をし

てくれたことが大きいと思います。当町の出場者は６人のうち１０代が３人でした

が、４０代も３人で、決して年齢ばかりにとらわれるのでもないのですが、若返り

は大きな課題であると考えております。中学校の部は２７校の参加で、酒々井中は

１２位で、概ね納得できる成績を残したものと思っております。 

  ３点目は、第９３回箱根駅伝に出場する順天堂大学の激励会についてです。激励

会は１４日に順天堂大学さくらキャンパスで、当町の小坂町長、印西市長をはじめ

多数の来賓及び関係者出席の下、緊張した雰囲気の中で執り行われました。順天堂

大学では今大会に向けたスローガンを「下剋上」とし、１６人のエントリー選手一

人ひとりから意気込みが語られましたが、リオオリンピック３０００メートル障害

代表の塩尻選手をはじめ前回メンバー７人が残っており、総合３位以上という目標

の達成は大いに期待できると思います。大会までの１２日間の中で実際に走る１０

人が選抜されますが、この間で最も重要なことは体調管理であります。選手の皆さ

んには体調管理を完璧にコントロールしていただいて納得できる結果を残してほ

しいと思っております。 

  私からは以上でございます。続いて委員の皆様からご発言いただきたいと思いま

す。 

林委員 
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  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

１１月２２日、総合教育会議について報告させていただきます。 

議題につきましては、教育環境の整備についてでした。 

はじめに、酒々井町の総合計画の教育問題について提案があったのですが、しな

やか、すこやか、いきいきの３点を基本目標として、分野別に策定されている説明

がありました。保護者、地域、学校への教育支援、つまり、教育環境の整備が大切

であるということから、この議題が設定されました。施設設備の物的環境、いわゆ

るハード面と人的な環境のソフト面の充実が大切であるという意見が出されまし

た。前期計画でも耐震やエアコン等の整備、そしてソフト面では、ＡＬＴなどの人

材の配置があったり、あるいは国際交流や英検補助等の整備されたということが、

大変有効だったという声も出されました。今後のさらなる充実のためには、校庭の

整備やテレビをアナログから地デジ対応のものが必要だという声と、また、養護教

諭補助の充実が重要だという声も出されました。最後に、数字で見る千葉県の地方

創生の進展状況について町長からお話がありました。総合評価が県内３位というこ

とでしたけれども、さらに嬉しかったことは、教育分野では１位というお話があり

ました。教育環境のハード面がかなり優れていると評価されたと同時に、ソフト面

でも先生方あるいは子ども達が充実した学校生活が送れるように色々と工夫され

ているんだなと考え、大変嬉しく思いました。以上です。 

浦壁職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁職務代理者 

浦壁職務代理者 

  １１月２５日に第３回就学支援委員会がありましたのでご報告いたします。 

  今年度、最後の会議でありまして、来春の就学予定児のこの先の見通しがついた

ことになります。支援学校への該当者はありませんでした。また、サポートをつけ

るケースも今のところはないようです。審議は支援学級、言葉の教室への通級につ

いて一人ひとり丁寧に行いました。今回、支援学級に入級する予定児は、知的ルー

ムがいいのか、自閉症などのように情緒ルームがいいのかということで、はっきり

審議の段階で厳密に分けるのではなくて、その児童一人ひとりの成育歴や家族歴、

そして様々な状況を踏まえて、学校ごとの裁量にお任せしようという共通理解が得

られました。また、中学３年生の進路もこの段階で目鼻がついたということです。

職業に直結する印旛特別支援学校のさくら分校を目指して特訓を受けているとい

う生徒もおりました。 

  最後にさくら分校の校長先生からお話を伺いまして、現在、酒々井中学校からさ

くら分校にお世話になっている生徒の様子について報告がありました。与えられた

セクションで本当に生き生きと仕事をしていて嬉しいということでした。これが輝
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いている生徒だなと感じました。以上です。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  私は、みんなで子育て酒々井町クリスマスコンサートの感想です。 

  全部観ることはできませんでしたが、今回初めて観させていただきました。 

最初のクラシックは子ども達には難しかったかなと思いましたが、粉川さんのヴ

ァイオリンと松田さんのピアノを聴いて、ヴァイオリンやピアノを始めるきっかけ

になったり、小学校に上がった時に器楽部で音楽を楽しむきっかけになればいいな

と思いました。休憩を挟んでの「アナと雪の女王メドレー」など３曲は、耳にした

ことがある子ども達が多いらしく、ステージの方を向いて楽しんでいました。また、

粉川さんが弾く「そりすべり」や最後のコーナーのベル演奏の「小さな世界」でも

子ども達が手拍子をするなど、会場が一体となって良かったと思います。クリスマ

スコンサートは、日頃、子育てに忙しい方々の良い息抜きになったのではないかと

思います。以上です。 

木村教育長 

  ありがとうございました。 

以上で、教育委員のご発言を終わりたいと思います。 

続きまして事務局から報告いたします。 

はじめに、教育次長より報告をお願いいたします。 

木内教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

教育次長 

木内教育次長 

(報 告) 

木村教育長 

続いて、こども課から順に報告願います。 

七夕こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

七夕こども課長 

(報 告) 

猪鼻学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 

学校教育課長 
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猪鼻学校教育課長 

(報 告) 

木内生涯学習課長 

はい、議長 

木村教育長 

生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

(報 告) 

鳩貝中央公民館長 

 はい、議長 

木村教育長 

 中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 

(報 告) 

木村給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

木村給食センター所長 

(報 告) 

小川プリミエール酒々井館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  プリミエール酒々井館長 

小川プリミエール酒々井館長 

(報 告) 

木村教育長 

  事務局からの報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

生涯学習課にお伺いいたしますが、子ども会体験教室の勾玉制作と報告でありま

したが、子ども会は、今、いくつありますか。 

木内生涯学習課長 

  今の子ども会の数は５団体です。ここ６、７年で１０団体くらい減りました。 

木村教育長 

  子ども会をもっと多くすることは、至難の業なのでしょうか。 

木内生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

木内生涯学習課長 
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  子どもがいない地区というのは、ほぼないのですが、少なすぎて組織にならない

ようです。町連絡協議会に入りますと自動的に町の子ども会の役員などが付いてき

ますので、小さい子ども会はあって活動はしているのですが、町の連絡協議会には

入らないという状況です。 

木村教育長 

  教育委員の皆さんからは、ご質問等ございませんか。 

浦壁職務代理者 

  給食センター所長にお伺いいたします。 

  大室台小学校献立作成とあります。イメージとしては、今まで勉強したことを生

かして、減塩とか野菜を多くとか色々考えて献立を作ったのだと思うのですが、そ

の中から来月の給食の献立にいくつかチョイスをして、リクエスト献立という形で

学校のみんなに広げる、子どもの作った献立を実現するという企画はあるのですか。 

木村給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

木村給食センター所長  

  この中からリクエスト献立という形で、一つ出すということは、小学校４年生は

あります。その他に酒々井中学校については、３年生になりますが、完全な献立を

作り、その献立を栄養士がチェックをしまして、そのままで良ければその献立を１

２月の給食で、お出しします。以上です。 

浦壁職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁職務代理者 

浦壁職務代理者 

  すごく楽しい企画だと思いますので、ぜひ続けていただければと思います。 

  もう一点ですが、他県では、野菜の高騰で給食の中止といった問題がありますが、

酒々井町ではどうなのですか。 

木村給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

木村給食センター所長 

  酒々井町もとても苦しい状況でした。北海道で人参と玉ねぎの被害がありました

ので、値段が高騰しまして、その代替えとして小松菜などの値段に変動がないもの

で作らせていただいております。また、町内農家のご協力によりまして、ほとんど

値上がりもしておりません。現在は落ち着いておりますが、給食センターに入れて

いただいている青果店が農協と民間の２か所しかないので、他にも探しているとこ

ろです。少しでも安く入れたいと考えております。以上です。 
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浦壁職務代理者 

  ご苦労なことで頭が下がりますが、食べることは毎日のことなのでよろしくお願

いいたします。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  生涯学習課にご質問いたします。 

  地域未来塾の件なのですが、他の市町村の方々の視察があったということで、

酒々井町のことを知っていただいて大変嬉しいなと思っています。 

報告があったのかもしれませんが、数学と英語を中心にやっていたと思いますが、

生徒は最終的に何人くらい参加されて、また、指導者も何人くらいいるのか教えて

ください。 

木内生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

  酒々井中で行っている地域未来塾は、７０名程度の登録があると聞いているので

すが、出席するのは２０名程度です。また、教えてくださる先生は、教員と塾の講

師を含め６名程度です。その他に、順天堂大学の学生ボランティアの登録が数名ご

ざいます。数学と英語を主に実施してございます。以上です。 

林委員 

  ありがとうございました。そこに参加されている生徒達はあまり多くはありませ

んが、支援者もかなりいるということなので、マン・ツー・マンに近く大きなメリ

ットになると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員 

  中央公民館にお伺いいたします。日本語教室が開催されていますが、１２月は３

回開催しています。過去の開催数を見ると月に１回くらいなのですが、これは貸館

で行っているのですか。 

鳩貝中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 
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  原則的には、毎週開催なのですが、その時の事情により変動があります。現在の

登録人数は１２名程度です。実際に来ていただいているのは７、８名でございます。 

木村教育長 

  日本語教室は会場を貸すのではなくて、主催事業ですよね。 

鳩貝中央公民館長 

  公民館の主催事業でございます。 

木村教育長 

  教えているのは、社会教育指導員ですか。 

鳩貝中央公民館長 

  社会教育指導員２人が主ですが、他にボランティアの方にも来ていただきまして、

ほぼマン・ツー・マンの形で教えていただいております。 

木村教育長 

  他にご意見ご質問ございませんか。 

 ご質問等ないようでございますので、以上で「報告第３号」を終わります。 

以上をもちまして、議題については、すべて終了しました。 

                                       
 
４ 次回会議の予定 

木村教育長 

続きまして次回会議の予定について事務局より説明願います。 

七夕こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

  次回会議の予定ですが、平成２９年１月２０日（金）１４時から役場西庁舎２階

第１会議室で予定させていただいております。 

併せまして２月の予定ですが、２月２４日（金）１４時３０分から役場西庁舎２

階第１会議室で予定させていただいております。 

木村教育長 
次回会議は、１月２０日（金）１４時から、２月は２月２４日（金）１４時３０

分から実施するということですがいかがでしょうか。 
（全員了承） 

木村教育長 
  それでは、そのようにご予定願います。 
                                       
 
５ 教育長、教育委員の予定 

木村教育長 
 続きまして、教育長、教育委員の行事予定をお願いします。 
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七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

(報 告) 

                                       
 
６ その他 

木村教育長 
  続きましてその他ございませんか。 

七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  こども課長 

七夕こども課長 

（配付資料の確認） 

木内教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

  教育次長 

木内教育次長 

（配付資料の確認） 

鳩貝中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 

  先ほどの報告第２号のところで、石井委員から講堂を使っていらっしゃる団体の

方にお知らせしたのかという質問に対して、１０月末の時点で、講堂棟、研修棟に

限らず、すべての利用者に２月以降の利用が難しいと通知したと申し上げたのです

が、間違いがございました。１月末まではお使いいただける、２月以降については

改めて通知するという文章でご案内をしております。今後、皆さんにもご周知する

予定ですが、来週に入札・開札がございまして、研修棟の工事がどのようになるか

決まります。その時に研修棟の落札がなく、使えるかわからない状況であれば、講

堂棟は２月から工事に入り、研修棟はわかり次第ご連絡させていただく旨ご周知さ

せていただきます。 

木内生涯学習課長 

  はい、議長 

木村教育長 
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  生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

  いずれにしろ、１月３１日までは使えます。その後に関しては早急に対応すると

いうことでございます。 

木村教育長 

  事務局からのその他は以上です。委員の皆さんからその他はございませんか。 

  なければ、その他を終わります。 

                                        
 

７ 閉 会 

木村教育長 
それでは、以上をもちまして平成２８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。（１５：２８） 
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