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○市場委員長

会議録署名人の指名をいたします。髙城委員と石垣委員にお願いします。

○前回会議録の承認
○市場委員長

続きまして、前回会議録の承認に入ります。

会議録がお手元に届いているかと思います。訂正等がございましたらお願いします。
特にございませんか。
〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

承認といたします。

○委員報告
○市場委員長
○髙城委員

各委員から報告がありましたらお願いします。
５月２８日 に、浦安市文化会館で行 われました 千葉県市町村 教育委員会 連絡協議会の 定

期総会に教育長と出席い たしました 。「東京ディ ズニーリゾート

サービ スの基本理念 」というこ と

で講演がありました。学 校、イコール、テーマパ ーク、ディズニーリゾー トということで、共通点 が
あって、学校も教師と児 童・生徒が楽しみながら 学ぶもの、イコール、テ ーマパーク、ディズニー リ
ゾートと共通していると いうことで、ファミリー エンターテインメントと いう、各エリアのテーマ と
いうことでいろんなお話がありまして、よかったと思います。
○市場委員長

ほか、ございますか。
〔「なし」と言う者あり〕

○教育長報告
○市場委員長

教育長報告をお願いします。

○米山教育長

前回の教育委員会議以降の報告をさせていただきます。

５月１６日、委員長と 教科用図書印旛採択地区 協議会に出席してまいり ました。 今年は附則９条 本
の採択ということで、あと数回の採択協議会が開催されます。
１９日、大山口中学校 の体育祭が開催されまし た。大変天気もよく、子 どもたちも大いに運動し て、
楽しんでおりました。
同日、子どもワンパク 大会実行委員会が第三小 学校で開催されまし た。 ワンパク大会は毎年各小 学
校区持ち回りで実施され ます。 この日は天気がよ かったので、外と体育館 の両方で、第三小、冨士 地
区の子どもたちがたくさん集まりました。
それから、子ども野球 教室が南 山の運動公園で 開催されまし た。元西武 のピッチャー工藤選 手が 来
まして、長い時間子ども たちに送球を教えて くれ ました。 大変指導力のあ る人だなというのが各ス ポ
ーツ団体、スポーツ尐年 団の監督、コーチの意見 で、１人３０、４０球で 十何人のピッチャーに指 導
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してもらいました。
翌２０日、郡市民体育 大会 の関係で空手道大会 、剣道大会が開かれまし て 出席いたしました。子 ど
もたちが一斉に掛け声に沿って、きちっとした形で大会が開催されました。
きのうから議会が始ま りまして、 大山口中学校 の大規模改修と 七次台小 学校の増築の関係だけ提 案
と同時に討論、採決があり可決されました。後ほど報告いたします。
一般質問については、 通学路の安全ということ で、京都府を含めまして 、あちらこちらで運転手 に
よる事故など、予想でき ない不測の事故が起きて いるということで、一般 質問 をいただいています 。
本市の場合、毎年ＰＴＡ 、それから長期 休業対策 研修会の中で 、各中学校 区を 、保護者がすべての 通
学路を歩いて、危険箇所 の 補修また通学路として の環境整備の要望等をも らっているところ なんで す
けど、３人の議員の方から質問をいただいています。
これについては、１１ 日にＰ連の会議がありま すので、保護者と話し合 い をして、また今月の末 に
ＰＴＡの長期休業対策研 修会ということで学校、 保護者、また 印西警察署 含めての会議があります の
で、その会議に出す基礎 になる資料づくりが１１ 日に行われると思います 。それで保護者、また地 域
の意見、関係者の意見を 踏まえまして、教育委員 会議で決定できることが あったら、また提案させ て
もらえればと思っております。以上です。
○市場委員長

以上の委員報告、教育長報告について、質問等はございますか。
〔「なし」と言う者あり〕

○市場委員長

特にないようですので、了解といたします。

○市場委員長

続きまして、非公開案件についてお諮りします。

報告第４号「準要保護 児童・生徒の認定につい て 」は、個人情報に関す る 事項が含まれますので 、
非公開がよろしいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

それでは、本件については非公開とします。

○協議第１号
○市場委員長

白井市情報システムコンサルティング業務委託業者選定について

これから議事に入ります。

協議第１号「白井市情報システムコンサルティング業務委託業者選定について」、清水教育部長から説
明をお願いします。
○清水教育部長

協議第１号「白井市情報システムコンサルティング業務委託業者選定について」。白

井市情報システムコンサルティング業務の委託業者の選定について、別紙のとおり協議します。 平成２
４年６月５日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

別紙をご覧ください。白井市情報システムコンサルティング業務委託に伴う提案書による委託業者選
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定実施要項でございます。
まず、この業務の目的でございますが、本市教育委員会において稼働している、あるいは今後調達予
定の情報システムの経費の妥当性の検証及び効率的かつ効果的な運用への転換に向けて、情報通信技術
に関する専門的な知識や経験に基づいた支援を得ることを目的とする。
２番の業務の概要でございます。業務名は、先ほど申し上げましたように、白井市情報システムコン
サルティング業務でございます。業務内容につきましては、コンサルティング業務委託仕様書によるも
のでございます。履行期間でございますが、契約締結の日から２５年３月３１日まででございます。
この事業の実施の理由でございますが、価格のみによる競争では初期の目的を達成できない業務内容
であり、教育委員会において標準的な業務実施手続が定められていないことから、情報通信技術に関す
る専門的な知見及び豊富なノウハウを持ち、かつ効果的な提案及び支援が可能な事業者を評価し、受託
候補者として特定するためでございます。
補足で説明させていただきますが、以前、委員の皆様には説明しましたように、白井市の情報システ
ム、情報教育に関するシステムにつきましては、児童・生徒用のパソコンと教職員のパソコンがござい
ます。児童・生徒用のいわゆるパソコン室のコンピュータは、小学校が９校ございまして、１校当たり
２０台入っていますから１８０台、中学校のほうは１校当たり４０台入っていまして、５校ありますか
ら２００台。そうしますと、３８０台の児童・生徒用のコンピュータが配置されています。
それに教職員用のパソコン、それぞれパソコン室にもございますし、ご存じのように、１人１台パソ
コンを配置することができましたから、約４００台、教師用にパソコンが配置されているという状況で
す。それに教育委員会の中のものもございますので、今おおむね８００台程度の パーソナルコンピュー
ターが導入されている。それの維持、保守、更新等々に毎年費用がかかるわけでございます。
この費用について、今までの方法よりももっと安価に、費用をかけないで同じシステムが構築できれ
ば市にとっていいわけでございますので、今後、このシステムをどういう形で維持していったらいいの
かをコンサルティング会社のほうに委託しまして、こういう整備をしていくのがいいのではないかと提
案していただくという事業でございます。
４番の事業スケジュールを見ていただきたいと思います。まず、提案書を出していただくように会 社
のほうに依頼しました。５月中に提案書が上がってきましたので、本日、教育委員会議を開催したとこ
ろでございます。提案採用・非採用通知の発送とございます。当初の予定では、 きょう、この会議を開
いて、その会社を決めていきたいという意向がありまして、実施要項をつくったんですが、後ほど説明
しますけれども、この日にちをずらしていきたいと考えています。出てきた提案資料がかなりの量 がご
ざいますので、その膨大な資料をこの場で議論して、審査をするところまでは時間が不足しますし、十
分な根拠が見出せないでしょうから、もう一回、教育委員会議で決める場面を設けたいと考えておりま
す。
提案限度額でございますが、３９９万円でございます。
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評価方法でございます。本業務の業者選定については、提出された提案書の書類審査のみとし、教育
委員会議において以下の項目を総合的に審査・評価し、本業務に最も適した提案を行ったと認められる
者を選定するというふうに規定させていただいております。評価の観点でございますが、１番、提案者
の本業務に対する理解、２番、本業務遂行上の中立性、３番、業務要件に関する提案、４番、実施体制
等、５番、成果物、６番、実績、７番、情報の管理、８番、見積金額。この８視点で評価をしていただ
くことになります。
７ 番、提案書 記載事項。業 者のほうに 提案書を出し ていただい たわけですけ れども、（ １）か ら
（８）までのことを提案書に記載してくださいという形で業者に依頼しました。先ほどの評価項目と同
じでございます。その８項目で評価をしていくということで、おおむね同じ、最後の 「その他」のとこ
ろが違いますけれども、それに準じた形で提案書をつくっていただいています。評価と提案事項が見や
すいようにということで、そろえて提案していただいているということでございます。
大きな８番を見ていただきたいと思います。提案書類及び提出方法でございます。まず（１）提出書
類につきましては、１つ目として提案書を出していただく。２つ目としまして見積書を出していただく。
提案書の提出について、細かく指示をしてございます。この場ではすべて読みませんけれども、そこに
書いてあるようなことを指示して、提案書を出していただいたということでございます。（２） 提出部
数及び提出方法について指示いたしまして、５月３０日を提出期限としておりますので、提出されたと
ころでございます。
９番、提案書提出の参加辞退について規定がありまして、辞退する場合には５月２５日までに提出す
るということで、指示をしたところでございます。
１０番、候補者の決定及び通知。決定につきましては、白井市長は、教育委員会議の審査結果に基づ
き受託業者の候補者を決定し、提案者に委託業者採用決定通知書及び委託業者不採用決定通知書により
通知すると規定しています。先ほど言いましたように、本日決定できませんので、次回の教育委員会議
で決定した後、市長のほうに通知して、決定していくという形をとらせていただきたいと思います。
１１番、その他留意事項というところで、特にここで押さえておきたいのは、（３）秘密の厳守とい
う部分でございます。本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。このコンサル業務は、
各学校に入ったり、パソコンの設置状況とか、そういったものがわかるわけですから、知り得たものは
外へ出さないようにというところをしっかりと確認していきたいと考えております。
状況でございますが、６者に提案資料を出していただくように動いてきたわけでございますが、先ほ
どの９番、辞退とありますが、辞退者は２者ございました。６者中２者辞退、１者が未提出でした。期
限になっても出てこないということで、扱いとしては辞退とみなさざるを得ないと思います。
残り３者から提案書が参りました。どの会社がどういう提案をしているかといったものは会議の公開
はできませんので、本日、この会議において提案書の内容とか業者名とかいったものについては言及し
ませんけれども、お手元に提案書類、１者目、２者目、３者目という形で、委員の皆様の机上に置いて
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あると思います。
先ほど説明したように、かなり厚い資料が提出されていますので、これを今日読み切って、とても審
査できないということですから、さき程説明したようにさせていただきたいと思います。この３者分を
次回どういうふうにやるかでございますけれども、また集まっていきなりといっても議論が深まりませ
んので、後ほど、この３者の評価につきまして、評価票を配らせていただきたいと思います。
評価の視点は、要項にございますように公開されていますので、６番の評価方法のところに評価の視
点がございますから、その評価の視点に照らして、各社の提案書を、それぞれこんなところがいい、こ
ういった視点でこの部分はちょっと足らないんじゃないかというところで、８項目について見ていただ
いて、３者の評価をしていただく。その評価票を教育委員会議の３日ぐらい前までに事務局のほうに提
出していただいて、事務局で協議資料として整理いたしておきますので、皆様の 評価票をベースにした
議論をして、１者に絞っていきたいと考えております。
以上で委託業者の選定に関する協議ということで、提案させていただきます。
○市場委員長

ただいまの説明について、質問等はございますか。

○米山教育長

コンサル ティング委託は 当初予算 で可決されております。 基本的に何かというと、

やはり毎年、電算料、Ｉ Ｔ関連の予算が大変増え ていっている。ほん とう にそれだけ全部必要なの
か。新しいシステムにつ いて、業者から上がって きたものを職員がきちっ と精査して、妥当な 金額
かどうか、今入っている システムがすべて必要な のかどうかというのを、 ここで見直しをしたいと
いうことで、今回は学校 教育課関連のコンサルテ ィングということで、プ ロポーザル方式で実施し
ていこうと思っています。
この提案書を読んでい ただいて、新しいシステ ムを構築していく、これ が必要だというのも確か
にあるんですけれども、 そうではなくて、現在あ るシステムについて、各 社から、こういう形で、
もっと安価な形でできる と。中には、ほんとにす べて保守点検が必要なの か どうかという意見も外
部の方からいただいてい るところがありますので 、その辺を含めて教育委 員会議のほうで決定して
いきたいと思います。
量的に大変多いのと、 また専門用語が入ってい るので読みにくいと思い ますけど、もし内容につ
いてわからないところが ありましたら、学校教育 課が担当していますので 、用語、それと現在のシ
ステムの内容等について 直接問い合わせをしても らえればと思います。大 変わかりにくい 協議だっ
たんですけど、申しわけありませんでした。
○市場委員長

もう一度 流れを 確認したいんです が、近いうちに説明会と いうか、説明のための委

員会を開くと。この３者の内容等について。
○米山教育長

どうです か。協議会という形で、 内容についての説明会が あったほうがいいですか 。

教育委員会議とは別に 、協議会を開催して説明 をするか、それとも各委 員がこの内容を見て、 評
価票をお渡ししますので コメントを入れてもらっ て、教育委員会議の中で 議論して決定するか 、各
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委員どうでしょうか。
今月、学校訪問がたく さんありますので、日程 と時間を調整させてもら って 学校訪問の後にその
中で、事務局のほうから 説明 を、どれがいいとか 悪いとかではなくて、内 容についての説明の時間
を、協議会を開催させていただいて説明したいと思いますがよろしいですか。
○市場委員長
○石垣委員

はい。
スケジュールで、仕様書の確定が６月２２日というのは、もう確定ですか。

○清水教育部長

決定が 遅れますので、決定して から仕様書の確定までに は業者と 打ち合わせをし

ないといけませんから、 これもずらさないとでき ないと思いますので、 ６ 月２２日を変えていただ
いて、きょうは空欄の形にしておいていただければと思います。
今、教育長から話があ りましたように、学校訪 問の日にちに合わせて協 議会を開かせていただい
て、事業について説明さ せていただく。それを踏 まえて 、評価票をつくっ てもらうための時間を確
保して、教育委員会とい う形で決定させていただ く。 その後仕様書の決定 と契約 行為という形で進
めていきたいと思います。それでよろしいでしょうか。
○石垣委員

先ほど、学 校教育課としては８００ 台のパソコンが導入され ているという お話があり

ましたけれども、そのネ ットワークの規模という か、どのような形で情報 システムが稼働している
かというのを聞きたいんですけれども。
○清水教育部長

今、１ ４校 ありまして、教育委 員会、学校教育課があり ますので、まず先生方の

パソコンと市教委のパソ コン、そこのところがネ ットワーク化されていま すので、公務支援システ
ムというのを以前説明し たことがあると思います けれども、公務支援シス テムを入れていますので 、
そこで、ネットワーク上 での例えば伝言だとか、 情報の共有だとか、そう いったものができるよう
になっています。
それと、子どもたちの もの はパソコン室にあり ますので、パソコン室の 中がネットワーク化され
ていまして、例えば中学 校であるとパソコンが４ ０台あるわけですけれど も、その４０ 台のパソコ
ンが、スタンドアロンと いって１台が単独ではな くて、みんなネットでつ ながっていて、教員のと
ころにパソコンがあって 、教員のパソコンで１人 １人の画面がのぞけるよ うにネットワークがなっ
ていて、教員のパソコン のところで、例えば画面 を生徒のほうに 映したけ れば、生徒のものを消し
て、今こういう画面で説明するよと送ることができます。そこもネットワークになっています。
それと、インターネッ トが全部見られるように 、パソコン室からも 、当 然職員室からものぞける
ようになっていますし、 さらに 、各教室に教員の パソコンを持ち込ん でい った ときにネットが見ら
れるように、ネットの配 線 も教室に延ばしてある 。そこまで整備されてい ます。それでデータを各
パソコンに入れてしまう と情報漏えいの問題があ るから、そのデータの保 存を、サーバーを外に借
りる形をとって、業者の ほう で、そこに保存して います。外のところから それを持ってくるときに
は、当然パスワードとか 、そういったものを入れ ていかないと、それがの ぞけないようなシステム
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になっています。それを １人１人の教員にもでき るし、組織 としてもでき るというようなシステム
にしているわけです。そ のシステムをどういう形 で やっていくのがいいん じゃないかという提案を
してもらうというイメージです。
○市場委員長

そうする と、当初の予定だと、事 業スケジュールで、仕様 書の確定が６月２２日と

なっていましたが、先ほ どの説明で、これは当然 ずれますけれども、７月 の 教育委員会議に間に合
わせなければいけないの か 。さっきの教育長の説 明で、協議会の日程を考 えると 、７月の教育委員
会議に間に合わないかな という気がしちゃうんで すけれども、その辺はど うなんですか。８月でも
いいのかどうか。
○米山教育長

できれば７月の教育委員会議で決定したいと思っています。

何でかというと、来年 度のＩＴ関係の当初予算 の要求がどの くらいの額 になるかわか らないです
けど、１０月の末から１ １月の頭にかけて、来年 度予算の 当初予算要求が 始まりますので、その前
に中間報告などを業者の ほうから上げてもらって 、そこに反映させたいと いうところがありますの
で、なるべくなら７月の 教育委員会議で決定した い。もし 、ずれ込むよう であれば、臨時の教育委
員会議を開催させていただいて、早い時期に決定していきたいと思っています。
○市場委員長

わかりました。ほか、ございますか。

それでは、この協議については次回以降に回すということにしまして、先に進みます。

○報告第１号
○市場委員長
○伊藤参事

契約の締結について

報告第１号「契約の締結について」、伊藤参事から説明をお願いします。
報告第１号「契約の締結について」。大山口中学校の校舎改修工事につきましては、昨日

の議会において全員賛成により可決され、契約の相手方が決定しましたので報告いたします。 平成２４
年６月５日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

裏面をご覧ください。契約の目的でございます。大山口中学校校舎改修工事。契約の方法につきまし
ては一般競争入札を実施いたしました。契約金額につきましては５億２ ,４８９万５,０００円、契約の
相手方は千葉市中央区新町１番地１７、鉄建建設株式会社東関東支店支店長富家彰夫でございます。
次のページをご覧ください。入札の状況でございますけれども、開札日が平成２４年５月２３日、入
札の参加業者は記載の３者でございます。入札回数につきましては１回でした。工期につきましては契
約締結日から平成２５年１月３１日までを予定しております。
なお、今回契約いたします鉄建建設株式会社につきましては、平成２２年度、第三小学校で同じく校
舎の改修工事を行いましたけれども、そこの業者でございました。
以上で報告を終わります。
○市場委員長

ただいまの報告について、質問等はございますか。

了解としてよろしいですか。
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〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

了解といたします。

○報告第２号
○市場委員長
○伊藤参事

契約の締結について

次に、報告第２号「契約の締結について」、伊藤参事、説明をお願いします。
報告第２号「契約の締結について」。七次台小学校校舎の増築につきましても、昨日、同

じく全員賛成により可決され、契約の相手方が決まりましたので報告いたします。平成２４ 年６月５日
提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

裏面をご覧ください。契約の目的、七次台小学校校舎増築工事でございます。契約の方法は一般競争
入札、契約金額は３億２４０万円、契約の相手方は千葉市美浜区幸町１丁目２番２号、松井建設株式会
社東関東営業所所長草嶋敏雄でございます。
次のページをご覧ください。開札日は、同じく２４年５月２３日でした。入札参加業者は記載の５者
でございます。入札回数は１回、工期につきましては平成２５年２月２８日を予定してございます。
なお、松井建設につきましては、平成１８年、大山口小学校、平成２０年、清水口小学校の大規模改
修を実施した業者でございます。
以上で報告を終わります。
○市場委員長

ただいまの報告について、質問等はございますか。

○米山教育長

七次台小 の場合は、今回１２学級 の増築工事ということで 、 ベリーフィールドの３

丁目、４丁目の通学区域 の変更に伴う増築工事に な ります。ただ、今回は ０歳児からの学区内の子
どもたちの人数で１２学 級の増築になっ ておりま す。 また新規の開発があ った場合、子どもたちの
人数が増える可能性はあ るんですけれども、想定 で何人増えるということ ができませんので、今回
はカウントできる子ども の人数ということで、１ ２学級の増築と しており ます。来 年の２月末ぐら
いまでに工事を終わらせて、新年度に新しい子どもたちを受け入れるというような形になります。
この契約案件とは別な んですけれども、 西白井 ３丁目、４丁目から七次 台小に行くまでの間に、
要求があったものについ て、 風間街道沿いに信号 機が新しくつきました。 県警のほうで信号機はも
うつけてくれたんですけ れども、稼働するの は６ 月の中旬ごろということ で す。歩行者の安全性が
高められるということで 、 直接、契約とは関係な いんですけど、七次台小 増築の関係もありますの
で、報告いたします。
○市場委員長

工期です が 、大山口中が１月３１ 日、 それから七次台小は ２月２８日までですが、

七次台小は増築なので影 響は尐ないと思うんです が、大 山口中のほうの授 業への影響は 、最小限に
なるような工夫というか、そういう配慮はされているわけですね。
○伊藤参事

大山口中学 校につきましては、授業 に支障が出る工事につき ましては 、学校の夏休み

期間中に終わりにしまし て 、その他の工事につき ましては授業に支障のな い工事としまして、１月
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まで予定しております。
○市場委員長

ほか。

ないようですので、了解ということでよろしいですね。
〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

了解といたします。

○報告第３号
○市場委員長

白井市教育センター室運営委員の委嘱について

報告第３号「白井市教育センター室運営委員の委嘱について」、清水教育部長から説明を

お願いします。
○清水教育部長

報告第３号「白井市教育センター室運営委員の委嘱について」。白井市教育委員会は、

白井市教育センター室運営規則第３条第３項及び第４項の規定により、白井市教育センター室運営委員
を別紙のとおり委嘱したので報告する。平成２４年６月５日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

提案理由でございますが、本案は、平成２４年５月３１日をもって白井市教育センター室運営委員の
任期が満了となるため、新たに委嘱したので報告するものです。
裏面をご覧ください。任期は２４年６月１日から２６年５月３１日まで、２年間となります。
１人目の委員さんでございますが、白井中学校の校長の永長徹委員でございます。２人目、大山口小
学校の校長の伊藤久男委員でございます。３人目、清水口小学校の校長の田代成司委員でございます。
４人目、白井第二小学校の教頭の渡邊秀子委員でございます。５人目は小原浩子委員、家庭児童相談員
をやられている方でございます。６番目は中村淑子委員、外国語指導補助教員をやられている方でござ
います。７番目、清水薫委員でございますが、池の上小学校の教諭でございます。最後、８人目でござ
いますが、行政事務局としまして、学校教育課の職員であります中村幸生を委員として委嘱、または任
命したところでございます。
この中で、永長委員、小原委員、中村委員の３人は継続でございます。２期目に入ります。１番、５
番、６番が２期目、それ以外の方は新規でございます。
以上、ご報告させていただきます。
○市場委員長

ただいまの説明について、質問等はございますか。

特にないようですので、了解ということでよろしいですね。
〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

了解といたします。

この後、非公開案件に入ります。傍聴者は退席をお願いします。

非公開案件

○報告第４号

準要保護児童・生徒の認定について
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○その他
○市場委員長

その他、報告等がありましたらお願いします。
（特になし）

以上をもちまして、本日の日程は終了しました。
次回の教育委員会定例会は、７月３日です。
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