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○市場委員長

これから平成２５年第２回白井市教育委員会定例会を開会します。

本日の出席委員は５名です。

○委員長開会宣言
○市場委員長

本日の議事日程はお手元に配付の日程表のとおりです。

○会議録署名人の指名
○市場委員長

会議録署名人の指名をいたします。石亀委員と石垣委員にお願いいたします。

○前回会議録の承認
○市場委員長

続きまして、会議録の承認に入ります。

第１回定例会の会議録 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いた 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
○石垣委員

次に、各委員から報告がありましたらお願いします。
１月１４日 に成人式に行っ てまいり ました。文化 会館大ホー ル に新成人が集ったわけ で

すけれども、あいにく、 会の途中から雪に見舞わ れて、積雪１０センチに なる ほどの天候でした。 特
に今年は防災の視点での シンポジウムが開かれて 「自分達にできること」 というテーマで、医療、 食
料、コミュニケーション という３つの分科会発表 があり、それをもとに活 発な意見がなされたとい う
点が特筆すべきことだったと思います。
○髙城委員

立春式に行 ってまいりました。１月 １６日七 次台中学校に石 亀委員が、１月２４日に 白

井中学校に私が行ってま いりました。 立派になっ た２年生がしっ かりとし た発表をされて、とても 感
動しました。記念講演で は、白井中学校出身のウ エイトリフティング日本 代表の 安藤美希子さんが 講
演してくださって、白井 中 学校出身という身近な 方が講演してくれたとい うことで、真剣に聞いて い
ました。実際にバーベル を舞台 に置いて、挙げ方 と２名の生徒が体験して いました。とてもいいお 話
で、安藤美希子さんにはぜひ次のオリンピックに出場してほしいと本当に思いました。
○市場委員長

それでは 私から。平成２４年度第 ２回教育委員研 修会が浦 安 市で１月２８日に行わ れ

ました。国立教育政策研 究所の尾崎 所長から「最 近の課題と教育委員会の 役割」というタイトルで い
ろいろお話がありました 。元文部省に勤めていた 人で、数十年前の法律の できたいきさつ、国会議 員
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とのやりとり等を含めて 、非常に専門的な人だな と思いました。講演の中 で、教育委員会の活性化 の
課題というのがありまし て、この中の副タイトル で教育行政の広域化の推 進というお話がありまし た。
今、指導主事がいる教育 委員会は、本当は指導主 事８名欲しいと。各教科 １名。８名以上いる教育 委
員会というのは大体３０ 万以上の人口だと。だか ら、 小規模市町村で充実 した教育行政を行うに は 、
市町村を超えて複数の市 町村が共同で教育事務を 広域処理することが有 効 だと 。人口が３０万くら い
ないと、８名の指導主事を抱えられないというのが現状ということでした。以上です。

○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

それでは、１月の定例教育委員会議、１月８日以降の報告をさせていただきます。

９日と１０日、教職員、先生方の人事異動に係るヒアリングを学校長と行いました。
１２日、賀詞交換会は各委員の方にも出席いただきまして、ありがとうございました。
１４日、成人式について、先ほど石垣委員から報告があったとおりです。
１月１５日、北総教育事務所と教職員の人事異動についてのヒアリングがありました。
学校長とのヒアリングを 受けて、１月１５日に北 総 教育事務所とヒアリン グを 行いました。これは
一次面接で二次面接が来週予定されております。
１７日、就学指導委員 会が開催されまし た。１ ８日 、社会教育委員会議 、２０日 、出初式が行わ れ
ました。２１日、印旛地 区教育長会議が開催され ました。この中で北総 教 育事務所からは 、体罰・ い
じめの防止ということで 北総教育事務所の次 長の ほうから 、絶対あっては ならない ということで、 各
市町村教委から学校に伝達願いたいというお話がありました。
２６日、文化財防火デーの防災訓練が平塚の延命寺で行われました。
２８日、先ほど委員長から報告があったとおり、教育委員研修会が浦安市で行われております。
１月３０日、ＰＴＡ活 動支援研究事業 の講演会 が中ホールで行われまし た。各先生方、また、Ｐ Ｔ
Ａの方が大変多く参加さ れていました。 昨日、印 旛教育会館で印旛教育功 労者表彰式が開催されま し
て、本市の中嶋加奈江校 長が本年 度で退職になり ま すので表彰されました 。 本日、午前中に公民館 運
営審議会が開催されまし た 。指定管理を含めた公 民館の管理運営 について 及び 来年度の事業等につ い
ての意見交換がありました。私の方からは以上です。
○市場委員長

以上の委員報告、教育長報告について、質問等ございますか。

ないようでしたら、了解ということでよろしいですか。
〔「はい」と言う者あり〕

○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。

議案第３号「準要保護 児童・生徒の認定につい て」 、協議第１号「指定 校の変更について」、協 議
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第２号「白井市優良児童 ・生徒表彰の推薦につい て」、報告第１号「白井 市心身障害児童・生徒就 学
指導委員会の結果につい て」、報告第２ 号「準要 保護児童・生徒の認定に ついて」、報告第３号「 教
育長の代決について」は 、個人に関する 情報であ るため、 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、非公開といたします。

○議案第１号

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価
に関する報告書について

○市場委員長

議案第１号「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に

関する報告書について」説明をお願いします。
○伊藤教育部参事

議案第１号「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評

価に関する報告書について」。白井市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７
条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び 評価に関する報
告書について、別添のとおりとする。平成２５年２月６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２３年度事務事業の点検・評価に関する報告書について、別
添のとおりとしてよろしいか提案するものでございます。
また、法律２７条では、報告書を議会に提出するとともに、公表しなければならないと規定されてお
りますので、この後、議会に提出し市民に公表することになります。
なお、この報告書（案）につきましては、協議会メンバーの皆さんに確認をいただいております。
○市場委員長

ただいまの提案について、質問等ございますか。

各委員は事前に内容を確認しておりますが、よろしいですか。
〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

それでは、承認といたします。

○議案第２号
○市場委員長

平成２４年度教育費補正予算について

議案第２号「平成２４年度教育費補正予算について」説明をお願いします。

○伊藤教育部参事

議案第２号「平成２４年度教育費補正予算について」。白井市教育委員会は、平成

２４年度教育費補正予算について、別紙のとおり市長に申し出る。平成２５年２月６日提出。白井市教
育委員会教育長

米山一幸。内容につきましては、それぞれ部課長のほうから説明があります。

まず１ページをお開きください。教育総務課分でございます。
最初に、小学校、学校管理費の放射能対策事業に要する経費を１億１,７８６万３,０００円減額する
ものです。内容は委託料の２,７４５万３,０００円の減額で、内訳としまして、小学校清掃（除染）業
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務委託料は、学校の側溝清掃を委託するものですが、グラウンドの周りの側溝は昨年度実施しておりま
すので、今年度は主に校舎周辺の側溝を清掃する予定でおりましたが、直近の測定で除染箇所が減って
きている中で、０.２３マイクロシーベルトを超えている集水ますの清掃をメイ ンに、今年度中に各小
学校で実施を予定している２５８万円を除いて減額するものです。並びに、小学校除染業務設計委託料
の減額は、入札執行残を減額するものです。
工事費９,０４１万円の減額は、小学校砂場除染工事におきまして、昨年度放射線量が低く、実施を
見合わせておりました３校分の砂場は、今年度も引き続き低いことから、工事費の全額を減額するもの
です。小学校校庭除染工事の減額は、除染ガイドラインに基づき測定したところ、全般的に除染箇所 が
減ってきたものであり、七次台小学校につきましては体育館改修工事を行っていたために除染工事を実
施できなかった部分の工事費を除き減額するものです。
続きまして、学校建設費、小学校施設改修事業、１億２ ,９０２万円を増額補正するものです。内容
につきましては、委託料としまして６５９万円増額補正いたします。内訳につきましては、清水口小学
校体育館改修工事の施工監理委託料でございます。１５節の工事請負費、工事本体になりますけれども、
清水口小学校体育館改修工事１億２,２４３万円を新規に補正措置をいたします。この工事の財源の内
訳でございますけれども、学校施設環境改善交付金、国から支出されるものですが、３ ,００２万９,０
００円、地方債としまして８,８８０万円、一般財源、市の持ち出しは、１,０１９万１,０００円を予
定しております。
なお、この工事につきましては、改修当時、計画上では平成２５年度の新年度予算で計上する予定で
ございましたが、当該事業につきましては国の平成２４年度復興特別会計予備費の対象事業になること
から、この事業を１年前倒しし、本年度内に予算措置をした上で翌年度に繰り越しを行い、補正予算に
計上するとともに繰越明許費を設定し、実際の工事は来年度に行うものでございます。
なお、この前倒しにつきましてはメリットがございまして、国の平成 ２４年度復興特別会計予備費は
地方財政措置が充当しておりまして、その内容でございますけれども、地方負担額の１００％までが地
方債で充当でき、後年度に地方債の元利償還金の８０％が交付税の基準財政需要額に算定されるという
ふうなことになっております。さらに言えば、こういうような措置がされれば、建設費の市の実質の負
担分が、今までであれば３０％のところを１０％に軽減されるというような内容でございます。
続きまして、小学校校舎増築事業、１億７,４００万３,０００円の減額でございます。内容につきま
しては、今年度、七次台小学校の校舎増築工事を実施しているわけでございますけれども、入札で執行
残が出ましたので、残りを減額するものでございます。
なお、今後、執行見込額１,０００万円計上しているところでございますけれども、新築工事でもあ
りますし、何があるかわからないということで、予備費的な意味合いで１,０００万円を残したという
ことでございます。
これらの財源の内訳としましては、公立学校施設整備費負担金１億４,４５４万８,０００円、地方債
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としましては１億３,１２０万円、公共施設整備保全基金、これは市の基金を使用するわけなんですけ
れども、３,６６５万２,０００円がこの工事の財源になるところでございます。
続きまして、中学校の放射能対策事業に要する経費でございます。７ ,６０４万２,０００円を減額す
るもので、内訳としましては、委託料１,７８４万５,０００円の減額で、先ほど小学校で説明しました
理由と同じでございます。工事費５,８１９万７,０００円の減額につきましては、中学校砂場除染工事
では、昨年度砂場除染工事で放射線量が低く、実施を見合わせた４校分の砂場が引き続き低いことから、
工事費の全額を減額するものでございます。中学校校庭除染工事は、小学校と同じ理由でございますが、
大山口中学校校舎及び七次台中学校体育館改修工事で除染工事を実施できなかった部分の工事費を除き、
減額いたします。続きまして、中学校施設改修事業１億４,５０４万２,０００円の増額補正でございま
す。内容につきましては、委託料としまして、大山口中学校体育館改修工事施工監理委託料としまして、
６６５万２,０００円。工事本体でございますけれども、大山口中学校体育館改修工事としまして、１
億３,８３９万円の増額補正でございます。この工事の財源の内訳としましては、学校施設環境改善交
付金３,１２７万４,０００円、地方債、借り入れですけれども、１億３,３６０万円、市の持ち出し分
としまして、１,０１６万８,０００円を予定しております。
この大山口中学校体育館改修工事でございますけれども、計画上ですと平成２５年度の新年度予算に
計上する予定でおりましたけれども、国の前倒し事業がありましたので、平成２４年度の補正予算で前
倒しし、すぐに繰越明許の手続きをとりまして、実際の工事は平成２５年度に実施をいたします。これ
も前倒しした関係で、地方の財政負担が軽くなっております。
以上が教育総務課となります。
○清水教育部長

学校教 育課分です。歳出、指導 費、９款１項３目、補助 教員配置事業につきまし

ては、１８２万２,０００円の減額補正を行いたいと思います。内容ですが、賃金、学校補助教員賃
金の減額でございます。 補正の理由でございます が、通常学級における学 習障害等の児童・生徒を
補助するための補助教員 について、当初予算では ２４名の雇 用を見込んで いましたが、実際に新年
度に入り、補助を必要と する児童・生徒が見込み より尐なく、当初は２２ 名の雇用でしたが、６月
から１名、１０月から１ 名を追加雇用しました が 、当初予算までは至らな かったため、減額補正を
するものです。続きまして、学校安全対策事業につきましては、６００万３ ,０００円を減額補正し
たいと思います。内容で すが、１３節の委託料部 分でございます。補正の 理由でございますが、通
学区域変更に伴う七次台 小学校児童の 安全対策と して、シルバー人材セン ターに引率業務を委託し
ておりましたが、当初予 算では１１０名 の引率利 用児童を見込み 、登下校 ２０人の引率者を予定し
ていましたところ、利用 児童が７０名 ほどに減尐 したため引率者を登校 時 １０人、下校時１４人 と
したことから減額補正をするものでございます。
学校保健事業に要する経費でございます。減額補正で１８９万４,０００円を減額いたします。内
容でございますが、１３節の委託料、検査検診委託料部分で１７８万３,０００円の減額、１９節負
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担金補助及び交付金、こ れは日本スポーツ振興セ ンター負担金でございま すが、この部分で１１万
１,０００円を減額いたします。理由でございますが、当初予算計上の全児童・生徒及び教職員を対
象とする定期健康診断と 児童・生徒が加入する日 本スポーツ振興センター 負担金について、当初見
込み人数より実施人数が 減尐したため、執行残額 を減額いたします。具体 的な数でございますが、
当初、児童・生徒、教職 員 、６,１８６人を見込 んでいたわけですが、実 績としまして６ ,０３１ 人
となったこと。日本スポーツ振興センター負担金につきましては、当初５ ,８６６人見込んでいたと
ころ、実績としまして、５,５５７名になったということでございます。
歳入の補正でございま す。分担金及 び負担金、 １２款１項３ 目、日本ス ポーツ振興センター負担
金を１万９,０００円減額補正いたします。補正の理由でございますが、歳出予算のところでご説明
しましたとおり、確定したために減額するものでございます。
続きまして、教育セン ター室の歳出でございま す。教育費９款１項４目 、青尐年国際交流事業に
つきまして、６３万５,８３１円減額補正いたします。内容でございますが、１９節の負担金補助及
び交付金の部分での減額 となります。青尐年国際 交流事業について、派遣 、受け入れともに参加人
数が尐なくなったため、 その分を減額補正するも のでございます。実績と しまして、派遣のほうに
参加した生徒が２５名、 引率職員が４名、受け入 れ事業のほうの生徒数が １９名、引率保護者数、
オーストラリアから来られた方ですけれども、これが５名でございました。以上でございます。
○市場委員長

それでは 、 一旦ここで切って、質 疑をしていただきたいと 思います。今２つの課か

ら説明がありましたが、この範囲で質問等ありましたらお願いします。
○米山教育長

来年度は 清水 口小学校と大山口中 学校の体育館だけで、耐 震改修工事はな いのです

か。
○伊藤教育部参事
○米山教育長

第一小学校の校舎はいつですか。

○伊藤教育部参事
○米山教育長

耐震 改修 はここで全て前倒し をしましたが、七次台小 の老朽化改修があります 。

第一小学校は２６年度改修です。

体育館の 耐震改修は前倒しして、 補正し繰り越すと 、事業 自体は実際には２５年度

事業で実施するというこ とになりますね。 それと 除染の関係がよくわから なかったん ですが、小学
校と中学校両方あります けども、校庭の除染工事 は、どことどこをおこな い 、どことどこがおこな
わず、どことどこが残っているのかわかりますか。現状では、全てメッシュを切ったポイントが０.
２３を下回っていると考えていいのかどうか。０.２３マイクロシーベルトを全てが下回っている。
反対に、七次台中と七次 台小のように、工事をや っていたからできなかっ たというところもあるの
で、その確認をお願いします。
○伊藤教育部参事

今年 度の除染工事 につきまし ては、基本的な考え方で すけれども 、小中学校全

校で、敷地全部を実施す るということで予算計上 をしました。その除染を するに あたりましては、
学校全体の敷地を全て１ ０メートルのメッシュを 切り まして、その１０メ ートルのセンターで測定
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を行いまして、地上高５センチで０.２３マイクロシーベルト以上あるところにつき ましては除染工
事を行いまして、事後測定で０.２３マイクロシーベルトを下まわりましたので、基本的には現在学
校において基準値以上の 数値が あるところはない というふうに考えて いた だいて 結構ですけれども 、
局所的に汚染されている 部分がございますので、 平成２５年度新年度予算 の中で、放射能対策室で
そういう部分の除染を行 います。各課で持つので はなく、局所的に高いと ころがあれば 除染してい
くという予定でおります。
○米山教育長

そうする と、小学校の校庭の除染 工事で約１億４ ,４００ 万円が９ ,０００万円の 減

額というと、６割ぐらい 減額 になっているという ことは、これは入札の執 行残なのか、当初予定し
ていた工事内容と実際におこなった工事が若干違っていたから６割も執行残が出たのか。
○伊藤教育部参事

この 校庭除染工事につきまし ては、予算計上するとき には、これに先立ちまし

て、第二小学校と白井中 学校の グラウンドの全面 除染を行いました。 それ で各小中学校の全面で除
染工事を行うということ で予算計上しておりまし た。ところが、先ほど申 し上げました１０メート
ルメッシュで測ったとこ ろ 、除染をする必要があ るところが思ったより尐 なかった ので、実際の工
事費が減ったというような結果でございます。
○米山教育長

当初は校 庭の土を全部ひっくり返 して おこなうことで当初 予算を組んでいたんだけ

れども、工事方法としては、０.２３マイクロシーベルトを超えた部分だけの 天地返しというか、そ
この部分を除染したということですか。
○伊藤教育部参事
○米山教育長

除染箇所数が減ったということで、９ ,０００万円の減額になったということなのか。

○伊藤教育部参事
○米山教育長

工事方法ではありません。除染箇所数が減ったということです。

はい。

市内の学校の敷地は、除染をした結果、その除染後の調査結果 では０.２３を全て下

回っているということで、小中学校終わっているということでわかりました。
○市場委員長

局所的に というのは、落ち葉が雨 どいにたま り、側溝の部 分が高いということが よ

く話題になりますね。し ばらくの間 そういうとこ ろを時々は 調べないとな らないかもしれないです
ね。
○伊藤教育部参事

校庭 全てを１０メートルのメ ッシュで切って、そのセ ンターで測定しています

ので、その１０メートル メッシュの中に 、雨どい から垂れて 舗装部分に落 ちるところ もあります。
どうしても雨どいから落 ちたところについては局 所的に高い部分がありま すので、それについては 、
２５年度そういうところがあれば除染していくという方針です。
○市場委員長

ほか、質問等ございますか。

○米山教育長

学校保健 事業、内容はわかりまし た。ただ、当初見込みの ６ ,１８６人から６,０３

１人が実績だということ で減額なんですけれども 、受けられなかった人が また別の形で健康診断を
受けているのかどうか、受けなかった人の対応についてはどうなのか。
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○清水教育部長

見込みは実際に現状の児童・生徒数よりも多め に見積もっていますので、６,１８

６人といったものが年度 当初４月１日の児童・生 徒プラス教員数 にしてい るわけではないというこ
とで、まず多めになって いたことが１点。それ と 、当日欠席とか病気によ って受けられないという
問題も出ますので、何人 かそういう子がいた場合 に、違う学校に行って一 緒に検査をする なり、な
るべく実施できるように 手配を学校間で連絡をと り合って、何らかの形で 欠席扱いにしないで違う
学校で健診するようにし ているわけですけれど も 、何人か出てしまうとい う現状が毎年あります。
その数についてはちょっと今、手元にありませんけれども、かなり尐ない数になっております。
○市場委員長

ほか。後 で気がついたらまた受け ますので、とりあえず先 へ 進みたいと思います。

○大塚生涯学習課長

生涯学習課分の補正につきまして説明させていただきます。

複合センター施設の維 持管理に要する 経費、２ 款１項９目 でございます 。これにつきましては、
白井駅前、西白井複合各センターの自動火災報知設備改修工事でございます。補正額４４万７ ,００
０円の減額でございます 。 保健体育総務費、９款 ５項１ 目、社会体育施設 管理運営事業、補正額５
８６万９,０００円の減額でございます。これ につきましては、委託料で、冨士中予定地の剪定委託
としまして入札を行いました執行残１３１万５ ,０００円の減額でございます。それと、工事請負費、
平塚キャンプ場の撤去工事ということで４５５万４,０００円の減額でございます。これにつきまし
ては、当初９７９万３,０００円でございました けれども、執行が４７１ 万３ ,９７５円というこ と
と、今後の見込み等合わせまして、入札による執行残としまして、４５５万４,０００円の減額でご
ざいます。体育施設費、 ９款５項２目 、白井運動 公園管理運営事業としま して、補正額２１３万円
でございます。これにつ きましては、１８節の備 品購入費、競技用備品と しまして、陸上競技場の
写真判定機等の一般競争 入札による執行残２１３ 万円の減額でございます 。 歳入の部分で、教育使
用料、１３款１項６目、 体育施設使用料としまし て、グラ ウンド照明使用 料、これにつきましては
中木戸第二公園と南山グラウンド２つのグラウンドの夜間照明の部分３７万７ ,０００円の減額でご
ざいます。これらにつき ましては、南山グラウン ド、中木戸 グラウンドの 夜間利用者が当初見込ん
でいたよりも尐ないための照明使用料を減額補正するものでございます。以上です。
○秋本文化課長

続きま して、文化課 です。歳出 、文化セン ター費、９款 ４項６目 、放射能対策事

業に要する経費、補正額で３２３万７,０００円の減額でございます。１３節委託料としまして、除
染業務委託料、当初額が １２４万８ ,０００円で ありましたが、補正額１ ２４万８ ,０００円の減 額
です。それと、除染業務 設計委託料、当初額２４ ０万３ ,０００円、執行 額４１万４ ,０００円で 、
補正額が１９８万９,０ ００円の減額になります 。理由としましては、除 染業務委託料１２４万８ ,
０００円という部分で、 側溝清掃分で文化センタ ーの敷地にありますＵ字 溝１ ７７メートル等の２
１カ所の受水ます分を除 染の 対象としておりまし たが、放射線の測定の結 果、対象外となりました
ので、１２４万８,０００円は使わないという ことで、そのまま減額となっております。また、除染
業務設計委託料につきま しては、額が確定したた め、減額補正 するもので す。実際に測定しました
10

ところ、メッシュでやったところ箇所数が尐なかったということで 、４１万４,０００円で設計がで
きましたので、その差額部分が減額になっております。
続いて、歳入でござい ます。社会教育使用料、 １３款１項６目２節 、文 化センター占用使用料 で
補正額４５万８,０００ 円。文化センター占用使 用料として、当初額６１ 万１ ,０００円、見込額 で
１５万３,０００円で、 補正額４５万８,０００ 円でござ います。理由と いたしましては、文化セ ン
ターに喫茶室運営事業者 「さくら」、喫茶店があ りましたが、その「さく ら」が昨年 の２４年６月
３０日をもって退去され まして、行政財産使用料 の収入がなくなったため 、減額補正するもの です 。
なお、「さくら」の後 につきま しては、現在、 喫茶室運営事業者の候補 者が１件ありまして、そ
こと協議をしているところでございます。
続いて、文化会館の歳 入で、文化会館費、２０ 款４項２目１節 、文化会 館 の自主事業入場料とい
うことで、雑入で補正額２８４万８,０００円の減額でございます。文化会館入場料収入で 、当初額
が３４２万円、見込額が ５７万２ ,５００円、補 正額で ２８４万７,５０ ０円の減額でございます 。
補正の理由でございます が、２３年に文化会館自 主 事業の仕分けを受けま して、２４年に見直しを
したということで、その 中 で４公演の収入を見込 んでいましたが、２公演 となったため減額 するも
のです。その２公演にな っ た理由は、事業仕分け の判定結果に基づいて、 さまざまな角度から慎重
に検討を重ねてきた結果 、見直しに時間を要した ことによりまして、公演 数の減に伴いまして入場
料収入を減額しました。入場料見込額ということでは５７万２ ,５００円で、内訳は２月に行われま
す市立柏高校と３月に行われます風の五重奏団でございます。
続きまして、歳出で文 化会館費 、９款４項１０ 目 ０１事業ということで 、文化会館管理運営に要
する経費、補正額が１５３万４,０００円の減額でございます。当初額が２ ,９８２万５,０００円、
見込額が２,８２９万１,０００円、補正額が１５３万４,０００円の減額でございます。 ７節賃金、
臨時職員賃金として１９６万９,０００円の減額、１３節委託料、舞台 業務委託料としまして６３万
９,０００円の増額です。１９節といたしまして 、負担金補助及び交付金、７節賃金の臨時職員等保
険料負担金の２０万４,０００円の減額でございます。理由につきましては、まず臨時職員の退職に
より減額しました。７節 と１９節です。当初は舞 台業務の補助と 事務の補 助ということで 採用しま
したが、９月末で退職し ております。そのために 残りの分が減額という こ とでございます。続いて 、
増額でございますが、平 成２４年４月 から１２月 の実績と１月から３月の 予約 状況が昨年度よりホ
ールの利用が増えており ます。そこで、舞台音響 ・照明、管理業務委託料 を増額しまして、その６
３万９,０００円が増え ております。差し引きで １５３万４ ,０００円の 減額になっております。 平
成２３年では、舞台の利 用という 部分では３９０ 件ありましたが、平成２ ４年では４２３件と なっ
ております。続きまして、文化会館自主事業運営事業でございます。補正額４３６万１ ,０００円、
当初額が９２７万６,０００円、見込額５３６万５,０００円、補正額が４３６万１,０００円の減額
でございます。１１節の需用費、消耗品費４１万４,０００円、印刷製本費４８万円、１２節役務費、
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広告料５３万４,０００ 円、手数料１７３万４ ,０００円、それと、１３ 節委託料、システム等保 守
点検委託料３５万円の減額、１４節使用料及び賃借料、システム使用料８４万９,０００円の減額で
す。補正の理由につきま しては、当初、４公演の 事業 費を計上しましたが 、２公演となったため、
減額するものです。こち らは需用費、役務費が主 でございます。２公演に なった理由は、事業仕分
けの判定結果に基づいて 、さまざまな角度から慎 重に検討 を重ねてきた結 果、見直しに時間 を要し
たことによりまして演目が減った分、公演手数料等が減っております。
また、システム保守点 検委託料とシス テム使用 料につきましては、昨年 までは予約とチケット販
売という部分ではシステ ムを持っ ておりましたが 、２４年度から県のクラ ウド に変えまして、どう
しても自主事業の部分だ けでは予約とチケット分 という部分では必要で あ りましたが、見直しがお
くれたため、それが必要 なくなったため、そ の分 で補正の減額としており ます。以上でございます 。
○清水教育部長

最後に、学校給食共同調理場の補正予算部分でございます。

まず歳出、一般管理費 、１款１項１目、４ ０万 円の減額補正を行います 。給食運営委員会 運営に
要する経費、１節報酬部 分で２０万円の減額補正 を行いたいと思います。 補正理由でございますが 、
会議を４回開催予定をし ていたところ、１回の開 催となるため、執行残を 減額補正するものです。
これにつきましては、教 育委員会でも説明させて いただきましたけれども 、共同調理場 、給食セン
ターの耐震化・老朽化対 応として、今後どうして いくかということを協議 していく こととなってい
たわけでございますけれ ども、改修するのか、そ この場所で新築するのか 、移転して新築するのか
という問題でございます けれども、１回の会議で 、移転して改修が妥当だ という結論がその会議の
中で方向性が出てしまっ たということで、４回必 要ないということになり ましたので、減額補正し
たということでございます。
１１節需用費の食糧費でございます。この部分で９ ,０００円減額補正したいと思います。今説明
しましたように、会議を ４回予定していましたけ れども、１回となりまし たので、減額補正をする
というものでございます。
次のページをご覧くだ さい。給食総務事務に要 する経 費、１８節備品購 入費 、この部分で１９万
１,０００円を減額補正いたします。理由でございますが、パソコン（ 栄養管理、配食管理用）を２
台購入するわけでござい ますけれども、執行残、 購入するときに価格が下 がり 、その執行残を減額
補正するものでございます。
続きまして、事業費、２款１項１目、給食事業 に要する経費の部分で２０万７,０００円減額補正
いたします。これは１３ 節の委託料、食品環境検 査委託料 でございます。 理由でございますけれど
も、食品環境検査委託の入札による執行残を減額補正するものでございます。
№３のペーパーをご覧 ください。歳入のほう で ございます。一般会計繰 入金、２款１項１目 、６
０万７,０００円の減額補正となります。補正の理由でございますが、特別会計では歳入歳出を同額
に調整する必要性がある ために、歳出の減額補正 に伴い 、歳入となる一般 会計からの繰入金を減額
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補正するものでございます。以上でございます。
○市場委員長

それでは 、今の説明について質問 等ございますか。教育総 務課と学校教育課の 分に

ついても質問したいというのがありましたら、それも認めます。
○米山教育長

文化センターの除染業務委託料 １２４万８,０００円は執行をしないで全額減額をす

る。これは側溝清掃分だ ということで、放射線量 が低かったか ら何にもお こなわないということな
のか。その下の除染業務 設計委託料は額が確定し たから補正すると 、そう したら、除染業務設計委
託をしたんだから高かっ たところが出てくるはず だけ れども、その分の除 染業務委託料は全てカッ
トしたら、０.２３マイクロシーベルトを超えた部分の委託料はどこにあるのですか。
○秋本文化課長

減額する除染業務委託料１２４万８ ,０００円については、Ｕ字溝と貯水ますで 分

けていまして、施設の芝 生の張ってある前と後ろ の部分については工事費 は載って おりますので、
そちらがまだ入札等で決 定しておりません 。そち ら の減額については間に 合わなかったということ
で、そちらは予算に載っ ておりま すので、今後執 行されれば決算のほうで 出てくるというふう にな
ると思います。
○米山教育長

委託料が 側溝部分で、文化センタ ーの裏の庭、前面の広い 庭の部分の除染工事は工

事費で組んであるから、これには入っていないということですね。
○秋本文化課長
○米山教育長
○秋本文化課長
○米山教育長

はい。
委託料は側溝分ということなのか。
はい。
最後に１ 点。 自主事業で歳入も減 額して、役務費も減額し 、トータル的に自主事業

で歳出が幾らかかって幾 らにな り、減額後の額が 幾らで、歳入が減額後の 額が幾らにな り、トータ
ル的に歳入歳出のバランスはどうなっているのか。４３６万１,０００円の補正の減額はわかる が、
この減額は自主事業にかかわらないシステムの保守点検委託料も含めて４３６万１,０００円の減額
になっているので、文化 会館自主事業にかかわる ものだけは 幾ら減額にな っているのかわかれば 、
公演が減ったことで、歳 出も減るの が当然で、歳 入も減るのも当然。４回 公演を２回公演にしたの
で、２回公演分の役務費と雑入がどのくらいの差になっているか、わかれば説明してください。
○秋本文化課長

まず歳 入 としまして、当初では ４演目をおこなうという ことであったんですが、

当初は３４２万円を見込んでおったんですが、入場料、それが２公演ということで５７万２,０００
円の自主事業の収入になっています。それと、歳出では、自主事業全体では９７２万６ ,０００円で
予算化をしておりました 。広告手数料、公演手数 料ですが、 そこが、役務 費というところで見ます
と、７０４万５,０００ 円載っておりましたが、 広告料と手数料というと ころでは２２６万８ ,０ ０
０円を減らしておりますので、４７７万７,０００円の歳出であるというふうに考 えております。ト
ータル的には、自主事業 のシステムが約１２０万 円 減額になっておりまし て、トータル的には４３
６万１,０００円の減額です。
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○米山教育長

４７７万７,０００円をかけて、５７万２,５００円が収入ということですか。

○秋本文化課長
○米山教育長

収入につきましては、２公演ということで。
２公演はわかりました。金額の確認です。

○秋本文化課長
○米山教育長

中身というところでは、市立柏高校。
それもわ かってい ます。金額の確 認 です。４７７万７,０ ００円か けて、５７万２ ,

５００円の収入ということですか。
○秋本文化課長
○石亀委員

そうです。

生涯学習課の平塚キャンプ場の撤去工事、 今後の見込額というのが１４万２,９９５円

ありますけれども、まだ工事が終わっていないということですか。
○大塚生涯学習課長

キ ャンプ場につきま しては 、撤去工事は終わってお ります。その部分の残が

出るんですけども、今後 の見込額としまして、 修 繕料、修繕がまだこれか らいろいろと施設関係で
かかりますので、そういう部分を１４万２,９９５円を流用の予定で見込んでおります。これは別な
施設でございます。保健 体育の中の施設で、キャ ンプ場という部分はもう 終了し ていますけども、
そのほかに運動公園等ご ざいますので、そちらの ほうの修 繕として、見込 みがございますので、そ
ちらに流用する予定でおります。
○市場委員長

平塚キャンプ場ですが、建物全て撤去したわけですね。

○大塚生涯学習課長

基 本的に全て原状に戻すと いう。借りている土地で ございますので、原状回

復ということで、地主さ んと相談しまして、地主 さんが植木とか一部残し てほしいとかそういうも
の以外は全部取り壊しております。
○米山教育長

これだけ 見ると、工事費全部が入 っている数字になってい る ことから、平塚のキャ

ンプ場撤去費だけの当初 予算と撤去費は幾らで す か。１５節、いろんな工 事が入って減額し ていて 、
流用したりしているから 、平塚キャンプ場だけの 数字がこれからでは読み 取れないので、１５節 の
予算ではなくて、平塚キャンプ場単体の予算と撤去費用はいくらですか。
○大塚生涯学習課長

キャンプ場につきましては、予算額９７９万３ ,０００円が当初予算でござい

ます。そして、契約額が４７１万３,９７５円でございます。これの残が ５０７万９，０２５円とい
う。これはキャンプ場の 部分でございまして、 そ のほかに別な流用とかが 入っています。キャンプ
場につきましてはこの金額でございます。
○米山教育長

では、残 った金額の中から既に流 用して、ほかの修繕費に お金を回し 、今後も、ど

こか壊れた場合に直す予算を組んでいないので、この工事費の残１４万２ ,９９５円を今後の修繕費
のほうに回していこうという考えで補正額が４５５万４,０００円ということですね。
○大塚生涯学習課長

消 耗品への流用とか、償還 金利子及び割引料への流 用、修繕料の流用 という

ものが、現在も３８万１,９７２円ほど流用しておりますけれども、それと 今後の修繕という部分で
流用する予定でおります ものも含めて、今後の流 用 の部分としてここに書 いたものでございます。
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以上です。
○市場委員長

ほか、ございますか。

ないようでしたら、承認でよろしいですか。
〔「はい」と言う者あり〕

○市場委員長

承認といたします。

非公開案件

○議案第３号

準要保護児童・生徒の認定について

非公開案件

○協議第１号

指定校の変更について

非公開案件

○協議第２号

白井市優良児童・生徒表彰の推薦について

非公開案件

○報告第１号

平成２４年度白井市心身障害児童・生徒就学指導委員会の結果につ

いて

非公開案件

○報告第２号

準要保護児童・生徒の認定について

非公開案件

○報告第３号

教育長の代決について

○その他
○市場委員長
○清水教育部長

その他、報告等ありましたらお願いします。
それでは、体罰防止の徹底について報告させていただきたいと思います。ご存じのよ

うに、今、いろいろな高校や社会体育での体罰等々が問題になっていて、報道されています。それを受
けまして、県から体罰防止の徹底についてという通知がまいりました。２枚目のところを見ていただき
ますと県から来た通知がございます。「学校に設置された相談窓口の活用と体罰防止の徹底について」
という通知でございます。
この通知を受けまして、白井市では１枚目の通知を各学校に対して行ったところです。ご存じのよう
に、体罰防止については日ごろから取り組んでおりまして、特段、これを集中してということではなく、
不祥事防止という観点で今までもいろいろな場面で通知しましたけれども、わいせつ・セクハラ行為の
根絶、体罰の根絶、交通事故の根絶、情報漏洩の根絶等々、いろんな不祥事があるわけですけれども、
その一つのものとして、毎年毎年、教育委員会から学校にももちろんお話しさせていただきますし、学
校でも校内で研修会を開いて、そういう不祥事防止の研修の計画を自主的につくり、年間計画をつくり、
不祥事防止の研修をしていただいて、各学校で取り組んでいるところでございます。 今年も体罰関係で
各学校とも、尐なくとも２回は体罰防止の校内研修を行っているという実績がございます。今回いろい
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ろ騒がれ、白井市はどうなっているんだということを聞かれることも多々あろうかと思いますけれども、
そういう形で学校も十分認識していて、学校ごとに研修をしています。場面によっては市教育委員会か
ら指導主事を派遣して、講師ということで各学校に行って研修をおこなっているということもしており
ます。その通知につきましては、後ほど見ていただければと思います。なお、後ろから２枚目のところ
に「学校教育法第１１条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」といったものをつけておき
ましたので、後ほど見ていただいて、共通認識しておきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと
思います。以上、報告させていただきます。
○市場委員長

質問等ありますか。

○市場委員長

「一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」というのはどういうことで

すか。
○清水教育部長

「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為と

しては一切許容されないとすること」は「予想するところではない」ということは、一部あってもいい
よといっています。
○米山教育長
○清水教育部長

行使が許容されるといってますよね。
行使が許容されるから、両方ともいいよといっています。げんこつとかビンタはだめ

だけれども、例えば「今何やってるんだ、そんなことをやることはないだろう」ということを言って、
ちょっと立ちなさいということで、立ったままお説教をするだとか。
○米山教育長
○清水教育部長

有形力の行使により行われた懲戒、有形力の行使は、げんこつは入らないのですか。
いや、入ります。それはだめですけども、立たせるとか、ちょっと指導するに当たっ

て、ちょっと廊下に出なさいと言って、出しっぱなしにするのはだめだけれども、廊下へ出てちょっと
悟しをするだとか、座らせるだとか、そういう有形力の行使は許容の範囲はあり得る。発達に応じて慎
重な教育上の配慮のもとに行うものであれば。ただ、１時間も２時間も際限なく立たせるということは、
それはやり過ぎでしょうといって体罰になるでしょうし、放ったらかしにして、廊下で放っておくとい
うのも体罰になるでしょうけれども。（５）にあります、それが。
○市場委員長

後ろへ立たせるということはいいけれども、廊下へ出して授業をやったらだめ。

○米山教育長

これはもう一回ゆっくり読んでみてください。

○市場委員長

ほか、ございますか。他になければ、以上をもちまして本日の日程は終了しました。次

回の会議は３月２６日の予定です。
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