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○委員長開会宣言
○石亀委員長

これから平成２５年第６回白井市教育委員会定例会を開会いたします。

本日の出席委員は５名です。
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
○石亀委員長

会議録署名人の指名をいたします。石垣委員と小林委員にお願いいたします。

○前回会議録の承認
○石亀委員長

初めに前回会議録の承認を行います。

訂正等がありましたら、お願いいたします。ありませんか。
〔「特にありません」と言う者あり〕
○石亀委員長

ないようでしたら、先に進みます。

○委員報告
○石亀委員長
○小林委員

各委員からの報告を行います。報告のある方、お願いいたします。
５月２７日 月曜日、浦安市文化会館 で千葉県市町村教育委員 会連絡協議会定期総会及 び

研修会がありました。総 会が行われ、その後、特 別講演として、千葉県教 育委員会教育委員長の 金 本
氏より「教育委員会とし て今何をしなければなら ないか」と題して講演が あり、今後 の白井市教育 委
員会のあり方を考える上で大変参考になりました。
５月３１日金曜日、関 東甲信越静市町村教育委 員会連合会総会及び研修 会が つくば国際会議場大 ホ
ールでありました。総会 が行われました後、文部 省初等中等教育局の 丸山 洋司 氏より行政説明があ り
ました。その後、ノーベ ル物理学賞受賞者の 江崎 玲於奈氏によりまして「 新しい世界を開くイノベ ー
ション（技術革新）私の 歩み」という題で講演が ありまして、科学者の立 場から、教育につきまし て
も独創性とか個性を豊か にするとか、教育にも参 考になるお話をいただき ました。８８歳で非常に パ
ワフルな講演でした。
６月３日月曜日、佐倉 市の合同庁舎で薬物乱用 防止指導員印旛健康福祉 センター地区協議会総会 及
び研修会があり、総会の 後、成田税関の広報広聴 官小林氏より 「成田空港 における麻薬等密輸の状 況
について」という講演が ありまして、不正薬物の 密輸の現状、薬物を日本 に持ち込ませないための い
ろいろな対策について学ぶことができました。以上です。
○石亀委員長
○髙城委員

ありがとうございます。ほかにありますか。
本日ですが 、９時に市役所に集合し まして、１０時から１１ 時まで、松戸特別支援学 校

を視察いたしました。小 学部１年生から高等部３ 年生までの肢体不自由の 児童・生徒が通う特別支 援
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学校です。高等部では、 卒業後の進路を自分で決 められるように産業現場 などにおける実習にも取 り
組んでいるそうです。寄 宿舎もありまして、卒業 後の生活 に困ることが尐 なくなるように、社会的 自
立に向けて支援している そうです。生徒達の前向 きな生活 、勉強態度と、 先生 方の熱意が感じられ ま
した。以上です。
○石亀委員長

ありがとうございました。

ほかにありますか。
〔「なし」と言う者あり〕

○教育長報告
○石亀委員長

米山教育長から報告がありましたらお願いします。

○米山教育長

前回の定 例教育委員会議以降 の報 告をいたします。 ５月７ 日 の教育委員会議が開催 さ

れた日の午前中に、教育 委員 の皆さんと冨士セン ターと学校給食 共同調理 場 を視察いたしました。 冨
士センターについては、 本年度から 市直営になり 、事業については地域の 方々でつくった団体に一 部
委託をしたということで 、事業内容 と施設を見学 いたしました。また、学 校給食共同調理場 の建て 替
えということで、場所の 移転を含む建て替えが決 定しておりますので、現 状の給食センターを見て ま
いりました。なお、建て 替えの方針 等については 、今後教育委員会議の中 で決定していきたいと思 っ
ています。
９日、１０日、関東地 区都市教育長協議会に出 席いたしま した。主な内 容としては、教育委員会 制
度のあり方ということで 、教育再生実行会議の二 次答申を受けた中での説 明と関東地区の教育長の 考
え方ということで協議会が開催されました。
１１日土曜日、市Ｐ連 の総会が開催されました 。市Ｐ連の会長に池の上 小学校の会長の石川さん が
就任されました。
１５日水曜日、第１回 目の教科 用図書印旛採択 地区協議会 が印西市で開 催され 、委員長と出席し ま
した。主な内容としては、各教科用図書の選定委員の選任が行われました。
１８日土曜日、子ども ワンパク大会 が第二小学 校で開催され ました。例 年より参加者 が多いよう に
思われました。この中で は、子ども会であるとか 、青尐年団体、また地域 の方々等 の協力により、 体
育館と校庭を利用して、 子ども達に昔からの楽し い遊び方 などを教えてい ただいたりして 、楽しん で
いました。
１８日、２時からＳＩ ＮＣＳ によるチャリティ ーリサイタルに参加いた しました。毎年 ＳＩＮＣ Ｓ
さんのほうから、文化事 業に対して寄附をいただ いております。文化会館 の事業、また文化会館の 修
繕費等に充ててください ということでいただいて おります。観客数も、１ 階席は７割か８割入って お
り、大変多くの方が聴きに来られておりました。
２０日、印西市の松山 下運動公園で小学校陸上 競技大会が開催されまし た。 結果については後ほ ど
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配付いたしますのでご覧いただきたいと思います。
２３日、文化財センタ ーにおきまして理事会が 開催されまし た。委員が 大分変わりましたので、 新
任委員を同意、それと文化財センターの事業計画についての説明を受けてまいりました。
２４日、社会福祉協議 会評議員会が開催されま し た。同日４時から学校 保健会総会が開催されま し
た。会長の挨拶の中で、 インフルエンザに対する 考え方ということで、今 年の冬、どのような形の イ
ンフルエンザが流行する かどうかはっきりわから ないということで したが 、学校長と医師との間で 若
干のずれがあるというこ とで、学校医に相談して くださいというような話 がありました。学校閉鎖 、
学級閉鎖、学年閉鎖をす る場合に、学校のほうで は短い日にちでしたいと いう考え方はわかるけど 、
流行するインフルエンザ の種類によっては、１回 出て きて、もう一度学級 閉鎖をしなければならな く
なることもあるというこ とでした。 学級閉鎖、学 校閉鎖の権限は 学校長に あるので、学校医として 相
談に乗っていきたいというような話がありました。
それから、エピペンに ついて、これについても 学校教育課のほうで全て 調査をいたしまして、ア レ
ルギーのある子、エピペ ンを持参している子等の 調査が終わりまし た。ま た、学校保健会のほうで も
大変心配されておりまし て、使用期限 が１年間で １本１万円するものなの で、学校に置いておいて い
いのかどうかを含めて、 各学校の対応、保護者と の対応 について学校保健 会のほうでも大変心配し て
いただき、今後アドバイ ス、指導をいただけると いうことで した。今後も 学校教育課と学校保健会 が
連携をとりながら対応していきたいと思っています。
２７日は、先ほど小林委員からあったとおり、千教連総会に行ってまいりました。
３１日も、先ほど小林 委員のほうから報告があ った関東甲信越静の教育 委員会の連合会の総会に 出
席いたしました。
６月１日土曜日、大山 口中で運動会がありまし た。大変感動的な応援合 戦がありまして、感動の あ
まり泣きながら自分のテリトリーを進めていた子ども達もいて、感動的な応援合戦でした。
同日、運動公園でスポ ーツレクリエーション祭 が開催され ました。大変 多くの方 に出席していた だ
きました。グラウンドゴ ルフだけで約１５０名の 参加があり、そのほかウ ォーキング等 もありまし た。
テーマが「いつでもどこ でも楽しめるスポーツレ クリエーション」という ことで、 天候が尐し暑い か
なと思ったんですけども、大変多くの方の参加をいただきました。
また、昨日から議会がスタートいたしました。今月２７日までの会期になります。
私のほうからは以上です。
○石亀委員長

ありがとうございました。

それでは、委員報告、教育長報告について質問がございましたらお願いいたします。
特になければ、先に進みたいと思います。

○石亀委員長

非公開案件についてお諮り いたします。
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報告第１号「準要保護 児童・生徒の認定につい て 」は、個人に関する情 報であるために 、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〕
○石亀委員長

それでは、非公開といたします。

○議案第１号

白井市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

○石亀員長

これから議事に入ります。公開案件から先に行います。

議案第１号「白井市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
をお願いいたします。
○田代教育部長

議案第１号「白井市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」。白井市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を次の ように制定す
る。平成２５年６月４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、本案につきましては、平成２５年度に係る幼稚園就園奨励費補助金の国庫
補助限度額の改正に伴い、規則を改正するものです。
平成２５年度に係る幼稚園就園奨励費補助金の国庫補助限度額の改正につきましては、補助限度額及
び対象区分が変更となり、当市の補助金交付規則につきましても国の基準を準用していることから、本
規則の一部を改めるものです。
昨年度までは、国において、夫婦と１６歳未満の子どもの２人の世帯をモデル世帯として設定し、当
該世帯について負担が生じないように見直す方式がとられておりましたが、本年度は、子どもの人数に
より補助基準額を変動させ、多子世帯に配慮した簡便な調整方式がとられることになりました。そのた
め、所得割課税額の基準額を算出するにあたり、改正案において、１６歳未満の扶養親族及び１６歳以
上１９歳未満の扶養親族の数をもとに所定の計算式に当てはめ、 ｢基準額Ａ｣及び｢基準額Ｂ｣とし算出さ
れた所得割課税額の基準額をもとに補助限度額を決定するものでございます。
具体的に説明しますので、１枚めくっていただきたいと思います。あと、お手元の資料に新旧対照表
があるかと思います。あわせてご覧いただきたいと思います。できれば、新旧対照表のほうが見やすい
ですので、そちらのほうを主に見ていただければありがたいと思います。
新旧対照表の第２条関係の別表第１を及び別表第２につきまして、改めております。新旧対照表では、
右側が現行、左側が改正案になります。
まず、別表第１から説明させていただきます。別表第１の区分の欄で、上から縦に見ていきます。生
活保護法に基づく保護を受けている世帯、２段目に市町村民税が非課税となる世帯、３段目に市町村民
税の所得割額が非課税となる世帯、ここまでは変わりません。次に４段目の所得割課税額が ｢７万７,１
００円以下｣を｢基準額Ａ以下｣とし、５段目の｢７万７,１００円を超え２１万１,２００円以下｣を｢基準
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額Ａを超え基準額Ｂ以下｣とし、改正案につきましては、６段目に、｢上記以外の世帯｣を設けるもので
す。
補助限度額についてですが、右側の現行と改正案を見比べていただきたいと思います。左から、第１
子が就園している場合、２番目の欄が２人以上就園している場合の第２子、３番目の欄が３人以上就園
していて第３子以降の場合の補助額がそれぞれ出ています。第１子で生活保護を受けている場合ですと、
２２万６,２００円が２２万９,２００円で３,０００円の増額に改正となります。第２子の場合、２６
万６,０００円が２６万８,０００円で２,０００円の増額、第３子以降の場合、３０万５,０００円が３
０万８,０００円で３,０００円の増額に改正になります。
順次、表で数字を確認いただきますと、第１子につきましては、４段目まで３ ,０００円の増額、そ
の下、所得割課税額が｢基準額Ａを超え基準額Ｂ以下｣となる世帯については１万２,０００円の増額に
改正となります。第２子につきましては、上から４区分までは２ ,０００円の増額、その下の区分では
７,０００円の増額となっており、第３子以降の部分につきましては、全て３ ,０００円の増額に改正と
なっております。今回の改正では、一番右側の第３子以降の部分でどの区分にも該当しない世帯につき
ましては、補助限度額を設け、金額につきましては３０万８,０００円となっております。
１枚めくっていただきまして、備考の欄があります。下の備考の欄につきましては、国において示さ
れた表記を参考に文言を整理し、表の区分で設けました基準額Ａ及び基準額Ｂを算出 する計算式を表記
するよう改正するものでございます。
続きまして、別表第２につきまして説明させていただきます。別表第２につきましては、幼稚園に就
園しているお子さんの上に小学校１年から３年までの兄または姉を有しているケースの表となります。
区分におきましては、別表第１と同様で、上から生活保護法に基づく保護を受けている世帯、２段目に
市町村民税が非課税となる世帯、３段目に市町村民税の所得割額が非課税となる世帯、ここまでは変わ
りがありません。次に４段目の所得割課税額が｢７万７,１００円以下｣を｢基準額Ａ以下｣とし、５段目
の｢７万７,１００円を超え２１万１,２００円以下｣を、｢基準額Ａを超え基準額Ｂ以下｣としております。
別表第１に設けてありました６段目の｢上記以外の世帯｣につきましては、国の基準にあわせ、この別表
第２は設けてございません。
補助限度額につきましては、先ほどの別表第１と同様に額をご覧いただくと、生活保護法に基づく保
護を受けている世帯につきましては、小学校１年から３年生までに兄または姉がいて、幼稚園に通って
いるお子さんがいる世帯、第２子につきましては、２４万７,０００円が２４万９,０００円で２,００
０円の増額に改正となります。そのお子さんよりも下にお子さんが幼稚園に就園している場合、つまり
第３子以降も幼稚園に就園しているケースの場合は、３０万５,０００円だったものが３０万８,０００
円で３,０００円の増額に改正するものです。第２子につきましては、４段目まで２,０００円の増額、
５段目については額の変更はございません。第３子以降の部分につきましては、全て３ ,０００円の増
額の改正となっております。
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表の下の備考部分につきましては、別表第１と同様、国において示された表記を参考に文言を整理し、
表の区分で設けました基準額Ａ及び基準額Ｂを算出する計算式を表記するよう改正するものです。
次に、１枚めくって、最後のページになります。１号様式、３条第１項関係でございますが、 ｢保育
料減免措置に関する調書｣を申請者から提出してもらいますが、今回の改正で補助限度額の区分の決定
に際し、１９歳未満の扶養親族の数が必要となることから、申請者に１９歳未満の扶養親族に該当する
場合、記入してもらう欄を設けるものです。また、備考においては、１９歳未満の扶養親族の欄に該当
する場合は、○を記載してもらう旨を明記するものです。
同意書欄においては、所得割課税額を課税課に対し照会する際、扶養親族の数に関しても照会が必要
になることから、｢市町村民税について｣を｢市町村民税に関する事項について｣に改め、｢課税額｣として
いたものを削除するものです。
以上で説明を終了させていただきます。
○石亀委員長

ただいま の議案第１号についての 質問がありましたら お願 いいたします。 いかがで

しょうか。質問はありませんでしょうか。では、よろしいですか。
〔「はい」と言う者あり〕
○石亀委員長

議案第１ 号については、原案のと おりに 決定することに異 議はございませんでしょ

うか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
○石亀委員長

それでは、議案第１号は原案のとおりに決定いたしました。

○議案第２号
○石亀委員長

白井市文化会館運営協議会委員の委嘱について

次に議案第２号「白井市文化会館運営協議会委員の委嘱について」説明をお願いいたしま

す。
○黒澤文化課長

議案第２号「白井市文化会館運営協議会委員の委嘱について」。白井市教育委員会は、

白井市文化会館の設置及び管理に関する条例第１５条第３項及び第４項 の規定により、別紙のとおり委
嘱する。平成２５年６月４日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

本案につきましては、白井市文化会館運営協議会委員の任期が平成２５年６月３０日をもって満了と
なるため、新たに委員を委嘱するものでございます。全体で９人でございますが、任期につきましては、
２５年７月１日から２７年６月３０日までの２年間を予定しているものでございます。川村 啓三さん、
川上禮子さん、馬場崎隆二さんが新規委員でございまして、そのほかの方につきましては、再任という
ことになっております。以上でございます。
○石亀委員長

議案第２号について、質問がありましたらお願いいたします。

それでは、特になけれ ば進みたいと思いますが 、議案第２号について 、 原案のとおり決定するこ
とでよろしいでしょうか。
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〔「はい」と言う者あり〕
○石亀委員長

それでは、議案第２号は原案のとおりに決定いたします。

○議案第３号
○石亀委員長
○黒澤文化課長

白井市立図書館協議会委員の委嘱について

議案第３号「白井市立図書館協議会委員の委嘱について」説明をお願いいたします。
議案第３号「白井市立図書館協議会委員の委嘱について」。白井市教育委員会は、図

書館法第１５条及び白井市立図書館設置条例第３条の規定により、別紙のとおり委嘱する。平成２５年
６月４日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

本案につきましては、白井市立図書館協議会委員の任期が６月３０日をもって満了となるため、新た
に委嘱するものでございます。全体で７名でございまして、任期につきましては、２５年７月１日から
２７年６月３０日まででございます。宮田照子さん、吉井信行さん、進藤節子さんの３名が新規でござ
いまして、そのほかの方につきましては再任でございます。以上でございます。
○石亀委員長

ただいまの議案第３号について、質問がありましたらお願いいたします。

それでは、議案第３号 についてお諮りします。 原案のとおり 決定するこ とに異議はございません
でしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
○石亀委員長

それでは、議案第３号は原案のとおりに決定いたしました。

○議案第４号
○石亀委員長
○黒澤文化課長

白井市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について

議案第４号「白井市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について」説明をお願いいたします。
議案第４号「白井市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について」説明いたします。白

井市教育委員会は、白井市郷土資料館設置管理条例第７条第３項及び第４項の規定により、別紙のとお
り委嘱する。平成２５年６月４日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

本案につきましては、郷土資料館運営協議会委員の任期が本年６月３０日をもって満了となるため、
新たに委員を委嘱するものでございます。８名の方を委嘱するものでございます。任期につきましては、
２５年７月１日から２７年６月３０日までということでございます。能勢幸枝さん、小林茂さん、阿部
哲さんの３名が新規でございまして、そのほかの方につきましては再任でございます。
以上でございます。
○石亀委員長

ただいまの議案第４号について、質問がありましたらお願いいたします。

それでは、この議案第 ４号について 特になけれ ば、 原案のとおりに決定 すること にご異議ござい
ませんでしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
○石亀委員長

それでは、議案第４号は原案のとおりに決定いたしました。
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○議案第５号
○石亀委員長

白井市プラネタリウム館運営協議会委員の委嘱について

次に議案第５号「白井市プラネタリウム館運営協議会委員の委嘱について」説明をお願い

いたします。
○黒澤文化課長

「白井市プラネタリウム館運営協議会委員の委嘱について 」。 白 井市 教育 委 員会は 、

白井市プラネタリウム館 設置管理条例第７条第３ 項及び第４項の規定によ り、別紙のとおり委嘱す る。
平成２５年６月４日提出 。白井市教育委員会教育 長

米山一幸。本案につ きまして は、白井市プラ ネ

タリウム館運営協議会委 員の任期が本年６月３０ 日をもって満了となるた めに、新たに委員を委嘱 す
るものでございます。委 員は６名になっておりま す。任期につきましては 、 ２５年７月１日から２ ７
年６月３０日までです。 荒木孝一さん、赤瀬篤也 さんが新規でございまし て、そのほか の方につき ま
しては再任ということになっております。以上でございます。
○石亀委員長

ただいまの議案第５号について、質問がありましたらお願いいたします。

それでは、議案第５号 については、特に質疑等 なければ、 原案のとおり に決定することでよろし い
でしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
○石亀委員長

それでは、議案第５号は原案のとおりに決定いたしました。

○議案第６号
○石亀委員長

白井市教育センター室運営委員の委嘱について

続いて議案第６号「白井市教育センター室運営委員の委嘱について」説明をお願いいたし

ます。
○田代教育部長

議案第６号について説明いたします。「白井市教育センター室運営委員の任命につい

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、別紙
のとおり任命する。平成２５年６月４日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

提案理由につきまして は、本案は、平成２４年 度人事異動等で委員に欠 員が生じたことから、補 欠
委員を任命するものでございます。
裏面をご覧ください。 新たに任期の途中で委嘱 される委員は、白井市第 三小学校の浅利校長、七 次
台中学校の中嶋校長、白 井第一小学校の水﨑校長 、清水口小学校の小泉教 頭 です。残りの任期平成 ２
５年６月１日から平成２ ６年５月３１日までの任 期と いう形で補欠委員を 委嘱するものでございま す。
○石亀委員長

ただいま のご説明にありました議 案第６号について、質問 等ありましたらお願いい た

します。
○石亀委員長

なければ 、議案第６号について原 案のとおりに決定いたし ますが、ご異議ございま せ

んでしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
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○石亀委員長

それでは、議案第６号は原案のとおりに決定いたしました。

非公開案件

○報告第１号

準要保護児童・生徒の認定について

○その他
○石亀委員長

その他何かありますでしょうか。

○五十嵐教育総務課長

先月５月７日の教育委員 会議におきまして議案と して提出させていただき ま

した七次台小学校の改修 工事の契約の締結につき まして、 その後につきま して報告いたします。実 は
５月７日に開札した結果 、 確定までいきませんで した。業者と話し合いを しましたけれども、不調 と
いうことで終わってしま いました。その後、もう 一度設計の単価の見直し 、積算見積もりの取り直 し
という作業をしまして、 本日、入札 が行われまし た。 ５月７日の際には一 般競争入札ということで ６
６社が該当し、それを入 札したわけですが、今回 につきましては１５社の 指名競争入札ということ で
対応させていただきまし た。 本日２時に開札をし ました結果、 前田建設工 業株式会社が落札したと い
う情報が今ありましたので、ご報告させていただきます。
なお、現在開会中の定 例議会に 、契約の締結議 案を 追加で提案させてい ただき たいと思いますの で、
よろしくお願いいたします。
○米山教育長

以上、ご報告を終わります。

入札の結 果が今わかったので、 議 会のほうに議案として提 案します 。本来であれば 教

育委員会議で議案として 提案しなければいけませ んが 、本日この報告をさ せて いただいて、来月の 定
例教育委員会議で、議会の結果を報告するという形をとらせていただきたいと思います。
○石亀委員長

それでは 、 今日は本日の入札結果 の報告、これを議会に提 案をして、その結果を次 回

の委員会で報告していただくという流れでございます。ほかに何かありますか。
○黒澤文化課長

フジテ レビの『 千葉の贈り物』 という、毎 週朝８時５５ 分からありますが、６月 １

６日日曜日に市のプラネ タリウムが放映されると いうことになっておりま す 。また県民だより８月 号
にもプラネタリウム館が紹介されるということになっておりますので報告させていただきます。
○石亀委員長

プラネタ リウムについて６月１６ 日日曜日、８時５５分か らフジテレビで放映され る

ということ、県民だよりは８月に掲載されるということで、皆さん、ご注目をしてください。
他にありませんでしょうか。特になければ、以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。
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