白井市教育委員会会議録

○会議日程
平成２６年９月２日（火）
白井市役所４階第１会議室
１．委員長開会宣言
２．会議録署名人の指名
３．前回会議録の承認
４．委員報告
５．教育長報告
６．議決事項
議案第１号

白井市指定文化財の指定について

７．報告事項
報告第１号

平成２６年度白井市教育委員会事務事業点検・評価委員の選任について

報告第２号

準要保護児童・生徒の認定について

８．その他
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午後２時０５分

開

会

○委員長開会宣言
○石亀委員長

これから平成２６年第９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。
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します。小林委員と石垣委員にお願いいたします。

○前回会議録の承認
○石亀委員長

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します。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、先に進みます。

○委員報告
○石亀委員長
○小林委員

委員報告を行います。各委員からありましたらお願いします。
８月５日、 白井高校で印旛地区中学 生 ・高校生の交流会があ りました。今回は白井地 区

の生徒ということで、白 井高校の生徒と市内の中 学生が参加し、 ３グルー プに分かれて、高校生が リ
ードする形で中学生と一 緒にテーマを決めて、そ れについて討論という形 で行われました。高校生 が
よくリードして進めてい ました。中学生も積極的 に話をして おり、中学生 ・高校生とも非常によく 考
えていました。将来に向 かっていろいろなことを 考えていけたらというこ とがわかり、本当にいい 機
会だったと思いました。以上です。
○石亀委員長

８月２０日、平成２６年度第１回青少年問題協議会に出席しました。会議の内容は、第１

回目ということで委嘱状の交付といじめ問題対策推進法に基づく白井市いじめ防止基本方針についての説
明や出席者の皆さんの自己紹介などがありました。会議は公開で行われましたが、これから何回か開催さ
れるということですので、活発な意見交換ができるといいと思います。以上です。

○教育長報告
○石亀委員長

教育長報告をお願いします。

○米山教育長

今、小林委員から話がありましたとおり、８月５日に定例教育委員会議が終わった後、印

旛地区中学校・高校生との交流会に参加いたしました。県教委の事業で本年度は白井高校で実施されまし
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た。感じたことなんですが、コミュニケーションという形を考えると、子ども達が意見を言うときの語尾
がはっきりしていないという印象を受けました。中学校の校長先生には話をしたんですがそのような印象
を受けました。６日、歯科医師会の代表の先生と面談し、来年度の健診の事業調整をさせていただきまし
た。１２日、文化財審議会が開催され市の指定文化財の選定等について審議いたしました。１５日、桜台
中学校の校長先生をはじめ青少年国際交流事業の派遣職員と懇談し、翌日子ども達を含め元気に出発いた
しました。２０日、青少年問題協議会が開催されました。第１回目ということで、今回はいじめ対策基本
方針の説明を主にいたしました。県のいじめ防止対策方針も公表されましたので一度見ておいていただき
たいと思います。２１日、市教育研究会全体研修会が開催されました。市内の全教員が２つの会場に分か
れての研修会でしたが、大ホールではＱ－Ｕの発案者である早稲田大学の河村教授に講演をいただきまし
た。もう一度Ｑ－Ｕの活用について先生方に理解をしていただいて、学級経営、いじめ 、不登校の防止に
役立てたいということで行われました。また、中ホールでは不登校対策ということで、長い間教育相談や
不登校対策に取り組まれ、現在は埼玉県の教育委員をされている藤崎先生による不登校対策の研修会が行
われました。２４日日曜日、白井杯ミニバスケットボール交流大会に出席いたしました。２６日、青少年
国際交流事業の帰国式がありました。子ども達と随行の先生方が元気に帰ってこられました。後日報告会
がありますので、そのときに子ども達の感想を聞いてみたいと思っております。 ３１日日曜日、スポーツ
少年団の秋季交流大会開会式に出席いたしました。本市の場合、子ども達の人数は減ってはいないんです
けど、スポ少の加入が若干少ないということで、チームの統合等があると聞いております。
教科書の選定について大変ありがとうございました。決定した教科用図書についてはホームページに掲
載いたしました。それから、全国学力テストの結果が各学校にきております。今後の教育活動にどのよう
に活かすかを教育センター室を中心として進めてもらいたいと思います。結果だけにとらわれることなく、
子どもにとってよくわかる授業を進めることに主眼を置いてもらいたいという ことを本日の校長会でも話
をしました。私のほうからは以上です。
○石亀委員長

委員報告、教育長報告について、質問等がありましたらお願いいたします。なければ、先

に進みます。

○石亀委員長

非公開案件についてお諮りします。

報告第２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 の ため 非公開がよろしいと 思
われますが、いかがでしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
○石亀委員長

では、非公開といたします。

○議案第１号
○石亀委員長

白井市指定文化財の指定について

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「白井市指定文化財の
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指定について」を議題といたします。
○黒澤文化課長

議案第１号「白井市指定文化財の指定について」。白井市指定文化財保護に関する条

例第４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり指定する。平成２６年９月２日提出。白井市教育委員会
委員長

米山一幸。本案につきましては、市の区域内にあります重要なものを文化財として指定したい

ので提案するものです。市の指定でございまして、３１件目になります。国が１つありまして、県の指
定が４つありまして、市のほうは３１件目でございます。木所沢中村家文書、有形文化財の歴史資料で
ございます。内容につきましては、江戸時代に名主を務めました大字木の所沢地区にあります中村家に
伝わります文書群で、４４１点ありまして、中でも慶長７年（１６０２）、今から約４００年ちょっと
前の水帳は「白井」という地名を記録した最古級の史料でございます。水帳という のは、水田の所有者
関係であるとか、面積だとか、そのようなものが書かれているものでございます。木所沢中村家文書は
近世の所沢村の状況を伝える貴重な文書群でありまして、また、明治期の白井地域の状況を知る意味で
も白井の歴史上価値の高いものでございます。指定にあたりましては、教育委員会の承認をいただくわ
けでございますが、文化財の保護に関する条例によりまして、所有者の同意を得るということになって
おりますが、８月２１日に同意をいただいておりまして、８月１２日に行われました文化財審議会にお
いても、指定すべしということで答申をいただいているところでございます。今後につきましては、指
定を承認いただいた後、寄託という制度をとらせていただきます。所有権は本人のものなんですけども、
市のほうが管理をしまして、利用は市のほうがするということで、今後承認をいただいた後は寄託をい
ただく予定です。
○石亀委員長

ただいまの説明について、質問がありましたらお願いします。

○米山教育長

４４１点 について、これは１冊な のか、４４１ページある のか、その辺 について教

えてください。
○黒澤文化課長

１つ、 ２つというペーパー状の ものが６３％、この水帳 のように 冊子としてなっ

ているものが、その残り でございます。現在、水 帳につきましては、既に 修補の作業で修繕が完了
しておりまして、Ａ４の大きさになっております。
○米山教育長

素人が読 んで読めるのか、それと も専門家に書き下し文 の ような 形でお願いをする

のか、学芸員で読み取れるのか、その辺はどうなっていますか。
○黒澤文化課長

専門家 でないとはっきり読めな いと思います。既に解読 したものが白井町史の最

初の４６３ページに訳し た ものが出ております。 これを読みますと、当時 の所沢村の田んぼの量で
あるとか、田んぼがいい ところと悪いとこ ろと、 米のとれるところととれ ないところだとか、それ
によって年貢米の量とか決まっているとか、そのようなことが訳されて出ております。
○米山教育長
○黒澤文化課長
○米山教育長

この古文 書自体は以前からあった ということで 、今回指定 をするということですね 。
はい。
市で預かる場合に温度管理や害虫対策などありますが、どこで保管していますか。
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○黒澤文化課長

郷土資 料館にあります書庫で燻 蒸とかをして、収蔵庫の ほうに保管し展示とかを

する予定です。
○米山教育長

わかりました。

○石亀委員長

では、この件についてはよろしいでしょうか。

それでは、ただいまの議 案第１号についてお諮り します。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

議案第１号は原案のとおりに決定いたします。

○報告第１号
○石亀委員長

平成２６年度白井市教育委員会事務事業点検・評価委員の選任について

報告事項に入ります。

報告第１号「平成２ ６年 度 白井 市教育 委員 会事 務 事業点 検・評 価委 員の選 任につ いて 」 説明 をお願 い
します。
○ 五 十 嵐 教育 総 務課 長

報告第１号「白井市教育委員会事務事業点検・評価委員の選任について」。

白井市教育委員会は、白井市教育委員会事務事業点検・評価委員を別紙のとおり選任したので報告する。
平成２６年９月２日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。本案は、平成２６年度白井市教育委員

会事務事業点検・評価を実施するにあたり、学識経験者を選任したので報告するものでございます。
学識経験者ということで２名の方にお願いします。湯浅勝雄さんにつきましては２４年度から３年目に
なります。野田桃香さんについては２５年度から２年目ということでお願いするものでございます。
なお、開催日程でございますけれども、１０月２回、１１月１回、計３回を予定しております。 今後日
程を調整させていただきまして、またご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。
○米山教育長

市の事務事業評価を受けて、それをベースに点検をしたいと思います。

湯浅さんについてはＰＴ Ａの会長を何年もやられ 、またＰ連の会長 もやら れまして 、現職は公益法
人に勤務されている方で 、いろんな事業にも詳し く、子どもの立場に立っ て意見を言える方なので
ふさわしいと思っていま す。 それから野田さんは 、特別支援教育に対して も大変理解があると同時
に豊富な知識を持たれて おり 、この２人の方に再 度お願いしたいと思って います。よろしくお願い
します。
○石亀委員長

他によろ しいですか。ほかにない ようですので、このメン バーで 点検・評価を行う

ということになると思います。報告第１号については以上で終わります。

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

○その他
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○石亀委員長

その他、何かありましたらお願いします。

○田代教育部長

教科書 の採択についての一覧表 をお配りいたしました。 採択していただいたもの に

ついて、その内容等を記 載したものが書かれてい ます。これにつきまして は、 教育センター室のホ ー
ムページで９月１日に公開されております。以上報告させていただきます。
○藤咲生涯学習課長

青 少年女性センターの臨時 休館について、今月２７ 日、２８日に福祉センタ ー

フェスティバルを行うた め、前日の２６日、そ の 準備のために臨時休館し たい旨、指定管理者から ご
ざいました。これについては教育長の専決をいただきましたので報告させていただきます。
○黒澤文化課長

郷土資 料館で文化センター開館 ２０周年ということで企 画展を１０月までやって お

りますので、そのパンフ レットと冊子をお配り い たします。 機会のあると きに ご覧いただきたいと 思
います。
○石垣委員

先程配布さ れた資料の使用 教科用図 書 について、これは来年 の４月から 何年間になり ま

すか。
○田代教育部長
○石垣委員

表題が２７年度使用教科用図書となっていましたので確認させていただきました。

○田代教育部長
○石亀委員長

４年間です。

ホームページを修正いたします。
ほかになければ、以上をもちまして本日の日程は終了いたします。

次回の会議は１０月７日です。本日はお疲れさまでした。
午後２時３５分
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