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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２４年１月１０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 白井市学校給食共同調理場運営委員の委嘱について 

    議案第２号 白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定につい

          て 

    議案第３号 白井市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

          ついて 

    議案第４号 白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

          制定について 

    議案第５号 白井市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第６号 白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則の制

          定について 

    議案第７号 白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

          て 

    議案第８号 平成２４年度教育費当初予算について 

    議案第９号 平成２４年度全国学力・学習状況調査利用希望について 

 ７．協議事項 

    協議第１号 文化会館自主事業について 

    協議第２号 白井市外国語指導助手業務委託候補者について 

 ８．報告事項 

    報告第１号 準要保護児童・生徒の認定について 

 ９．その他 

                                             

○出席委員 

   委員長  市場 正明 

   委 員  石亀 裕子 

   委 員  髙城 久美子 
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   委 員  石垣 裕子 

   教育長  米山 一幸 

 

○欠席委員 

   な し 

                                             

○出席職員 

   教育部長          清水  登 

   教育総務課長        伊藤  勝 

   生涯学習課長        大塚 栄一 

   文化課長          秋本 善久 

   書   記         伊藤 祐子 

     〃           松村  明 
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午後２時００分 開 会 

○市場委員長 教育長は所用により遅れます。現在の出席は４名です。 

                                              

     ○委員長開会宣言 

○市場委員長 これから平成２４年第１回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 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 

○市場委員長 会議録署名人の指名をいたします。髙城委員と石亀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。 

 会議録は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。特にないよう

でしたら承認といたします。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。 

                                              

○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。 

 協議第２号「白井市外国語指導助手業務委託候補者について」は、意思形成過程中の議案であるの

で、また、報告第１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、いかがですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、その件について非公開といたします。 

                                              

     ○議案第１号 白井市学校給食共同調理場運営委員の委嘱について 

○市場委員長 議案第１号「白井市学校給食共同調理場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 議案第１号「白井市学校給食共同調理場運営委員の委嘱について」。白井市教育委員

会は、白井市学校給食共同調理場管理規則第３条の規定により、白井市学校給食共同調理場運営委員を

別紙のとおり委嘱する。平成２４年１月１０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、白井市学校給食共同調理場運営委員の任期満了により、新たに委

員を委嘱するものです。 
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 委員につきましては、１号委員から８号委員までいらっしゃいます。委員の選出につきましては、１

号委員から６号委員までは各選出区分に係る選出団体からの推薦により選出しているところです。 

 まず１号委員でございます。浅利亙委員、第三小の校長でございます。池田潔委員、南山小学校の校

長でございます。 

 第２号委員、渡邊秀子委員、第二小の教頭、吉田文江委員、桜台中学校の教頭でございます。 

 第３号委員につきましては、ＰＴＡ関係です。山﨑智美委員、第三小のＰＴＡ会長でございます。山

本香緒利委員、七次台小のＰＴＡ会長でございます。鶴賀隆一委員、大山口中学校のＰＴＡ会長でござ

います。 

 ４号委員につきましては、学校医でございます。奥澤昌道委員。 

 ５号委員につきましては、学校歯科医でございます。萩倉純委員。 

 ６号委員につきましては、学校薬剤師でございます。青龍良子委員。 

 次の７号委員につきましては、学識経験者でございます。３名いらっしゃいますけれども、齋藤和博

委員につきましては３期目になります。新たに八木美子委員、川岸梅和委員を委嘱して専門的な立場か

らご意見をいただきたいと考えております。 

 また、今回から広く市民からの意見をいただくため、８号委員としまして、公募委員として木下綾子

委員を委嘱したいと思います。 

 なお、継続の委員さんにつきましては、１号委員の浅利亙委員、４号委員の奥澤昌道委員、６号委員

の青龍良子委員、７号の齋藤和博委員の４名の方が継続となってございます。新たな委員が全体の約８

割というところでございまして、４号委員の奥澤委員、６号委員の青龍委員につきましては非常に長く

この委員をやっていただいているんですけれども、新たな委員が８割というところで、今後、給食費の

改定や支払督促制度の審議、施設の老朽化等の問題を協議していかないといけないということで、奥澤

委員と青龍委員には、無理を言って継続をお願いし、内諾をいただいたという事情がございます。 

 以上、よろしくご審議のほうをお願いしたいと思います。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問等ございますか。髙城委員。 

○髙城委員 ８号委員の木下綾子さんは、職業は何をされていらっしゃる方ですか。 

○清水教育部長 こちらの知っている範囲の情報なんですが、外資系の企業への勤務経験があると

いうことは伺っております。また、市政への参画、運営委員とか、そういう市の関係の委員になっ

て市政に参画をしたという経験はないということでございます。現在は小学生のお子さんと小学校

に上がる前のお子さんがいるということは聞いています。 

○市場委員長 ほか、質問等。 

 ７号委員の齋藤和博さんは白井中の元ＰＴＡ会長ですか。 

○清水教育部長 白井中でＰＴＡ会長をやられていたことがあると伺っております。 

○市場委員長 特に質問、意見等ないようですので、承認でよろしいですか。 
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〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 承認といたします。 

                                              

     ○議案第２号 白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定に

            ついて 

○市場委員長 議案第２号「白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定につい

て」、大塚生涯学習課長から説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 それでは、議案第２号について説明させていただきます。 

 議案第２号「白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について」。白井

市キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。平成２４年１月１

０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、施設の老朽化に伴う維持管理費の増加が見込まれ、近隣市に同様

の施設が整備されたことから白井市キャンプ場を廃止するため、提案するものでございます。 

 裏面をご覧いただきたいと思います。白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例。

白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例は、廃止する。 

 附則。この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 キャンプ場につきましては、昨年の事務事業評価のときにいろいろご説明させていただきました。主

な利用者に対する説明とか、地主との打ち合わせ等を通じまして、このような形でさせていただいて提

案するものでございます。 

○市場委員長 質問等ございますか。 

 私から。提案理由の「近隣市に同様の施設が整備された」というのは、平岡の青尐年の家を指し

ているんでしょうか。 

○大塚生涯学習課長 主には平岡の印西にあります自然の家、これが提案理由の主なものでござい

ます。そのほかに県立の手賀の丘、自然の家等、柏市立の手賀の丘公園、このようなものが近隣に

ございます。 

 以上でございます。 

○市場委員長 ほか、質問等。 

 私からもう一つ。以前にもキャンプ場のことは教育委員会で話題になったと思うんですが、どう

いう形で話題になったか、記憶がはっきりしないんですが、事業仕分けとしてなったのか、廃止云

々まで及ぶ話になったのかどうか、ちょっと聞かせてもらえればと思います。 

○大塚生涯学習課長 平成２２年になります。そのときに市の中で、政策決定の中で、キャンプ場

については廃止する方向。それに伴いまして利用者の声を確認して理解を得られるという話があり

まして、それが平成２３年、昨年の１月から去年の秋頃にかけまして、利用者の方と説明をさせて
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いただいてご理解をいただきました。最初はやはり反対されて、いろんなご意見があったんですけ

れども、ご理解をいただきました。それと地主につきましても、２２年から交渉しまして、昨年の

秋まで最終的な話としてお話をさせていただきまして現在に至っております。行政改革の実施計画

にも、平成２２年に廃止の方向という部分で、２３年から関係者との協議、２４年度から廃止とい

う形で、行政改革実施計画の中で位置づけされております。それに伴って２３年度に検討しまして、

廃止に向けた準備をして今に至っているということでございます。 

○石垣委員 今のご答弁に対してなんですが、利用団体の方々には正式な申し入れみたいなものは

されているのでしょうか。 

○大塚生涯学習課長 昨年の事務事業評価のときにお話させていただきましたけれども、主な利用

団体がガールスカウト、ボーイスカウト、子ども会育成会連絡協議会等、そういった団体が主に使

用しています。主な利用者は２３年１月から秋にかけまして何回か説明をさせていただきましてご

理解をいただいたところでございます。 

○市場委員長 ほか。特にございませんか。 

 それでは、今までの経過を踏まえて、キャンプ場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例に

ついて、承認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 承認といたします。 

                                              

     ○議案第３号 白井市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制

            定について 

○市場委員長 議案第３号「白井市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、大塚生涯学習課長から説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 続きまして、議案第３号について説明させていただきます。 

 議案第３号「白井市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」。

白井市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。平成２４

年１月１０日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由。本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」の一部施行に伴い、及び社会教育法第３０条第２項の規定に伴い、公民館運営審議会

の委員の委嘱基準を条例で定めるものでございます。 

 白井市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。白井市公民館の設置及び管理等

に関する条例の一部を次のように改正する。第２１条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第

１項の次に次の１項を加える。２項としまして、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。附則としまして、



 7 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この部分につきましては、今まで条例では公民館運営審議会の委嘱の基準につきましては条例で定め

ておりませんでしたが、社会教育法の改正に伴いまして、今までは社会教育法の中にこの基準がうたわ

れておりましたので、その基準に基づきまして委嘱の基準を運用させていただきましたけども、社会教

育法の改正に伴いまして新たに条例化したものでございます。今回の地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第２次一括法といいますけども、この法

律が成立しまして、平成２３年８月３０日に公布されました。これは平成２２年６月に閣議決定しまし

た地域主権戦略大綱に基づきまして、地方公共団体に対する事務の処理またはその方法の義務づけを指

定する関係法律を改正するなど所要の措置を講じられたものでございます。第２次一括法によりまして、

文部科学省関係では、この社会教育法等５本の法律が改正されました。この後に議案で出てきます図書

館法、そういったものの５本の法律が改正されました。 

 法律の改正の概要としましては、社会教育法の一部改正関係で、先ほど言いました第３０条ですけど

も、市町村はその設置する公民館に置かれる公民館運営審議会の委員の委嘱の基準について、文部科学

省令で新たに基準を定めましたので、その省令に基づきまして、それを参酌して条例で定めるとしたも

のでございます。文部科学省令としましては、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに

あたって、参酌すべき基準を定める省令としまして、社会教育法第３０条第２項の文部科学省令で定め

る基準は学校教育及び、ここの条例で定めましたように、基準として運営審議会の委嘱の基準に入れた

ものでございますけども、省令では、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする、こういう省令が新たにできましたので、

この省令に基づきまして、この条例を市の条例の中に委嘱の基準を新たに加えて定めたものでございま

す。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問等ございますか。 

○髙城委員 以前からよく出てくる言葉なんですけど、はっきりわからないので。学識経験のある

という学識経験というのはどういう方というか、決まりはあるんでしょうか。 

○大塚生涯学習課長 先ほども基準の中で学校教育、そして家庭教育、社会教育関係者、そして学

識経験。いろいろな審議会もそうでございます。それぞれ決められたものとして、学校教育ですと

学校関係者、家庭教育ですとＰＴＡだとかそういうような関係者が入っていますけども、それ以外

に属さない部分で、例えば公民館運営審議会について、公民館のいろいろな計画についていろいろ

なご意見をいただいたり、審議いただく上で、広い範囲内で専門的なご意見をお持ちの方というこ

とで、ある程度社会教育の関係者を過去に長くやられている方とか、公民館の部分で非常に専門的

に研究されている方、そういうような方を学識経験者という形で選ばせていただきます。それぞれ

審議会で学識経験というのはさまざまですけども、例えばこの公民館運営審議会ですと、過去に公

民館の企画運営をした方とか、実際に公民館を使っていろいろな部分で企画運営をされたりという
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総合的な学識経験の方を、この公民館運営審議会では３名の方がなっておりますけども、そのよう

な観点で学識経験という形で選ばせていただいております。 

○石垣委員 私も質問なんですが、先ほど社会教育法が改正になったということなんですが、法律

が変わると、その管轄の省令が変わってきて、それに伴って条例の条文が変わるという理解でよろ

しいですか。 

○大塚生涯学習課長 先ほどご説明させていただきました地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、これが大きな一番のもとでございます。こ

の法律に基づきまして、いろいろそれに関する、例えば社会教育法だとか、この後に出てきます図

書館法だとか、そういうものが、このもとが変わったことによって、法律第２次一括法という部分

で、地方公共団体に対する事務の処理、またはその方法の義務づけを規定している関係法律ができ

たことによって、この関係法律を改正したというような流れで、それに基づいて、今まで市の条例、

公民館運営審議会に関する条例というものに基準か示されていなかった。省令が定められまして、

非常に複雑でございますけども、その省令という部分に参酌するようなものがございまして、それ

に伴って、全市町村が法律を改正されたことによって、今現在、改正に向けて準備しているところ

でございます。簡単に言いますと、委嘱の基準が今まで条例にはなかったものが今回の法律の改正

に基づきまして、選び方、委嘱の基準を新たに定められたというのが主な改正点でございます。 

○市場委員長 ということで、法律の改正に伴うものであるということで、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。 

                                              

     ○議案第４号 白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

            例の制定について 

○市場委員長 議案第４号「白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」、大塚生涯学習課長から説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 議案第４号につきまして説明させていただきます。 

 議案第４号「白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」。白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。平成２４年１月１０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、白井市学習等供用施設の指定管理者への移行を延期したいので、

条例の一部を改正するものでございます。 

 別紙を見ていただきたいと思います。議案第４号の資料としまして、白井市学習等供用施設の設置及

び管理に関する条例、新旧対照表でございますけども、このうちの附則の部分、今まで「この条例は、

平成２４年４月１日から施行する」、これを「この条例は、平成２５年４月１日から施行する」に改正
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するものでございます。 

 この部分につきましては、学習等供用施設につきましては、今現在まで指定管理者による管理という

ことで、この条例の中に学習施設の管理は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、法人その

他の団体であって教育委員会が指定するものに行わせるものとする。つまり指定管理者による管理をう

たっております。学習等供用施設、この冨士センターにつきましては平成２３年度に指定管理者への移

行を予定しておりましたが、平成２２年９月の定例教育委員会議におきまして、平成２３年度以降の管

理運営を当面直営で行いたいとの協議をしまして、了承された経緯がございますが、この２３年度も引

き続き管理運営方法について検討してまいりましたが、結論を出すに至りませんでした。そのため、平

成２４年度も引き続き運営を直営することとしたいので、条例の一部を改正するものでございます。２

３年度から、冨士センターの所長職につきましては再任用職員を配置しております。人件費についても

大幅に削減されていますけども、２４年度についても同様の配置等を考えていきたいと考えております。 

 なお、市ではいろいろな複合施設、６館から７館ほどございます。それらの複合施設につきまして、

地元管理を含めた検討を来年、２４年度に市民活動支援課と私どもの生涯学習課のほうと一緒になりま

して、地元管理を含めた検討、指定管理者制度の見直しを含めた検討をしていきたいと思います。冨士

センターについても同様に、地元管理を含めた、直営方式なのか、指定管理なのか、そういったものの

研究を２４年度についても検証しながら決定してまいりたいと思っております。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問等ございますか。 

 指定管理者に移行するか直営でやるか結論が延び延びなっている状況の中で、指定管理者への移

行を延期したいのでこういうふうに１年ずれ込んできたという実態ですね。それの背景を踏まえて、

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。 

                                              

     ○議案第５号 白井市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について 

○市場委員長 議案第５号「白井市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について」、秋本文化

課長から説明をお願いします。秋本課長。 

○秋本文化課長 議案第５号「白井市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について」。白井

市立図書館設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。平成２４年１月１０日提出。白井市

教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由ですが、本案は、図書館法の改正に伴い、図書館協議会委員の任命基準を制定する必要があ

るため、条例の一部を改正するものでございます。 

 白井市立図書館設置条例の一部を改正する条例。白井市立図書館設置条例の一部を次のように改正す

る。第３条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。２項、委員
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は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者

並びに公募による市民の中から、教育委員会が委嘱する。 

 附則。この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 今まで第３条のところには基準というものがございませんでしたが、先ほど生涯学習課長のほうから

一括法ということでご説明がありましたが、それと同じく、今まで第３条のところには１４条という部

分で置くことができる。そして旧のほうですが、協議会は１０人以内となって、基準という部分ではあ

りませんでした。しかしながら、先ほどの生涯学習課長が申されていましたが、一括法の地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が変わりまして、地域

の主権第２次一括法といいますが、これにより図書館法の一部改正が行われました。平成２４年の４月

１日から施行されることとなりました。これにより、これまでの図書館法で定められていた図書館協議

会の委員の任命の基準がその法律から削除されるとともに、当該基準は文部科学省令で定める基準を参

酌して、地域の実情に応じ地方公共団体の条例で定めることとなりました。これを受けまして、任命の

基準として必要な事項を新たに条例中に規定するため、白井市立図書館設置条例の一部を改正するもの

です。新のほうを見ていただきますと、新の２項のところには、「委員は、学校教育及び」というとこ

ろで基準が入りました。 

○市場委員長 質問等ございますか。 

 私から。この図書館設置条例の一部は、先ほどの白井市公民館の設置及び管理に関する条例の変

更に準ずると思いますが、表現の違いとして、図書館のほうは公募とあって、公民館のほうはない

んですが、その辺は意味の違いがありますか。 

○秋本文化課長 社会教育法の公民館とは、そういう方々がないという部分で、こちらにつきまし

ては、今は任期途中ということで、去年任期をしたときに、その要綱という部分で、そのときは図

書館法の１５条のところに家庭教育及び社会教育という部分で法律のほうでありましたので、それ

を参考にして選んでおりました。それが今回は法律からすっかり消えまして、それを条例のほうに

基準として載せなさいということで、参酌ということで、同じものがおりてきています。前の法律

のほうでいきますと、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び

に学識経験者のある者の中からという法律があったんですが、そこが削除されて、それが今度基準

のほうに落とされております。ちょっと違うというところでは、公募というところがありまして、

白井につきましては市民参加条例のほうに市民公募というのがありますので、それを入れて、最後

に市民公募という部分で公民館のほうとは若干違うということでございます。 

○市場委員長 ほか、ございますか。 

 それでは、先ほどの公民館の条例の件と同じように法改正に伴うものであるということで、承認

でよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 
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○市場委員長 それでは、承認といたします。 

                                              

     ○議案第６号 白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則

            の制定について 

○市場委員長 議案第６号「白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則の制

定について」、大塚生涯学習課長から説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 それでは、議案第６号を説明させていただきます。 

 議案第６号「白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則の制定につい

て」。白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則を別紙のとおり制定する。

平成２４年１月１０日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由。本案は、施設の老朽化に伴う維持管理費の増加が見込まれ、近隣市に同様の施設が整備さ

れたことから白井市キャンプ場を廃止するため、提案するものでございます。 

 裏面をご覧いただきたいと思います。白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止

する規則。白井市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則は、廃止する。 

 附則。この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

 条例のキャンプ場の廃止に伴いまして、条例を先ほど制定させていただきました。それに伴いまして

規則も改正するものでございます。 

○市場委員長 質問等ございますか。 

 これは先ほど条例を廃止する条例が承認されたので、それに伴って施行規則も廃止するというこ

とでよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 承認といたします。 

                                              

     ○議案第７号 白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則の一部を改正する規則の制定に

            ついて 

○市場委員長 議案第７号「白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

て」、大塚生涯学習課長から説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 それでは、議案第７号について説明させていただきます。 

 本日の提案につきましては、これから今週、例規審査会の中で条例の内容とかというものは審査しま

して、精査する予定でおります。 

 議案第７号「白井市視聴覚ライブラリー管理運営規則の一部を改正する規則の制定について」。白井

市視聴覚ライブラリー管理運営規則の一部を次のように改正する。平成２４年１月１０日提出。白井市

教育委員会教育長 米山一幸。 
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 提案理由。本案は、現状の所有する機材に即した様式に変更するものです。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。この部分につきましては、利用手続き、利用報告、この

２つでございまして、それぞれの規則の中に視聴覚資料等を利用しようとするものは、白井市資料等利

用申込書により所長の許可を受けなければならない。報告につきましては、利用者は視聴覚資料等の返

納にあたり、白井市視聴覚資料等利用報告書を提出しなければならないという内容に基づいて、この別

紙の申込書と報告書が定められているものでございます。 

 第１号様式として、白井市視聴覚資料等利用申込書がございます。訂正という部分を新たに日にちの

中に入れてあります。それと、あて先に、ペーパーの中に書かれていませんけども、あて先が白井市視

聴覚ライブラリー所長。あと、住所、団体名、氏名、電話等は同じなんですけども、今実質上、視聴覚

教材、視聴覚の貸し出す機材等が変わっておりますので、過去は１６ミリフイルムとか１６ミリ映写機

等が中心であったんですけども、今はビデオとかＤＶＤとか、１６ミリフイルムもありますので、これ

らの部分を、今までの視聴覚教材１段階だったものを２つに分けております。ＶＨＳビデオとＤＶＤを

一緒にしました。そしてもう一つ、１６ミリフイルムを上げさせていただいております。今まで教材の

種類というものがありましたけども、それを例えばビデオとかであればジャンル（社会等）とか、ＤＶ

Ｄは３５本、今現在ございます。そういったものの主なジャンルというものを出しているものでござい

ます。あとビデオフイルムも５２本、これらもジャンルというもので、申し込みにあたってわかりやす

くしたものでございます。 

 それと、今までの視聴覚機材でございますけども、それらにつきましては、プロジェクター、スクリ

ーン、ビデオデッキ等を今貸し出しておりますので、それらのものをこの申込書の中に入れさせていた

だいております。 

 機材の一番下に、１６ミリ映写機及び１６ミリフイルム、今までは１６ミリ映画フイルムしかありま

せんけど、１６ミリフイルムにつきましては、１６ミリ映写機操作講習修了証の取得者でなければ使用

になれませんのでご了承くださいという部分で、わかりやすく申込書について、そのような形に整理し

たものでございます。 

 次の、同じく新旧の報告書についても今の申込書と同様でございまして、市のところのあて先が白井

市視聴覚ライブラリー所長です。あとにつきましては、ＶＨＳビデオとＤＶＤ、ジャンル（社会等）、

１６フイルムと同じものでございます。 

 下から２番目の利用目的のところに、今まで番号がついていませんでしたけども、１番として学校教

育、それを○つけまして、上記①から⑤の中で該当するものに○で囲んでくださいというような利用目

的を、用紙を整理したものでございます。今の実態に合わせたこの様式を変えさせていただいたという

のが内容でございます。 

○石垣委員 プロジェクター、スクリーン、ビデオデッキなどという項目があるんですが、例えば

サイズが違うとか、数が幾つかあるとか、そういうことはありますか。 



 13 

○市場委員長 大塚課長。 

○大塚生涯学習課長 貸し出しの中の主なものをここに上げさせていただいていますけども、液晶プロ

ジェクター、同じようなもので２台ございます。それとスクリーンが２つ、これは同様のものでござい

ます。それとビデオデッキが１つ、そのほかに１６ミリ映写機とかＤＶＤのデッキだとか、アンプだと

か、スポットライトとかありますけども、先ほど言ったものについては同じ大きさでございます。 

○石垣委員 私がなぜそのようなことを申し上げたかというと、借りる立場からすると、例えばスクリ

ーン、何インチのものを幾つ借りますとかいうのを一々書くのが大変なので、選べたほうがいいのかな

というのが１点と、それから、これを見ることによってどんな品ぞろえがあるのかもわかるので、選べ

たほうがいいなと思いました。視聴覚のソフトの部分については、作品名とか細かく本人が書くべきで

あろうと思いますが、環境設備という部分については、選んだほうがいいのかなというように思ったの

で質問させていただきました。 

○市場委員長 ほか。 

 それでは、様式を実態に合わせたということで、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。 

                                               

     ○議案第８号 平成２４年度教育費当初予算について 

○市場委員長 議案第８号「平成２４年度教育費当初予算について」、各課長から説明をお願いします。

清水部長。 

○清水教育部長 議案第８号「平成２４年度教育費当初予算について」。白井市教育委員会は、平成２

４年度教育費当初予算について、別紙のとおり市長に申し出る。平成２４年１月１０日提出。白井市教

育委員会教育長 米山一幸。 

 当初予算要求２０億８５０万２,０００円、平成２３年当初予算が９億２,３４２万４,０００円でし

たので、増減としまして１０億８,５０７万８,０００円の増となりました。前年度比１１７.５％でご

ざいます。 

 学校教育課、２４年度当初予算４億５,４２３万７,０００円、２３年度の当初予算は以降、省略させ

ていただきます。増減でございますが、２,６９７万３,０００円の増でございます。６.３％増となっ

てございます。生涯学習課、３億３,５８９万６,０００円で、４,２６３万７,０００円の減でございま

す。マイナス１１.３％でございます。 

 公民館等、当初予算が３,４６３万４,０００円、４９１万９,０００円の減でございます。マイナス

１２.４％。教育センター室、５,３８２万６,０００円が当初予算でございます。７２５万５,０００円

の減となりまして、マイナス１１.９％でございます。 

 文化課、２４年度当初予算が７４０万９,０００円で、増減でございますが、３１万８,０００円の増
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となります。４.５％でございます。文化センター、当初予算が３億６,７８６万９,０００円で、２,７

１８万３,０００円の増、８％の増となってございます。 

 合計、３２億６,２３７万３,０００円、１０億８,４７４万１,０００円の増額となりまして、４９.

８％の増額となってございます。 

 学校給食共同調理場の特別会計でございますが、２４年度当初予算要求につきまして、４億８,８３

５万８,０００円、７２８万１,０００円の減額となりまして、マイナス１.５％。教育費全体では、当

初予算要求３７億５,０７３万１,０００円、増減でございますが、１０億７,７４６万、前年度比４０.

３％でございます。 

 この後、詳細につきまして各課長よりご説明申し上げます。 

 なお、本日提出しております予算額につきましては、１２月末現在のものでございまして、現在、財

政課において調整しているところでございます。本日、午後、内示がございまして、各課においてその

内示をまた検討し、修正の必要性があるか、また、新たな要求があるか、最終的にチェックをしまして、

復活の申し出が１月１２日までに各課で行うこととなってございます。それをもとに財政課で調整を諮

りまして、１月末に最終案ができまして、３月、議会の閉会時に当初予算が確定するという流れで動い

てまいります。 

 それでは、教育総務課のほうから説明いたします。 

○伊藤教育総務課長 最初に教育委員会運営に要する経費、前年度比２万３,０００円の減となってお

りますが、委員長交際費に例年執行残が発生することによりまして減額しました。 

 一般職員人件費は、記載の２課、１センターの職員の人件費でございます。 

 教育総務事務に要する経費、１２万９,０００円の減となっておりますが、教育パンフレットについ

て隔年発行につき、その分が減額になります。 

 教育施設基金管理に要する経費は、学校給食施設基金１，５００万円の運用益１万２,０００円を積

み立てるものでございます。 

 教育資金利子補給事業は、教育資金の利子の一部を補給するもので、４１万９,０００円の増額とな

りますが、対象者の増加と１件あたりの補給金の増加を見ております。 

 小学校管理運営に要する経費、４９４万２,０００円の増額となりますが、これは光熱水費及び印刷

機更新によるリース料の増加、並びにつり下げ式バスケットゴール点検委託を計上したものでございま

す。 

 小学校施設整備事業に要する経費、３６７万９,０００円の増額となりますが、小学校の施設整備に

係る工事によるものです。主な工事では、体育で使用する鉄棒、砂場、バスケットゴール等の遊具改修

工事、また、大山口小、南山小、池の上小で増えます普通教室にあわせて、この普通教室に扇風機を、

あわせてこの３校の全ての特別教室に扇風機の設置工事を行います。 

 また、点検委託業者のほうから指摘を受けております電気工作物給排水設備の改修工事等を計上して
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おります。 

 また、予期していない工事等に対応するために、その他の工事費を増額しております。 

 放射能対策事業に要する経費は、対策のために職員の勤務が増加することによる時間外手当でござい

ます。 

 小学校教材備品に要する経費は、１３２万８,０００円の増額となっております。 

 小学校施設取得事業に要する経費は、ニュータウン内にある学校の建設代金を企業庁、ＵＲに償還す

るものでございます。 

 小学校施設改修事業は、平成２６年度に耐震改修工事を行う第一小学校校舎の基本設計、平成２５年

度に老朽化対策改修工事を行う七次台小学校校舎の実施設計、同じく平成２５年度に耐震改修工事を行

う清水口小学校体育館の実施設計、並びに第三小学校体育館の耐震改修工事の工事監理を委託しました。 

 小学校校舎増築事業は、児童増に伴う七次台小学校の校舎増築及びその工事監理委託でございます。 

 続きまして、中学校管理運営に要する経費、前年度比２６０万７,０００円の増額となりますが、光

熱水費の増加、つり下げ式バスケットゴールの点検委託及び七次台中の砂じん防止工事が実施できるま

での砂じん対策を業務委託するものでございます。 

 中学校施設整備事業に要する経費、２,４９０万円の増額となりますが、中学校の施設整備に係る工

事費によるもので、主な工事では、体育で使用する鉄棒、砂場、サッカーゴール等の遊具改修工事、ま

た、白井中、大山口中、南山中で普通教室が増えるため、それにあわせて扇風機、あわせてこれら３校

の特別教室に扇風機の設置工事を行います。また、点検委託で指摘を受けております電気工作物給水排

水設備の改修工事を計上しております。 

 なお、桜台中の音楽室につきましては、窓が尐なく夏場高温になることから、エアコンの設置工事を

予定しております。 

 また、予期しない工事の対応のために、その他の工事費として工事費を増額してございます。 

 放射能対策事業に要する経費については、職員の時間外手当でございます。 

 中学校教材整備に要する経費、１８１万２,０００円の減額となっておりますが、新学習指導要領に

よりまして昨年度は剣道防具を購入したものでございます。 

 中学校施設取得事業に要する経費は、６,０２６万７,０００円となっております。 

 中学校施設改修事業は、大山口中学校校舎の工事監理委託、並びに２５年度に耐震改修工事を行う大

山口中学校体育館の実施設計を予定しております。 

 なお、白井市の耐震化改修事業計画ですと、平成２４年度に大山口中学校の校舎及び白井第三小体育

館の耐震化改修工事を予定して実施するということになっておりますけども、国の３次、４次の補正予

算の関係で、耐震化改修計画につきましては、前倒しできるものは２３年度に前倒しをしてくださいと

いうような通知がありますので、これら２つの耐震化改修工事につきましては、平成２３年度３月議会

の中で補正予算として上程する予定でございます。 
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 なお、年度末の補正ですので、実際の工事につきましては当初の計画と変わりなく、平成２４年度に

実施することになります。 

○石垣委員 確認なんですが、先日の事業評価のときに耐震工事の予算が、国からお金がおりてきて、

それを受けて２５年度前倒しするというお話だったと思うんですが、それが今おっしゃったのは、２３

年度中に予算化をして工事は２４年度にやるということになったということですか。 

○伊藤教育総務課長 耐震化改修事業につきましては、さきの震災の関係もありまして、なるべく国の

ほうは早く耐震化改修を終了しなさいということで、全体的に前倒しをしなさいという話で、皆さんに

ご説明いたしました。今回は、国の３次、４次補正予算という話がありまして、国のほうで予算が獲得

できたんでしょう。そんな関係で、２４年度に行う事業につきましては２３年度で前倒し、工事は当然

できないんでしょうけども、予算獲得の上で、２４年度に行うものについては２３年度の中で予算計上

しなさいという通知がまいりましたので、２４年度の耐震化事業に係る予算を２３年度の補正予算で計

上することになりました。 

 白井市の耐震化改修計画につきましては、当初、２８年度で全て終了するということになっておりま

したけれども、最初の国の通知で、白井市では２８年度、１年早めまして２７年度で全て終了するとい

う計画に現在なっております。 

○石垣委員 そうすると、国から予算がおりたことで具体的に２４年度に実施する学校が増えたという

ことですか。 

○伊藤教育総務課長 現在の耐震化改修計画ですと、２４年度は大山口中学校の校舎と白井第三小学校

の体育館の改修計画を行いますということになっております。計画どおりですと、２４年度の当初予算

にこれらの改修予算を計上するところなんですけども、国の前倒しをしなさいという通知を受けまして、

２３年度でこれらの２校の改修予算を２３年度で計上することになりました。これは役所の手続きの話

になるんですけども、当然２３年度末に補正予算を計上したところで、実際工事の期間はありませんの

で、２３年度補正予算を計上して、すぐに２４年度にこれらの事業を繰り越ししますという、繰越明許

というような操作を合わせて実施することになります。 

実際に新年度に盛り込みますものにつきましては、大山口中学校の校舎と白井第三小学校の体育館関係

の予算を除いたものとなります。 

○石亀委員 ２３年度当初予算は確定だと思うんですけど、補正予算の額と２４年度当初予算の要求と

金額的にどうなのですか。 

○伊藤教育総務課長 本日内示がありましたので、内示ではこれら２つの耐震化改修工事につきまして

は当初予算から省いている形になっております。というのは、２４年の３月議会で前倒しで計上すると

いうことからです。 

○市場委員長 私のほうから。中学校施設整備事業に要する経費の主な変更理由の中で、特別教室の空

調設備設置工事３１４万円とありますけれども、私の不勉強かもしれないですけども、特別教室、中学
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校に全部そろっていると思っていたんですが、これは改修じゃなくて設置ですね。具体的にどこの中学

ですか。 

○伊藤教育総務課長 これは扇風機工事でございまして、具体的には白井中と大山口中と南山中を予定

しております。 

○市場委員長 空調設備入っていないのですか。  

○伊藤教育総務課長 先ほど説明した部分については、学級増の関係で普通教室にかわる教室がありま

すので、そこには扇風機がついておりませんので、扇風機工事を行います。あわせて、その３校の特別

教室については今まで扇風機がついておりませんでしたので、扇風機の設置工事を行います。他校の特

別教室につきましては、計画的に今後扇風機を入れるような形でいきたいと考えております。エアコン

工事につきましては、桜台中の音楽室につきましては窓が尐なく、風通しも悪いということで、昨年は、

暑さで倒れる生徒もいたということで、桜台中の音楽室のみエアコンの設置を予定しています。 

○市場委員長 ほか、ございますか。 

 確認ですが、耐震構造とか校舎改築、増築等で基本設計にも入っていないのは、南山小中だけという

ことになりますか。 

○伊藤教育総務課長 耐震化改修につきましては、その工事の２年前に基本設計、前年度に実施設計に

入っていきますので、最終の計画は２７年度が最終になっておりますので、手つかずの学校が数校あり

ます。２５年度に２７年度の改修にあわせて基本設計に入る学校がありますので南山小中が２５年度か

ら設計に入ります。 

○市場委員長 この辺は、学校訪問なんかすると保護者等に質問されますから、よく承知しておいてく

ださい。保護者等は気になるところですので。 

○清水教育部長 それでは、学校教育課の事業についてご説明いたします。４ページをお開きください。 

 まず、学校教育事務に要する経費でございます。７９万２,０００円の減となっております。これに

つきましては、今年度、学齢簿システムを導入したため経費がかかった部分がございますが、その導入

が終わったということによる減と、システム経費を情報化の事業のところに整理したことによる減でご

ざいます。続きまして、学校給食施設基金管理に要する経費、これは前年度と同じでございます。これ

は利子分として同じ額を見てございます。 

 ３番目です。私立幼稚園振興事業でございますが、３７７万１,０００円の増でございます。これに

つきましては、人数については同程度で見込んでいるわけでございますけれども、国のほうの就園奨励

費補助金の補助単価が増額するという通知が国のほうからきましたから、その増による増額でございま

す。続きまして、教育総務費、指導費のほうでございます。学校図書館運営に要する経費、５８万６,

０００円の減でございます。これにつきましては、読書コーディネーター、指導員の報酬、賃金等の経

費でございますが、図書館システムの保守点検等の金額を情報化の事業のほうに整理したため、その分

の減額でございます。 
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 補助教員配置事業でございます。３２８万８,０００円の増でございます。尐人数補助教員を２名減

としましたが、その分、学校補助教員を２名増としたところです。また、新たに入ってくる児童の関係

で、非常勤看護師を新規に１名雇用予定する予定のため増額をしたものでございます。 

 特色ある学校づくり支援事業、これについては昨年と同規模で行いたいと思います。 

 教育の情報化推進事業、２,４６０万９,０００円の増でございます。ネットワーク関係の機器の更改

及び賃借料の増額、また、七次台小学校の増築工事に伴う配線工事の増額というところでかなり大きな

額となってございますが、事業仕分けで経費の節減、機器の構築のスリム化、契約のあり方、そういっ

たところを指摘されていることもありまして、これについて若干の変更がこの後調整で入る可能性が残

ってございます。１２月現在のところ、こういう形で今のところ動いているというところでご理解して

いただきたいなと思います。 

 特別支援教育事業、１７９万２,０００円の増です。これは介助員１名の増加、あとは個別支援学級、

開設するところもありますので、その教材備品の増加によるところです。 

 学校運営支援事業、８０８万９,０００円の減でございます。２３年度は小学校の教科書が改訂する

ことによる指導書の購入といったところで非常に大きな額を予算としていたところでございますが、２

４年度は中学校の教科書の改訂による指導書の購入が必要となるわけですけれども、小学校、中学校比

べて、３学年分、学年が小学校のほうが多いということがございますので、中学校のほうを整備するほ

うが予算がかからないというところによる減額でございます。 

 学校安全対策事業、１,４０５万４,０００円の増でございます。これにつきましては、薬剤師報酬、

防犯ボランティア、水質検査委託等の事業のほかに、七次台小学校の児童引率業務が加わったために増

額となるものでございます。西白井三丁目、四丁目の子ども達を七次台小のほうの学区に移すというこ

とは説明してきておりますけども、２５年度に正式に学区が変わるわけでございますが、２３年度から

特例として、２０人ほど先に移ったわけでございますけども、２４年度は今のところ大体１００名くら

いの規模で、２５年度を待たずに七次台小のほうに入学あるいは転校していくというお子さんが生ずる

見込みであるため、増額しているところでございます。新しい道ができれば、この引率業務等を切って

いかないといけないわけですけども、それまでの安全確保というところで増額しているところでござい

ます。開かれた学校づくり事業、１１万７,０００円の増。これはほぼ同額でございます。 

 学校保健推進事業、７６万１,０００円の増。これについては健康診断等に係る経費でございますけ

ども、児童生徒数が増加している現状がありますから、その増加に伴う増額ということでございます。 

 放射能対策事業に要する経費、８１万５,０００円。これは新規事業でございます。給食食材の消耗

品を購入すること、及び学校プールの水の測定を委託していくことに要する経費でございます。市のほ

うで測定器を購入しますけれども、食材につきましては、使うものを産地というわけにはいきませんの

で、それを買っていかないといけない。プールの水についても、専門的なところで正式に検査をしてい

かないといけないということで見ている予算でございます。 
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 続いて、一般職員人件費でございます。１,０５１万１,０００円の減、これにつきましては小学校の

用務員さんが９人ですけれども、２名が再任用となるために減額となるものでございます。 

 要保護準要保護生徒就学援助に要する経費、２１８万５,０００円の増。これにつきましては、２３

年度は１４７人、２４年度は１７８人で見込んでおりますので、それに伴う増でございます。 

 ５ページのほうをご覧ください。小学校特別支援教育就学援助に要する経費、これにつきましては３

万５,０００円の増でございます。これにつきましてはほぼ同額でございます。 

 中学校のほうの一般職員人件費、８８９万６,０００円の減でございます。用務員さんのほうが５人

ですけれども、１名が再任用となっているため減額となったものでございます。 

 中学校のほうの要保護準要保護児童就学援助に要する経費、２０４万８,０００円の増でございます。

２３年度は９０人で見込んだものを２４年度は１０８人で見込むことによる増でございます。 

 中学校特別支援教育就学援助に要する経費、これは９万６,０００円の増でございます。これはほぼ

同額を考えてよろしいかと思います。 

 最後でございますが、桜台小中学校給食運営事業でございます。２２７万６,０００円の増でござい

ます。調理委託につきましては、直営方式から調理員についてはプロポーザルによって民間委託をした

ところで、減額となっているところはあるわけでございますが、老朽化等の問題で計画的な備品購入に

より総額としては増額となっているところでございます。 

 教育センター室、６ページのほうでございます。まず、センター室総務事務に要する経費、５,００

０円の減、これはほぼ同額でございます。 

 ひだまり館、適応指導教室です。ひだまり館の維持管理に要する経費、６８万２,０００円の減。こ

れは、２３年度は樹木管理の件がありましたが、隔年で実施していく予定でございますので、その分の

減でございます。 

 ＡＬＴ招致・配置事業、これは７３１万２,０００円の減でございます。今まで１社随意契約をして

いたものでございますが、２４年度から３年契約の見積もりを徴収したところ、減額となっているもの

でございます。本日また協議しますけども、随意契約したものをプロポーザルの契約の審査会を開いて、

今業者選定中でございますので、実際にかかる経費といったものはこれとまたずれるということは予想

されることでございます。一応予算としてこれだけ確保しているというところでございます。 

 子どもの事態把握のための調査研究事業、１０万円の増。これはスポーツテスト、県学力検査委託料

で、ほぼ同額でございます。推進モデル校指定事業、これも２,０００円の減で、ほぼ同額です。これ

は学級経営診断テストの予算でございます。教職員研修事業、これも５,０００円減で、ほぼ同額でご

ざいます。教育相談事業につきましても、３万４,０００円の増で、ほぼ同額でございます。 

 適応指導教室事業、６１万７,０００円の増。これにつきましては、指導員の日数の増加、地デジ化

対策による増額でございます。 

 青尐年国際交流事業でございますが、これは本年度と同額の予算をとっているところでございます。 
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 特別会計になりますが、給食センターの事業でございます。一般職員人件費につきましては、２２万

９,０００円の減。これは人事異動に伴う減額でございます。 

 給食運営委員会運営に要する経費、１９万１,０００円の増。これは会の回数を増やしたためでござ

います。施設維持管理に要する経費、３３万２,０００円の減でございます。これは委託料の減額とな

ってございます。給食総務事務に要する経費、１０万９,０００円の増。これはシステム入れ替えに伴

う増額です。 

 給食事業に要する経費、７０２万円の減でございます。これは備品購入費の減額でございます。２３

年度は老朽化による備品の交換があったわけでございますが、この分を減額したものでございます。 

○石垣委員 ４ページの下から５行目、放射能対策事業に要する経費となっているんですが、具体的に、

給食食材の消耗品というのは、測定ではないですか。 

○清水教育部長 放射能対策としまして、市としてやっていくのは、空間の線量を測定したり、土壌の

ことをやったりと、何点か関係するところがあるわけですけども、ここで持っているものにつきまして

は、給食食材について市として考えていかないといけないのは、保育園の食材と共同調理場と桜台小中

の食材、あとは農政課で行う白井市でつくっている農作物の検査等をやっていかなきゃいけない。それ

ぞれの課が、環境課の中に対策室ができたんですけども、そこで全部予算を盛り込むんじゃなくて、そ

こでいろんなことを調整するんだけども、それぞれのところで行う、検査そのものは農政課の機器を使

うんですけども、そこに持ち込んで食材を検査してもらうものがあります、米とか野菜だとか。それは

所管している各課で、持ち込む食材を予算化して、それを測定していきましょうという方針です。もの

によって全然違うわけです。例えば１キロぐらいのものを必要だとしたときに、豆腐の１キロのものと

米の１キロと大根の１キロと全然違うというところで、高いものもあれば安いものもあるけれども、ト

ータルして年間あたり見積もったものと、プール水のほうは１回あたり、今年度ベースであると１万５

,７５０円というベースがあるので、それを今年度は２校で２回やっていますから、それと同程度の検

査ができるように予算化をしたものです。 

○石垣委員 学校給食の放射能についてなんですが、主食とかを１キロ単位で測定するという考え方で

よろしかったでしょうか。 

○清水教育部長 現実的に予算の問題と時間の問題と機器の問題、人件費の問題等がありまして、今想

定しているのは、各施設、共同調理場、小中、保育園、農政、それぞれ１日ずつその機械を使って、１

日あたり４検体のものを検査していきましょうと。そうすると、白井市として考えれば、１週あたり、

５日間あるから２０検体ずつ検査していくと。そうすると一月あたり２０で、四、五週ありますから８

０から１００検体ぐらいができると。そういうふうに実績を積み重ねていって、安心感を保護者の方に

持っていただくということでございます。白井市は今のところ、食べる前の段階で検査をして、引っ掛

かったものについては食べないようにして安全を確保していく。食べてしまったもの、いくら残ってい

るからといったところまでは、今のところはやらないような方向というところです。これから国の通知
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によって変化はすると思います。 

○石垣委員 わかりました。白井市では食材ごとの測定で、ここに計上されているのは食材の購入費と

いうふうに考えていいんですか。 

○清水教育部長 そのとおりでございます。 

○市場委員長 ほか。 

 私から。去年の予算編成のとき、市の補助金について、団体を呼んで説明会をしたと思うんですが、

そのとき、幼稚園の団体があったんですよね。私の記憶が間違っているかもしれませんが、国の基準が

上がったので市の補助を減額するということになって、ほかにもスポーツ団体とかありましたが、幼稚

園の団体から鋭い質問を受けたのを覚えているんですが、それと、私立幼稚園振興事業は違うんでしょ

うか。もし同じだとすると矛盾するんじゃないかなと思いましたので。 

○清水教育部長 おそらくその説明はおととしになるんじゃないかと、私が来てからその説明会という

のはやった記憶がないので。２３年度の予算に反映させるために、２２年度にやったものと聞いている

事業だと思うんです。なぜかというと、幼稚園の就園奨励費で、市単の部分で１万円を上乗せして補助

していて、それをカットしていったという経緯があると思うんです。それは２３年度の当初予算に盛り

込まれていたので、自分が来たときにはもうその論議は終わっていたんですけれども、その件だと思う

んです。これにつきましては、今年度、議会の中でもちょっと出ていて、１万円の上乗せをカットして

いるけれども、納税しているわけだからそれが復活できないのか、あるいはそれについて検討しないの

かとか、そういった問題も出たわけでございますけれども、国の補助の単価が上がったということと、

子ども手当が支給されたというようなことで、単独上乗せ補助分は市はやめたという説明で今まできて

いると思います。今後についてどうするんだといったときに、子ども手当がまだはっきりしていない、

子ども手当があって国の単価がしっかり確保されれば、そこを単独で予算化して全員に対して上乗せし

ていくといったことはやらないという方向できているわけですけども、今の状況はその状況と変わらな

いので、この予算にあるものについては単独補助分は見込んでいません。前段の部分の就園奨励費補助

金の補助単価の増による増額というのは、国が設定している補助単価がまた増額して通知があったんで

す。そうすると、今のものよりもさらにまた就園奨励費の補助を受けられる額が増えるというのがあり

ますので、所得の高い人にとっては影響はないんですけれども、所得がある程度の区分の人に対しては

増額されるので、単独の上乗せ分の補助は、状況が変わっていないから今のところ見込みがない。ただ、

今後、子ども手当の動きが、国のほうで議論されていますから、それがまたなくなってしまって、以前

のような児童手当的なものになるとか、あるいは補助単価のほうが減額されるようなことがあれば、ま

た白井市として単独上乗せ分を設定するかどうかというのは議論しないといけないという認識です。 

○大塚生涯学習課長 複合センター施設の維持管理に要する経費につきましては、前年度と比較しまし

て４１１万２，０００円の増でございます。この件につきましては、西白井複合センター、白井駅前セ

ンター、桜台センターなど各センターごとの緊急用修繕などの経費のほか、駅前及び桜台のエレベータ
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ー備品や消耗関係の修繕、そして自動火災報知設備改修工事などでございます。増の理由としましては、

３つの施設の定期検査時に修繕を指摘されたための修繕費の増及び自動火災報知設備改修工事の増など

によるものでございます。 

 社会教育総務費、一般職員人件費につきましては、前年度と比較しまして３９４万円の増でございま

す。合計１３人の職員の人件費で、増の理由としましては、２３年度から社会教育班が１名増えました

ので、それに伴うものでございます。 

 社会教育総務事務に要する経費につきましては、前年度と比較しまして１５万５,０００円の増でご

ざいます。この経費は、主として青尐年及び成人に対して行う組織的な教育活動で、他事業に属さない

ものを総括した費用でございます。社会教育委員会議や青尐年問題協議会委員の報酬や会議に要する経

費、負担金などで、増の理由としましては、子ども１１０番のステッカーの購入などによるものでござ

います。家庭教育事業につきましては、前年度と比較しまして３４万円の減額でございます。この経費

につきましては、就学前健診時の家庭教育講座や小中学校家庭教育講座、ステップアップ講座、それら

に関する経費や家庭教育通信や家庭教育資料の作成委託などでございます。減額の主な理由としまして

は、家庭教育支援、ＣＤ－ＲＯＭの作成を２３年度行いましたけども、それらの作成費の減によるもの

でございます。 

 立春式事業につきましては、前年度と比較しまして２万１,０００円の減でございます。これは立春

式の交付金でございますが、減額の理由としましては、対象にしている新中学２年生の人数の減による

ものでございます。青尐年野外活動事業につきましては、前年度と比較しまして５万２,０００円の増

でございます。房総アドベンチャー事業の経費で、ボランティア謝礼金や施設等使用料というものが主

なものでございます。増額の理由としましては、これに伴いますテント備品の購入などによるものでご

ざいます。成人式事業につきましては、前年度と比較しまして９万５,０００円の減額でございます。

成人式の記念品や実行委員会の成人代表者会議の際の茶菓代等でございます。減の理由としましては、

写真代単価の減によるものでございます。子どもワンパク大会事業につきましては、前年度と同額でご

ざいます。子どもワンパク大会事業に要する補助金でございます。 

 青尐年相談員活動支援事業につきましては、前年と同額でございます。青尐年相談員３０人分の報奨

金、補助金、ホワイトスクールの随行旅費などでございます。 

 放課後子どもプラン事業につきましては、前年度と同額でございます。子どもプランの検討委員や運

営委員、コーディネーターなどの謝礼金などでございます。 

 白井市民大学校事業につきましては、前年度に比べまして１５万３,０００円の増でございます。健

康生活学部、シニア学部、しろい発見学部の講師謝礼金や講師派遣手数料や消耗品、食料費などでござ

います。増額の理由としましては、受講生の講座実費負担分を新たに予算計上したことによるものでご

ざいます。初心者のパソコン講座事業につきましては、前年度と同額でございます。講座の講師謝礼や

消耗品などでございます。 
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 ニート・ひきこもり対策事業に要する経費につきましては、新たに重点事業としまして、ニート・ひ

きこもり相談会を開催するにあたっての精神保健福祉士等の謝礼金や保険料などでございます。 

 公民館費、公民館の総括事務に要する経費につきましては、前年度と比較しまして１万５,０００円

の増でございます。これは公民館運営審議会委員の報酬や公民館の研究大会の負担金などでございます。

増額の理由としましては、研究大会の旅費等の増によるものでございます。 

 公民館管理運営事業につきましては、前年度と比較しまして６０万７,０００円の減でございます。

西白井、白井駅前、桜台公民館の指定管理料や修繕費などの経費でございますが、減額の理由としまし

ては、備品購入費などのコピー使用代や備品購入費の減によるものでございます。 

 視聴覚ライブラリー費。視聴覚ライブラリー管理運営に要する経費につきましては、前年度と比較し

まして１万８,０００円の減でございます。ライブラリー運営委員会の委員の報酬や負担金などです。

減の理由としましては、旅費や通信運搬費などの減によるものでございます。 

 青尐年女性センター管理運営事業につきましては、前年度と比較しまして６６万４,０００円の増で

ございます。青尐年女性センターの指定管理料、修繕や備品等が主なものでございまして、増額の理由

としましては、レクホール放送機材の新たな購入によるものでございます。 

 保健体育総務費、一般職員人件費につきましては、前年度と比較しまして６７万１,０００円の減で

ございます。これは減員、減給のスポーツ振興班５人分の人件費でございます。 

 スポーツ振興事務に要する経費につきましては、前年度と比較しまして１０万６,０００円の減でご

ざいます。スポーツ振興に係る総務事務に要する経費で、体育協会、スポーツ尐年団の補助金や郡市体

育協会の負担金などでございます。増額の理由としましては、総合型スポーツクラブの経費についてを

新たに別な項目、総合型地域スポーツクラブ支援事業へ移行したことや、社会保険大学校施設使用料の

減によるものでございます。 

 体育指導員活動に要する経費につきましては、３万７,０００円の増でございます。スポーツ推進委

員２４人の報酬や負担金などでございます。増額の理由としましては、スポーツ推進委員の増員に伴う

報酬等の増によるものでございます。 

 各種大会開催事業につきましては、１６万５,０００円の減でございます。郡市民体育大会や県民体

育大会の選手団派遣報償金、各種大会報償品、スポーツフェスタや梨マラソン大会の実行委員会の補助

金などでございます。減額の理由としましては、郡市民体育大会が２３年度は印西地区で行われました

けども、来年度は印東地区開催のための諸経費の減によるものでございます。 

 スポーツ指導者の養成・活用事業につきましては、前年度と同額でございます。スポーツ指導者養成

講座の講師謝礼金などでございます。 

 学校体育施設開放事業につきましては、前年度と比較しまして１万円の増です。これは学校体育施設

開放運営委員会の２回の報酬や学校プールの開放管理業務委託料などでございます。 

 社会体育施設管理運営事業につきましては、前年度比１９７万７,０００円の減でございます。公民
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館やスポーツ施設の予約管理システムに関する経費、冨士中予定地、南山グラウンド、中木戸グラウン

ド、キャンプ場等の電気料としての施設に係る維持管理費やキャンプ場の撤去工事、テニスコートの修

繕工事の実施設計委託料、業務委託などの経費でございます。減額の理由としましては、施設工事費の

減によるものでございます。 

 総合型地域スポーツクラブ支援事業につきましては、１７万３,０００円で、新たに別に設定したも

のでございます。現在あります３つの総合型地域スポーツクラブの消耗品や食料費のほかに、白井中学

校区に新たにスポーツクラブ設立に向けた準備用の経費などでございます。 

 保健体育費、体育施設費でございますが、白井運動公園管理運営事業につきましては、３,４０２万

９,０００円の減でございます。運動公園の指定管理料や写真判定機等の陸上競技用備品、時計塔とメ

インスタンド屋根等の運動公園施設改修実施設計委託料などでございます。減額の理由としましては、

テニスコート等の工事費の減によるものでございます。 

 市民プール管理運営事業につきましては、１,４４４万６,０００円の減でございます。市民プールの

指定管理料や施設改修実施設計委託料などでございますが、減額の理由としましては、工事費の減によ

るものでございます。 

 放射能対策事業に要する経費につきましては、２６万７,０００円を新たに設定したものでございま

す。職員の時間外による人件費及び市民プールの放射性物質水質検査委託料でございます。 

 公民館等事業（冨士センター）、社会教育費、学習等供用施設費でございますが、一般職員人件費に

つきましては、前年度と比較しまして６００万２,０００円の減でございます。冨士センター正規職員

３人の人件費で、減額の理由としましては、所長職に再任用職員を配置したことによるものでございま

す。 

 冨士センター管理運営に要する経費につきましては、１０８万３,０００円の増額でございます。臨

時職員の賃金や公民館運営に関する講師謝礼金、委託料等の施設の維持管理に要する経費ですが、増額

の理由としましては、カラオケリース代、備品購入費等の増額によるものでございます。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問等ございますか。 

○石垣委員 ７ページの中ほどにある青尐年野外活動事業の中で、先ほど来話があります平塚キャンプ

場廃止に伴う使用料の増というのは、これはどういうものでしょうか。 

○大塚生涯学習課長 房総アドベンチャーにつきましては、青尐年野外活動事業につきましては、今ま

でキャンプ場で事前研修等を行っておりました。今度キャンプ場が廃止されますので、それに伴いまし

て、手賀の丘の施設を利用する、そういうための施設料でございます。 

○石垣委員 この項目は房総アドベンチャーのことをいっているわけですね。 

 平塚キャンプ場が廃止になったことで、看板、表示が出ていますね。それを撤去する必要があると思

うんでが。逆にいうと、その撤去した看板も、先ほどもちょっと話が出ていましたけど、生涯学習施設

で表示が必要と思われる場所があったりもしますので、撤去して移設するということを考えていただけ
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たらいいかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

○大塚生涯学習課長 それはキャンプ場に行くまで施設案内の部分の看板ということですね。 

○石垣委員 そうです。平塚キャンプ場という青い看板があるんですが、それは今度必要なくなるわけ

ですが、逆に必要としている場所が、先ほどもわかりにくいとかという話もちょっと出ていましたし、

別にそこじゃなくてもいいんですが、いずれにしても、それは撤去する必要がありますし、有効活用で

きるのであれば移設ということも考えていただければと思うんですけれど。 

○大塚生涯学習課長 その看板については、今度、４月から撤去する部分の工事とかありますけども、

その中で今まで場所を示したものについては取り外したり、そういう部分を考えてまいりたいと思いま

すけども、それを別なところということまでは考えていないと思います。 

○石垣委員 カンナ通りにもありますし、他にもありますが、どうせ撤去するのでしたら有効活用して

いただけたら。１本看板立てるのでもものすごくお金かかりますよね。有効活用という意味からいえば、

計上していただいてもいいのではと思いました。 

○市場委員長 ほか、ございますか。 

 それでは、先へ進みます。後で気がついた点については一括して質問を受けますので、先へいきます。

○秋本文化課長 文化課所掌の説明をさせていただきます。新規事業はありませんで、２４年度は７４

０万９,０００円、２３年度は７０９万１,０００円、増額が３１万８,０００円の増となっております。

主な要因といたしましては、文化財審議会委員に要する経費という欄のところでは、隔年実施で県外視

察、研修をやっていますが、２４年度は隔年という部分で、２３年度行いましたので、２４年度はない

ということで減っております。 

 文化財の保存・周知事業ということで、予算が２７９万５,０００円、２３年度は１９４万９,０００

円で、８４万６,０００円の増となっております。指定文化財看板設置工事などの増ということで、文

化財保存・周知事業ということでは、国県指定文化財の良好な状態の保存と活用を図るということで、

文化財の周知、公開普及、来訪者の便を図るとか、市民が文化財に親しみ機会の拡充を図るとともに、

文化財保存の一層の関与と普及を図るということで、現在、市には、国、県、市で合計２７件が指定さ

れています。文化財審議会のほうで審議しまして、今後、文化財を保存・周知していこうということで、

２４年度は４件を予定しております。滝田家の骨壺、白井の鳥見神社の懸仏、中木戸集会所にあります

木喰上人像、延命寺にあります十九夜塔でございます。 

 埋蔵文化財・文化財の記録・保護事業でございますが、１０７万８,０００円で、２３年度は１５３

万４,０００円で、４５万６,０００円の減額になっております。これにつきましては、調査年報印刷の

減額ということで、昨年、調査年報を作成しまして、今年度はそれがないということでございます。 

 社会教育費、文化センター費でございまして、一般職員人件費でございます。こちらにつきましては、

人事異動に伴う増でございます。文化センターの管理運営に要する経費、１億１,４２６万で、２３年

が９,８９０万２,０００円で、１,５３５万８,０００円の増額となっております。主な増額の要因とい
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たしましては、光熱水費の増加、維持管理費の増加ということで、光熱水費につきましては、今まで電

気料関係では燃料調整費制度というのがありまして、それでは今まで３％かかっておりませんでしたが、

今後３％ほどかかってくるということで通知がありましたので、そちらでもってあります。金額にしま

すと８５万９,０００円ほど増えます。維持管理というところでは、委託料のほうで樹木の管理、黒松

の薬剤注入、昨年、松くい虫が入りまして２本ほど切っております。そういったことで、今後、文化セ

ンター前の松がたしか４８本か４９本くらいあるんですが、それの維持という部分で、松くい虫の薬剤

を注入ということです。それと施設の総合管理ということで、２４年度の７月以降が施設管理の長期契

約に入ってきます。それにおきまして増えてございます。それと、冷温水ユニットの保守点検、空調機

点検等が経年劣化、文化センターを建てて１７年過ぎておりまして、いろいろと保守点検をするたびに

経年劣化によりまして交換種類が必要となるということで、増えております。それと使用料及び賃借料

のほうで、空調用中央監視装置というのが今現在、文化センターが管理しているところにあるんですが、

それが経年という部分で、もう１７年たちますと、そういった部品等がなくなってきまして、何かあっ

たときに監視できなくなるということがありますので、それのリースで設置、更新していくということ

でございます。それと工事費で、その設置費という部分で約９００万円ほど空調用の自動制御の装置の

設置に伴ってかかるということで、１,５３５万８,０００円ほど増になっております。 

 図書館サービス推進事業では、昨年、印刷製本というところでは利用者カードを作成しておりますが、

これが年間で３,０００枚ほど消化されます。前に印刷したのが１９年度に印刷していまして、尐なく

なってまいりましたが、それを補充するためにつくるということです。それと工事費という部分では、

閉架書庫というところがあるんですが、閉架書庫の中に電動書架がございます。それで経年という部分

で、もう既に配信等が交換しなければいけないような状態になっておりまして、指摘されましたので、

交換するということでございます。賃金というところでは、現在、図書館のほうに臨時職員が２６名ご

ざいますが、利用状況を考慮しまして１名減で２５人体制でやっていくということです。役務費という

ところでは、隔年実施で、図書館内にいすがあるんですが、そのいすのクリーニングが２４年度はない

ということで、その辺減っております。 

 図書館資料整備事業ですが、３,１９２万３,０００円で２４年度は要求していまして、２３年度は２

,７９０１万６,０００円ということで、４９０万７,０００円の増になっておりますが、昨年、２２年

度に地域活性化交付金というものの交付を受けておりましたので、２３年度に減額された図書購入費を

２２年当初予算に戻すということで増えております。 

 図書館電算システム運用事業ですが、１,７１１万６,０００円の要求に対しまして２３年度は１,７

７７万４,０００円で、マイナスの６５万８,０００円ということですが、需用費の精査による減額とい

うことであるんですが、ＵＰＳという装置がありまして、それが停電時のときに瞬時に消えずにデータ

がバックアップできる電源装置というのが昨年あったんですが、２４年度はないということで、その分

減っております。 
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 プラネタリウム館の営繕事業、１９４万７,０００円の要求に対しまして、２３年度は１５３万４,０

００円で、４１万３,０００円の増ということで、プラネタリウム館のパソコンとワイヤレス購入とい

うことで、ワイヤレスも経年たっていまして、大分修理もしたんですが、使えなくなるという部分があ

りましたので、それとあとパソコンの１台購入ということでございます。 

 文化会館管理運営に要する経費、２,７６４万２,０００円の要求に対しまして、２３年度は２,５８

４万５,０００円で１７９万７,０００円の増額になっています。これにつきましては、会館で使ってお

りますプロジェクターが経年劣化で、今度はデジタル化というところが出てきておりますので、そちら

に交換。マイクのほうも経年で、かなり経過しておりますので、そちらの買い換えということでござい

ます。文化会館自主事業運営事業、当初予算では９７２万６,０００円の要求で、２３年度が１,０７３

万２,０００円で、１００万６,０００円の減額となっております。これにつきましては、公演手数料の

減額でございます。 

○市場委員長 以上の説明について、何か質問等ございますか。 

 特にないようでしたら、全体を通して質問等ありましたらお願いします。 

 特にないようでしたら、この予算案、承認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 承認といたします。 

                                              

     ○議案第９号 平成２４年度全国学力・学習状況調査利用希望について 

○市場委員長 続いて、議案第９号「平成２４年度全国学力・学習状況調査利用希望について」、清水部

長。 

○清水教育部長 議案第９号「平成２４年度全国学力・学習状況調査利用希望について」。白井市教育

委員会は、平成２４年度全国学力・学習状況調査利用希望について、別紙のとおりとする。平成２４年

１月１０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、文部科学省が実施する平成２４年度全国学力・学習状況調査につ

いて、白井市内小・中学校では利用希望する学校以外は、利用を希望しないことについて、提案するも

のです。 

 裏面をご覧ください。まず１番のところに結論を書いてございます。標記の件について、白井市とし

ては、抽出校に指定された小学校２校（清水口小・池の上小）は実施する。他の学校については利用希

望しない、ということにしたいと考えております。 

 補足説明しますが、文部科学省のほうで全国の子ども達のデータをとるということで、小中学校で何

校か県の中で指定します。全国の子ども達の学力を毎年調査をしていくということでございます。一時

期は全校を実施していたわけですけども、今、抽出校形式をとっている。２４年度は清水口小と池の上

小を指定したいと、協力をしていただけないかというものがきているので、その２校については協力を
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して実施していきましょうと。その他については、希望調査がきますので、希望しないという方向でい

きたいということでございます。 

 理由の１番目として、本市では、毎年２月前後に千葉県標準学力検査を実施している。小学校は、国

語・算数、中学校は５教科を全学年で実施し、採点、集計、分析について全て予算化をして業者へ委託

し、個別の検査結果を全児童生徒に配布、さらに教育センター室で県平均、市平均、各学校平均等を比

較したデータを学校に情報提供して、指導力向上の一助としているという実態がございます。この全国

のものは４月に実施予定ということが文部科学省の方向で示されております。２月に実施していて学力

を把握しているのに、また４月に実施するということですと二重にやることになるので、その実施の必

要性が非常に尐ないということが１点です。 

 ２点目に、全国の学力・学習状況調査の問題用紙について、利用を希望した場合は国のほうで予算化

をして、その学校に配布をしてくれます。費用はかからないわけでございますけども、採点、集計、分

析については全て学校、あるいは市のほうで持ってくださいという条件のもとに配布されます。学校サ

イドからすると、新年度スタート時期と重なり負担感がかなり大きいということが言えます。それを学

校の負担とならないように、市教育委員会のほうで予算化をする場合に、見積もりですと１人あたり約

２,２００円かかる。５,６００人いるわけですから、１,０００万円以上の予算がかかってしまうとい

うことですので、経費がかかりすぎる。 

 他市町の利用希望状況ですけども、成田、印西、四街道、富里、酒々井、栄については、指定学校以

外も利用を希望するというふうにするそうです。ただし、採点、集計、分析、活用等は全て学校に任せ

ている。八街、佐倉については希望しないということです。 

 学校任せにしてしまうと、問題として生ずるのは、学校によってその対応が変わってしまうと保護者

の不信感につながる、また、税金で用紙をもらうわけですから、実施する、しないも学校に任せちゃう

そうなんですけども、実施しない学校があったとすると、もらうだけもらって運用しないということは

税金のむだ使いということになりますから、希望する以上はやらないといけない。やると採点、集計、

分析、活用の問題が生ずるというところで、４月当初の人事異動が終わって学級が始まった段階で、い

ろんなことをやらないといけない時期に、テストの時間の確保、答えあわせの時間の確保、集計の時間

の確保、分析の時間の確保、それを子ども達に返して指導する時間の確保、保護者へ説明する時間の確

保等々を考えると、学校の負担感がかなり大きいというところで、４番目のところにありますように、

昨年度、白井では学校へアンケートをとっていますけども、以上のような理由から希望はなかった。今

年度についても利用の希望は上がっていない。さらに、そこには書いてありませんけども、経費的には、

一昨年、そういう状況になったときに校長会で協議した経緯がございます。その際に、今自分が説明し

たようなことを理由に、白井市としては、ある学校が希望してある学校が希望しないとかになると、な

ぜうちの学校がやらないんだということにもなりますし、それを一律的に白井市教委としてやった場合

に、先ほど言ったように、学校体制で４月の当初というのは非常に苦しい時期なわけです。今年度につ
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いては、昨年度と同じように、指定されれば協力はするけども、それ以外のところは利用を希望しない

というふうに市教委として明確に回答したいと思いますけれども、それでよろしいかどうか協議のほう

をお願いしたいと思います。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問等ございますか。 

 そうしますと、１番の千葉県標準学力検査をしたばかりであるということ、２番目、３番にかかわる

学校の負担、あるいは市の負担もあるかもしれないが、仕事の上での、あるいは金銭の上での負担も大

きい、校長会としても希望していないとか、あるいは客観性に欠けるという点もあると思うんですね。

こういうマイナスを背負っているので、白井市としては原案のとおりにいきたいということで、よろし

いですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、承認といたします。 

                                               

     ○協議第１号 文化会館自主事業について 

○市場委員長 協議第１号「文化会館自主事業について」、秋本文化課長から説明をお願いします。秋本

課長。 

○秋本文化課長 協議第１号「文化会館自主事業について」。平成２３年度白井市事業仕分け判定結果を

受けて、別添資料のとおり協議する。平成２４年１月１０日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 １２月８日の定例教育委員会議におきまして、協議第１号により自主事業の今後の対応について協議し

ておりますが、調査研究が必要なため懸案となっておりましたが、１２月８日、１４日に会館の運営協議

会、そして１２月２０日に教育委員会の協議会が開催されました。今後の対応について協議いたしたいと

思います。 

 資料１でございますが、平成２３年度第５回白井市文化会館運営協議会の報告というところでは、事業

仕分けの評価を受け、今後の展開についてどうしたらよいか話し合い、意見を出していただきました。結

論といたしましては、文化会館自主事業運営事業について、「再検討・見送り」の評価を受けたが、市民

の教養向上と芸術文化の振興を図るため、教育的な考えを持って実施してきたことから、基本的には例年

どおり４つのジャンルで各１本ずつ４本実施すべきである。ただし、抜本的な見直しを必要とすることか

ら、自主事業と並行して見直しをしていくが、その見直しの目的が達成できないときは、２４年度の自主

事業は実施しない方向でまとまるということで結論が出ております。 

 意見のほうにつきましては、皆様読んでおられると思いますので、割愛させていただきます。 

 次に、資料２ということで、１２月２０日開催の教育委員会の協議会の報告ということでは、平成２３

年度実施による事業仕分け「文化会館自主事業運営事業」について、事業仕分けの評価を受け、文化会館

運営協議会の傍聴及び会議報告により今後の対応について協議が行われました。 

 結論としましては、今後の文化度を高め、教育的な観点を推進するというものを含めた形で、どんな自
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主事業があるかというのを各教育委員から提案を出してもらい、こういう形でやることにより集客力や収

支も上がるだろうし、附帯条件付で継続する。見直しの中に附帯条件を付して継続するということで意見

をいただけるようにしたほうが、存続か中止となるより、単純に見直しがないと継続しない。見直しの考

え方や意見や提案をもらって詰めていきたい。意見を出していただいた中で改善、見直しをしながら継続

をしていくという方向性の意見をいただいた。教育委員会で提案を出したものを含めて運営協議会に投げ

て、それらを見直しの中で検討してもらい、教育委員会へ答申をいただき、それらがクリアすれば継続は

可能とするというような結論をいただきました。 

 また、主ないただいた意見ということでは、そちらに載って、既に読まれているかと思いますので、割

愛させていただきます。 

 以上を含めまして、今後の対応について協議いたします。 

○市場委員長 以上の説明について、質問等ございますか。 

 私から。結論の最後の部分、見直しの目的が達成できないとき云々という、その前に時間的にかなり厳

しいですよね。８月までってどこかに書いてありますけども、そうしないと予算執行もできないのでは。 

○秋本文化課長 運営協議会のほうにつきましては、過去にもボランティアで協議をしていただいた経過

というものがございまして、これらを話しましたところ、それでもよろしいということでありましたので、

基本的には２４年度の予算も１回分多くとりまして、それとあわせて、できれば２４年の２月とか３月と

か、早めに進めていきたいというふうに考えております。 

○市場委員長 この前の会議で委員の情熱は十分わかりました。 

 他にありませんか。それでは、協議事項ですので、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 了解しました。 

                                              

非公開案件  ○協議第２号 白井市外国語指導助手業務委託候補者について 

                                              

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 

○市場委員長 その他、案件がありましたらお願いします。 

 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２月８日水曜日の予定です。お疲れさまでした。 

午後６時００分 閉 会
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