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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２４年３月２７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 委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について 

    議案第２号 平成２４年度教職員人事異動について 

    議案第３号 子ども読書活動推進コーディネーターの委嘱について 

    議案第４号 白井市教育相談員の委嘱について 

    議案第５号 白井市適応指導教室指導員の委嘱について 

    議案第６号 白井市指定文化財の指定について 

    議案第７号 白井市学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

    議案第８号 平成２４年度準要保護児童・生徒の認定について 

 ７．報告事項 

    報告第１号 平成２３年度準要保護児童・生徒の認定について 

    報告第２号 平成２４年度準要保護児童・生徒の認定について 

    報告第３号 学校給食共同調理場施設改修計画について 

    報告第４号 社会福祉法人白井市社会福祉協議会評議員の推薦について 

 ８．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 

   委 員  石垣 裕子 

   教育長  米山 一幸 

 

○欠席委員 

   な し 
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○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         松村  明 
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午後１時３０分 開 会 

○市場委員長 本日の出席委員は５名です。 

                                              

     ○委員長開会宣言 

○市場委員長 これから平成２４年第３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 それでは、承認といたします。 

                                              

     ○委員報告 

○市場委員長 続きまして、委員報告がありましたらお願いします。 

〔「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 それでは、前回の定例教育委員会議以降の報告をいたします。 

 ２月９日、文化財審議会が開催されまして出席いたしました。 

 ２月１４日、教員の人事異動の２次面接が行われまして出席いたしました。 

 １７日に定例議会が開催されました。１カ月ほど議会が開催されておりましたけれども、補正予算、

新年度予算とも可決されております。委員のほうで協議いただいた予算案は、原案のとおり可決をさ

れました。その他で、生涯学習関係で議案が３つありました。そのうちの１つ、冨士センターの指定

管理についてなんですけれども、これをもう１年延長するという議案も可決されております。１８日

土曜日、福祉大会に出席いたしました。 

 ２月２５日、白井市の環境フォーラムに出席いたしました。この中で第一小学校と第三小学校の研
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究発表がされまして、第一小学校についてはメダカの救出作戦がテーマに研究発表がされました。こ

れについては新聞でも取り上げられています。第三小学校は森についてというテーマで研究発表がさ

れました。 

 翌２６日、スポーツ尐年団による駅伝競走大会が開催されました。 

 ３月３日土曜日、スポーツレクリエーション祭が池の上小学校で開催されました。東北から震災の

関係で避難をされている方を毎回スポレク祭に呼んで、現在白井市に住んでいらっしゃる方がグラウ

ンドゴルフに一緒に参加されております。 

 同日、市民大学校の卒業式が行われました。 

 ３月１５日、文化会館運営協議会に出席いたしました。自主事業の取り組みということで、事業仕

分けで指摘を受けた事項に対応して、どのような形で自主事業を開催するかということで、具体的に

は、結果は出ておりませんけれども、これから何回か会議を開催し自主事業の取り組みの検討がされ

ます。 

 １４日、中学校の卒業式、１６日が小学校の卒業式ということで、各委員にも出席していただきま

した。 

 ２２日、公民館運営審議会が開催されまして、各館長より、２４年度の事業計画について説明と報

告がありました。同日、視聴覚ライブラリー運営委員会が開催されました。今後、この教育委員会議

の中でも検討協議が必要なんですけど、視聴覚ライブラリー自体の継続をするかどうかということで、

現在、古い映写機があるんですけれども、現実的にはもうほとんど使われていない状況で、ブルーレ

イとか新しいものが出てきておりますので、視聴覚ライブラリー、１６ミリフイルムとか、ほとんど

使われておりませんので、今後、また事務局のほうから提案がありましたら検討をいただきたいと思

います。 

 同日、通学区域審議会が開催されまして、第三小学校が数年のうちに教室が不足をするということ

で、通学区域審議会のほうに諮ったところ、通学区域を変更するには至らないということで、増築で

対応したらどうかというのが通学区域審議会の結果でした。区域を変えても、増え方によってはまた

不足をしてしまうということ、それと、第三小学校区で池の上小学校に近い部分があるんですけれど

も、そこはほとんど調整区域で居住者がいないということで、居住者がいるエリアの通学区域を変更

すると子ども達の通学に時間を要してしまうということで、距離とこれからの人数増加の予測を両方

考えてみても増築の対応がいいであろうということで、通学区域審議会のほうから意見をもらってお

ります。また、増築を含めて、児童の増加については、この委員会の中で報告をさせていただきます。 

 きのう、市の表彰式、前々回の教育委員会議の中で市表彰の対象者について協議をしていただきま

したけれども、委員長とともに市の表彰式に出席いたしました。以上です。 

○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。特にありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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○市場委員長 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。 

 議案第１号「委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について」、議案第２号「平成２４年度教

職員人事異動について」、議案第８号「平成２４年度準要保護児童・生徒の認定について」、報告第

１号「平成２３年度準要保護児童・生徒の認定について」、報告第２号「平成２４年度準要保護児童

・生徒の認定について」は、個人情報に関する事項及び意思形成過程の案件が含まれますので、非公

開がよろしいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、以上の案件については非公開といたします。 

                                              

     ○議案第３号 子ども読書活動推進コーディネーターの委嘱について 

○市場委員長 議案第３号「子ども読書活動推進コーディネーターの委嘱について」、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３号「子ども読書活動推進コーディネーターの委嘱について」。白井市教育委

員会は、子ども読書活動推進コーディネーター取扱要綱第２条の規定により、次の者に委嘱する。平成

２４年３月２７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、子ども読書活動推進コーディネーターである中澤孝子氏の任期が

平成２４年３月３１日で満了となるため、中澤孝子氏を再任したいので提案するものです。 

 裏面をご覧ください。中澤氏は、小学校の校長退任後、読書活動推進コーディネーターを務めてもら

っております。最初に就任したのが平成２０年７月１日、それ以降、２０、２１、２２、２３と４年に

わたって活動していただきました。もう１年更新したいと思います。勤務体系でございますけれども、

週３日間勤務していただいております。１日７時間で２１時間の非常勤体制でございます。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 議案第３号について、質問等ございますか。 

 特にないようですが、継続ということですので、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 白井市教育相談員の委嘱について 

○市場委員長 議案第４号「白井市教育相談員の委嘱について」、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４号「白井市教育相談員の委嘱について」。白井市教育委員会は、白井市教育相

談員を別紙のとおり委嘱する。平成２４年３月２７日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 
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 提案理由でございますが、本案は、教育相談員の任期が平成２４年３月３１日で満了となることから委

嘱をするものです。 

 裏面をご覧ください。任期につきましては１年間となります。まず、１人目が興津圭子さん、２人目が

長島宣子さん、３人目が藤澤泰子さん、４人目が杉山充子さん。それぞれ年数が違いますけれども、新規

の方はおりませんで、全て継続の相談員さんとなります。勤務体制でございますけれども、４人の方に週

１回来ていただきます。基本的に、若干変更はあるかもわかりませんけれども、月曜日が教育センター室

の指導主事で教育相談にあたる、火曜日が興津さん、水曜日が藤澤さん、木曜日が長島さん、金曜日が杉

山さんという形で、教育センター室の隣の相談室にいていただいて電話相談、あるいは来所による相談を

受けたいと思います。 

 以上、よろしくご審議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。特にありませんか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、継続ということで承認といたします。 

                                              

     ○議案第５号 白井市適応指導教室指導員の委嘱について 

○市場委員長 議案第５号「白井市適応指導教室指導員の委嘱について」、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５号「白井市適応指導教室指導員の委嘱について」。白井市教育委員会は、白井

市適応指導教室の設置及び運営に関する要綱に基づき、指導員を別紙のとおり委嘱する。平成２４年３月

２７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、適応指導教室指導員の任期が平成２４年３月３１日で満了となるこ

とから委嘱するものです。 

 裏面をご覧ください。先ほどの教育相談員と同じように、任期につきましては１年間でございます。水

﨑明代さん、森まゆみさん、松本京子さん、近藤一男さん、４名の方を委嘱したいと思います。この適応

指導教室の指導員の方につきましても、２４年度新規の方はいらっしゃいませんで、全て継続の指導員さ

んになります。勤務体制でございますが、それぞれ週３回指導員としてヤングハートのほうに来ていただ

きます。原則として１日あたり２人体制で適応指導をしていきたいと考えております。一日だけ全員が集

まって打ち合わせできる日を、来年度は金曜日を想定しているんですけれども、金曜日の午後、全員で、

今週のやったことの反省をして、来週に向けての計画を立てるということで、金曜日にそういう日を設け

たいというふうに考えているところです。 

 なお、個人都合でいろいろと休みがあったりしますので、先ほど言ったように、原則を３日としてロー

テションを組んでいきますと、週によって曜日が変わったりすることがあるということでございます。 

 以上、よろしくご審議のほうをお願いしたいと思います。 
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○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。 

 これも継続ということで、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６号 白井市指定文化財の指定について 

○市場委員長 議案第６号「白井市指定文化財の指定について」、秋本文化課長から説明をお願いします。 

○秋本文化課長 議案第６号「白井市指定文化財の指定について」。白井市教育委員会は、根１７７３番

１に所在する木造伝木喰上人坐像他３件を、別紙のとおり白井市指定文化財に指定する。平成２４年３月

２７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、市にとって重要な物件を白井市の文化財に指定するため提案するものでござ

います。 

 市内にはさまざまな文化財を現在に生かし、未来に伝えるため、市の指定文化財に指定することで保護

と活用を行っております。また、市内には国指定文化財が１件、県の指定文化財が４件、市の指定文化財

が２２件ございます。これらは白井市の歴史と深く関係し、その中で生まれて、大切に保存されてきたも

のでございます。 

 裏面をご覧いただきたいと思います。一覧になっております。１番としまして、木造伝木喰上人坐像、

有形文化財、彫刻、１軀です。中木戸地区に伝わる本像は、その制作技法や表現から見て、面部は鎌倉時

代末から南北町時代に、体部は室町時代末に補作されたものと考えられる。市内に残る中世の文化財は数

尐なく、中でも中世の肖像彫刻は市内でも２軀しか確認されていない。本像は市の歴史を考える上で重要

な文化財であるということで考えております。次に、２番といたしまして、滝田家の常滑壺、有形文化財、

考古資料、１口です。平塚地区の滝田家住宅裏で発見された常滑窯の壺でございます。鎌倉時代後期の資

料で、骨蔵器として使用されたものであります。刻文の入った同型完形の常滑壺の出土事例は周辺地域で

もまれでありまして、市内に残る中世の文化財は数尐なく、この常滑壺は市の歴史を考える上で重要な文

化財であるとしております。 

 ３番目としまして、鳥見神社の懸仏、有形文化財の工芸品、１面でございます。白井地区の鳥見神社に

伝わるもので、鏡面中央に別鋳の十一面観音立像を取り付けた中型の懸仏であります。その制作技法や尊

像の表現から見て室町時代の前期のものと考えられております。市内に残る中世の文化財は数尐なく、懸

仏は市内でも２面しか確認されておりません。この懸仏は市の歴史を考える上で重要な文化財であるとし

てございます。中の懸仏の大きさが１３.９センチ、丸い鏡面のほうでは直径が２６.５センチのつり下げ

式のものでございます。 

 最後に、４番目で延命寺の十九夜塔、有形民俗文化財でございます。１基。安山岩製で中央に六臂の姿

で如意輪観音像が彫られている。本十九夜塔は寛文１０年に制作された市内最古の民間信仰に基づく石造
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物であり、石仏としても最古のものとして人々の生活の推移を理解する上で重要なものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○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。 

 私から質問。３番目の鳥見神社ですが、白井市には他にも鳥見神社というのはあるけれども、白井地区

の鳥見神社というのは、木下街道の１６号の先の左側の通り道にあるんですか。 

○秋本文化課長 １６号線を木下方面に向かいまして、大体１キロちょっとぐらい、左のさつまやさんと

いうお店があると思うんですが、あそこを左に曲がって、白井地区の鳥見神社の中でございます。 

 懸仏につきましては、現在、本殿がかぎのかかる場所ではありませんので、これを指定しますと、場合

によっては盗難のおそれがありますので、その前に集会場が、しっかりしたものが建てられておりますの

で、そちらのほうに移して保管管理のほうをする予定でおります。 

○市場委員長 市の文化財に指定されると、保存のためにバックアップというか、金銭的な、そうい

った何かあるわけですか。 

○秋本文化課長 条例におきまして、そういった文化財に指定されました場合は、例えば修復とか、

そういった場合におきましては予算の範囲内ということで条例のほうにうたっておりますので、もし

保持者のほうから補助、修復をするために援助できないかというのであれば、そういう部分では予算

化をしまして援助をしたいというふうには考えています。また、今現在は、県の文化財の補助関係の

ほうにつきましては準拠しておりますが、今後は白井独自のそういった助成の要綱もまとめていきた

いというふうには考えております。 

 以上です。 

○市場委員長 質問等ございますか。特にないようですので、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７号 白井学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

○市場委員長 議案第７号「白井市学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」、清水教育部長

から説明をお願いします。清水部長。 

○清水教育部長 議案第７号「白井市学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」。白井市教育

委員会は、白井市立小学校及び中学校管理規則第５条の規定により、白井市学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師を別紙のとおり委嘱する。平成２４年３月２７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３月３１日付けで任期満了になるため、平成２４年４月

１日より平成２７年３月３１日まで委嘱するものです。 

 裏面をご覧ください。今回、３年間の委嘱になるわけでございますが、学校医、学校歯科医、薬剤師を

一覧表にしたものでございます。 



 9 

 まず、学校医のところから見ていただきたいと思います。奥澤昌道先生につきましては白井第一小、白

井第二小、白井第三小学校をお願いしたいと思います。島田敏雄先生につきましては清水口小、池の上小

学校をお願いしたいと考えます。小笹潔先生、桜台小、桜台中学校をお願いしたいと考えます。泉公成先

生は南山小学校、豊田成先生は大山口小学校、由井俊徳先生は七次台小学校、瀬野久和先生は白井中学校、

菊地好男先生は大山口中学校、七次台中学校、森谷哲郎先生は南山中学校をお願いしたいと考えています。

金義慶先生、菊池尚子先生は耳鼻科が専門でございますので、耳鼻科につきましては、この金先生と菊池

先生２人にお願いしまして、白井第三小、南山小、池の上小学校を菊池先生に、残りの１１校につきまし

ては金先生にお願いしたいと考えております。 

 学校歯科医のほうをご覧ください。まず、齋藤安廣先生は白井第一小学校、白井第二小学校、齋藤佳明

先生は白井第一小学校と七次台小学校、萩倉純先生は白井第三小学校と大山口中学校、七次台中学校、櫻

田雅彦先生は清水口小学校、鈴木好徳先生は大山口小学校と南山中学校、平澤賢治郎先生は清水口小学校、

廣瀬廣先生は南山小学校、本間敬和先生は白井第三小学校、佐藤正斉先生は大山口小学校、近藤修一先生

は南山小学校、甘利英三先生は桜台小学校と大山口中学校、北田岳彦先生は桜台中学校、相田剛先生は桜

台小学校、岡本佳樹先生は池の上小学校、吉岡三郎先生は白井中学校と南山中学校、玉木前先生は桜台中

学校をお願いしたいと考えております。 

 薬剤師でございますが、石橋五郎先生及び青龍良子先生のお二人に継続してお願いしたいと考えており

ます。青龍先生のほうに大山口小学校、清水口小学校、七次台小学校、大山口中学校、七次台中学校をお

願いして、残りの９校につきまして石橋先生のほうにお願いしたいと考えております。 

 合計で学校医が１１名、学校歯科医が１６名、学校薬剤師が２名で、２９名の方を３年間委嘱したいと

考えております。 

 参考資料として、学校ごとに先生がわかるようにした表でございます。網かけの部分が前年度と変わっ

たところでございます。大山口小学校のところの歯科医と耳鼻科医が前年と変わりました。七次台小学校

の歯科医が変わっています。大山口小学校と七次台小学校の歯科医は昨年まで吉岡先生にお願いしていた

ところでございますけれども、体調が不良だということでございまして、辞退の申し入れがありましたの

で、鈴木先生、斉藤先生にお願いすることとなりました。桜台小学校につきましては、昨年は金子先生に

お願いしていたんですけれども、都合により辞退させてほしいということがありましたので、甘利英三先

生のほうにお願いするという形にしたいと思います。金先生のところに３カ所ほど、大山口小と大山口中

学校と南山中学校、網かけがありますけれども、これにつきましては、昨年まで菊池先生が見てくださっ

ていたんですけれども、菊池先生も大分高齢にならなれたということで、金先生のほうにそこの部分はや

っていただくということで、お二人で相談していただきまして、金先生にバトンタッチという形になった

ものでございます。 

 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。 
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 私のほうから。学校歯科医、鈴木先生、齋藤先生、甘利先生は、校医としては初めてなんですか。 

○清水教育部長 今回委嘱する方は全てどこかでやっている方でございまして、新規の方はいらっし

ゃらないということになっております。 

○髙城委員 上から４番目、泉先生、就任が昭和１４年になっていますが、間違いないですか。 

○清水教育部長 泉先生につきましては、平成１４年からになりますので、平成に修正してください。

よろしくお願いします。 

○市場委員長 ほか、ございますか。 

 議案第７号は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。 

                                              

     ○報告第３号 学校給食共同調理場施設改修計画について 

○市場委員長 報告第３号「学校給食共同調理場施設改修計画について」清水教育部長から報告をお願い

します。 

○清水教育部長 報告第３号「学校給食共同調理場施設改修計画について」。平成２３年１１月に学校給

食共同調理場施設改修計画策定業務報告書を作成したので報告する。平成２４年３月２７日提出。白井市

教育委員会教育長 米山一幸。 

 別紙をご覧いただきたいと思います。報告書でございます。これにつきましては、以前説明したように、

業者のほうに委託をかけて、この改修計画策定案をつくっていただいたものでございます。 

 １ページめくっていただきまして、全てを説明しますと時間がかかりますので、ポイントだけ説明させ

ていただきたいと思います。１ページ目は、現在ある学校給食共同調理場の概要でございます。所在地か

ら敷地面積、建物面積、構造がどうなっているか、そういったものを記載してある部分でございます。２

階建てになっているわけでございます。 

 ２ページ目のほうを見ていただきたいと思います。これは耐震診断結果の概要でございます。耐震診断

につきましては、今回の策定業務の委託で耐震診断をしたわけではございませんで、その以前にしたもの

を使っているものでございます。非常に小さな文字で、コピーしているということで見づらいんですが、

真ん中のところ、ちょうど中央あたりにＩｓ値とｑ値というものがございます。そのＩｓ値を上から見て

いっていただくと、０.６を切った箇所が３カ所あります。０.５７、０.５８、０.５５と。その０.６と

いったものを切った部分については耐震的に問題があるという部分でございます。 

 ３ページ目を見ていただきたいと思います。そこにＩｓについて見方が記載してあります。（３）のと

ころを見ていただくとわかりますように、Ｉｓという数値が０.６以上の場合、かつｑが１以上の場合で

あると、右側を見てもらうと、危険性が低いということですので、そういうふうに見ていって、さっき申

し上げましたように、Ｉｓのほうが３カ所引っ掛かっている、ｑ値のほうは引っ掛かっていないという状
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況でございます。Ｉｓ値で引っ掛かっている部分を補強するとなると、４ページにありますように、水平

方向と垂直方向で筋交い等を入れて補強をしていかなきゃいけないということになるそうです。 

 そういったことを分析しまして、５ページ、６ページのほうを見ていただきたいと思いますけれども、

最終的に、今ある共同調理場をどういうふうに改修していったらいいかというものを検討していった案で

ございます。Ａタイプというものを、まず５ページのほうを見ていただきますと、構造体を残してほかの

ところをいじっていく。Ｂタイプにつきましては、耐震補強にかかわる部分について改修工事をして、細

かくは後ほど見ますけれども、２つに分けていく。Ｃタイプにつきましては、全く今のところを補修、改

修しないで移転して新築工事をしてしまうという３つの考え方で決めて、想定した案を６ページのほうに

比較して出したものでございます。 

 Ｃタイプのところを見ていただくと、まず、建物関係、１番のところは全て新規になるわけでございま

すから、非常に見やすいわけです。対応食としては、通常６,０００食、最大７,０００食を見ている。Ａ、

Ｂタイプにつきましては、今あるところを運用していくので６,０００食が最大だという形になります。

場所が限られていますので、そこまでだということになります。 

 施設使用可能年数ですけども、Ａタイプでいくと１５年から２０年、Ｂ１、Ｂ２も同じです。今あると

ころを改修しますので、もともと古い建物でございますので、１５年から２０年程度でまた建物のほうを

改修をしていかないといけないという形になります。昭和５４年に竣工していますので、もう３２年たっ

ているわけですから、残りは１５年から２０年ぐらいという形になります。新築であると５０年から７０

年、これははっきりしませんけれども、５０年はもつだろうというふうに出ているものでございます。 

 工程としましては、改修であるとＢタイプが、設計が１１カ月で工事が１０カ月、Ａタイプですと１２

カ月、１２カ月ということで１年間、新築になりますと、基礎設計から実施設計までやって２１カ月、工

程的には、工事としては１４カ月かかる。 

 費用のほうは、それぞれ１０億、４億、９億、１６億ということで、新築が一番高いには高い。 

 工事期間が長くなりますので、その間の給食をどうするかという問題が出ますので､その間につきまし

ては、Ａ、Ｂタイプは弁当を発注する。Ｃタイプ、新築であると既存のところを利用できるので、その間

は対応できるということです。 

 調理室計画の問題点のところを読ませていただきたいと思います。Ａタイプでありますと、学校給食衛

生管理基準を考慮していますが、作業スペースが狭く、使い勝手上大変問題があると思われる。Ｂ１タイ

プでありますと、学校給食衛生管理基準に対応できていない。Ｂ２タイプでありますと、学校給食衛生管

理基準を考慮していますが、作業スペースが狭く、使い勝手上大変問題があると思われます。Ｃタイプで

あれば、新築ですので、基準にも準拠し、ＨＡＣＣＰ概念という新しい概念があるそうなんですけれども、

そういったものを取り入れられるということだそうです。 

 なお、給食センターにつきましては、普通のこういう市役所のような建物と違うところとして、厨房機

器がかなり特殊なものがございます。ボイラーから大きな釜とか、電気ガス系とか、そういったものがあ
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ります。そういったものを更新していかないといけないという問題点がございます。 

 このような４案が示されたというところで報告をさせていただきます。 

 この後、この報告書に基づいて学校給食共同調理場運営委員会のほうで今後どうするかということを協

議して、協議していただいたものをまた後日教育委員会に報告させていただいて、最終的にどの方法でや

っていくかというものを審議して決定していくという形になります。 

先日、学校給食共同調理場運営委員会がありまして、この報告書について説明をさせていただきました。

そのときに、決定ではないけれども、細かい資料がないので、これを見た範疇でＡタイプ、Ｂ１タイプ、

Ｂ２タイプ、Ｃタイプを見て、どのタイプが今の段階で直感的にいいかどうかといったものを委員長が諮

ってくれたんですけれども、その段階での意見としましては、Ａタイプ、Ｂ１タイプ、Ｂ２タイプ、その

３つのタイプでやっていくと、確かに安いかもわからないけれども、使用可能年数がかなり限られてくる

ので、逆に長いスパンを考えると、Ｃタイプの新築のほうが逆に安上がりという考え方もできるんではな

いかということと、工期中の対応についても弁当ではなくてできるということもあるし、新しいところを

建てるとなれば土地の問題とか、下水道、上水道の問題とか、いろいろな条件があるけれども、それが整

うのであれば、Ｃタイプが理想的じゃないかというような意見が１回目の協議会では出ました。２４年度、

新年度になりましたら、さらに細かい資料を給食センターのほうで用意して、また話を詰めていきたいと

考えております。 

 最後のページでございますけれども、今後の児童・生徒数の見通しを参考に載せてございます。来年度

は給食センターのほうで供給するのは、桜台小中学校を除いた児童・生徒数でございますので、４,９８

５人を想定しています。教職員のほうが３６０人で、給食センターのほうでつくる食数としては５,３４

５食。順次見ていっていただくと、２８年にピークがきまして、５,８００食ぐらいつくることになる。

６,０００食までいかない形で今のところは推移していくだろうというふうに想定しています。 

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、質問等ございますか。石垣委員。 

○石垣委員 まず最初の１ページ目に、４）で調理能力、１万食という建物のコンセプトですよとい

う表記がある中で、６ページになると最大、現状のものを補正したとしても対応できるのは６,０００

食となってしまうというのは、どういうことから判断するんでしょうか。 

○清水教育部長 正確には、ちょっと不明なところがあるんですけれども、ボイラーの能力とか、釜

とか、調理器具といったものを整えていかないといけないわけで、現在あるスペースを使って、ある

機械を使ってやっていくと６,０００食までがつくれるという形で、さらにボイラーとか釜とかを整え

ていけば、ある程度までいくとは思われます。ただ、基準そのものがその当時とおそらく変わってい

るでしょうから、新しい基準であると、１万食といったものは今いくかどうかといった問題はあろう

かと思います。 

○米山教育長 当時、５４年度建設されたときは、１万食能力の施設が建設されました。ただ、調理機器
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については４,０００食ぐらいの調理器具しかなくて、途中で千葉ニュータウンの入居に伴って増やして

います。釜とか、焼き物機、揚げもの機を徐々に増やしてきたんですけれども、スペース的に、最終的に

は、保管庫のつくり、置き場がとれないということで、保管庫というのは、子供たちが返してきた食器を

全部洗浄して、滅菌室に入れます。その滅菌の保管庫というのが足りなくなってきているので、１万食を

ぎりぎりにやれば可能性はあるんですけれども、機器自体が、調理ができない、狭くてしようがないとい

うことで、ここにきて冷凍庫、冷蔵庫についても今のままでは足りない状況になっている。 

このＩｓ値というのがあって、０.６以上ないところについては倒壊の危険性があるということで、数

字が出てきております。多分、これは工場としてなので、０.６以上でオーケーなんですけど、市役所

とか人が集まる学校やなんかは０.７以上なきゃいけないので、教育の施設として考えた場合は、もし

かしたら、これは給食施設であっても０.７以上ないと補助金なり何なりを出さないよという可能性が

あるかもしれない。この辺は議論が進むに従いまして０.６にするか０.７にするかというのは、また

会議の中で報告をさせてもらいます。 

○石垣委員 これを新しく改修したり新築したりするのであれば、せっかく耐震の工事もするわけで

すし、例えば自家発電を使って災害の、学校給食に限らずそういう機能を持たせるとか、そういうこ

とを想定しているのかどうか。 

○清水教育部長 この段階ではまだどういう案があるかというプランを委託会社に委託をかけたわけ

で、こういう４つの方法だと、このぐらいのお金でできるでしょうということですので、これから自

家発電のソーラーパネルをつくるだとか、こういったものをつけ加えた場合にはまた幾らになるとか、

そういった議論を今後していきます。例えば今庁舎の計画なんかもやっていますけれども、防災関係

で今そういう議論がありますので、議会なんかでも出ていますけれども、今後そういったソーラーパ

ネルを、学校もまだ、二小と白井中にはあるけれども、ほかがないとか、必要性といったものは認識

しているわけですけれども、財政の問題があって、どこまでできるかということと、国の補助金がな

いと、白井市の財政状況だと、市の持ち出しだけではとてもできないというのがありますから、その

施設でどこまで防災に強いものをやっていくかとか今後の議論になると思います。この報告書につき

ましては、右の上のほうに報告書より抜粋というふうに書いてありますので、報告書そのものはもう

尐しプラスアルフがあると。きょうは専門家という意味ではなくて、この委託業務で２６０万円かけ

て委託かけたものですから、教育委員会のほうにこういったようなものが仕上がりましたといったも

のをとりあえず報告させていただく。先ほど教育長が申し上げましたように、２４年度にさらにまた

議論を進めてまた教育委員会議のほうにご報告をさせていただくという形になろうかと思います。 

○石垣委員 さっき程の補足になりますけれども、例えば１６億かけて新しいものをつくるのであれ

ば、そういう給食の提供だけではないコンセプトも必要かなというふうに思ったので、質問させてい

ただきました。 

 それから、衛生管理基準というのが、ちょっと私はどういうものかわからないんですが、もし既存
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のものを使った場合に、改修だけで済ませた場合、厨房だけを取り替えればクリアするのかどうかが

ちょっとわからなかったんですが。 

○清水教育部長 細かいところまでは認識していないんですけれども、考え方として、例として挙げ

ると、調理のときにドライ方式とウェット方式というのがあるそうなんですが、昔のタイプであると

ウェットタイプ方式が多かった。そういうふうに設計していた。でも、理想的にはドライタイプのほ

うが今はいい。対応できていないものを利用して運営している学校給食の施設は、白井市だけではなくて、

数多くあるということは聞いています。というのは、全て新しい基準ですぐやりなさいといっても、莫大

なお金もかかるし、その間の給食の提供の問題があるから急には対応できないので。だから、対応できて

はないんだけれども、その運用上、配慮することによって運用していいという。Ａを見ていただくと、外

壁・屋根、内装、設備機器は全面改修、ボライーは既存のものを利用して、厨房は新規にする。Ｂ１タイ

プを見ると、Ｂ２タイプと同じなんですけども、まず、外装と内装については耐震部分だけ改修するとい

う案で、あと違うところは、ボイラーは既存で同じで、厨房機器が既存と新規の差です。既存のもの使う、

要は今の状態でということで。耐震のところだけ補強して、今あるもので同じようにやっていくと４億円

ぐらいでできるよということですよね。それが一番安上がりなんだけれども、新しい給食衛生管理基準に

対応できていない、だけども、やっているわけですよね。だから運用を停止しなきゃいけないというわけ

ではないんだけども、その基準に達していないという状態での配慮した運用の仕方をしていくということ

になっています。学校給食は安全なものを提供するという趣旨でやっているわけだから、この間の運営委

員会なんかであれば、Ｃタイプで、新しい基準に全部準拠できるようにして。実際見に行くと、狭いとこ

ろでみんなやっているわけですね。それをもっと広くして、動きやすいようにして、安全な給食が提供で

きるようにしたほうがいいんじゃないかということで、委員さんはＣタイプにこの時期に変えるべきじゃ

ないかという意見が今のところ多いという感じです。 

○米山教育長 今後、給食委員会の動きを見て議論になってくると思いますので、１回、ウェット方

式とドライ方式がどのくらいどう違うかというのが、展示会なんかがよくありますので、そのときに

情報が入ったら、１回委員で見に行ってもらって、ウェット方式というのは、新しいところはほとん

どなので。ただ、現状は、今のセンターは５４年設立のウェットタイプなので、ドライタイプに変え

るほうがいいと思います。ただ、今の施設のままで方式だけドライにするということは多分できない

だろうというのがありますので。４億円にしろ、１６億円にしろ、財源手当を基本計画に入れていま

せんので、どこかで入れ込んでいかなきゃいけない、そのときの財源をどこからどう持ってくるかと

いうのがありますので、すぐこれが立ち上がるかというと、そうでもないところがありますので。 

 ちょっと頭に入れておいてもらいたいのが、Ｃタイプの場合は、今の西白井駅前の土地が丸々譲渡

した場合は建設に回せると。市で持っているのも一つなんですけれども、あそこ、敷地、何平米ある

んでしたか。 

○清水教育部長 ５,１７２平米です。 
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○米山教育長 ５,０００平米の土地が駅のすぐそばにありますので、それも活用できるかどうかとい

うのも議論にはなってくると思います。単純に４億円と１６億円の比較ではなくて、５,０００平米の

土地が余るというところも検討する上での一つの項目になると思います。また逐次、運営委員会の動

き、それと新しい施設について見る機会があれば情報を提供していきます。 

○市場委員長 前回の会議録の１５ページにも、清水部長がさっき説明された学校給食共同調理場運

営委員会のことが明記されていますので、その運営委員会のとおりのベースになるということですよ

ね。その運営委員会の会議を見守るのと同時に、我々も並行して勉強していくと。報告ですので、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 了解といたします。 

                                              

     ○報告第４号 社会福祉法人白井市社会福祉協議会評議員の推薦について 

○市場委員長 報告第４号「社会福祉法人白井市社会福祉社会福祉協議会評議員の推薦について」、伊藤

教育総務課長から報告をお願いします。 

○伊藤教育総務課長 報告第４号「社会福祉法人白井市社会福祉協議会評議員の推薦について」。社会福

祉法人白井市社会福祉協議会会長より、別紙のとおり同協議会評議員の推薦について依頼があり、米山一

幸を推薦したので報告する。平成２４年３月２７日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 裏面をご覧いただきたいと思います。現在、教育長には社会福祉協議会の評議員をされておりますけれ

ども、本年４月２１日をもって任期満了となります。そういうことから、再任ということで、平成２４年

４月２２日から平成２６年４月２１日までの任期としまして推薦しましたので、報告いたします。 

○市場委員長 質問等ございますか。了解でよろしいですね。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 了解しました。 

 これから非公開案件に入りますので、傍聴されている方、退出をお願いします。 

                                               

非公開案件    ○議案第２号 平成２４年度教職員人事異動について 

                                              

非公開案件    ○議案第８号 平成２４年度準要保護児童・生徒の認定について 

                                              

非公開案件    ○報告第１号 平成２３年度準要保護児童・生徒の認定について 

 

非公開案件    ○報告第２号 平成２４年度準要保護児童・生徒の認定について 
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非公開案件    ○議案第１号 委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について 

                                              

     ○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。 

○伊藤教育総務課長 きょうお渡ししました資料でございますけれども、補正予算資料というものを

皆さんにお配りしてございます。この資料につきましては、今議会の最終日、平成２４年度の新年度

予算が可決されました。その後、平成２４年度から本格的に放射能の除染対策ということで、主に子

どもが生活する施設を除染するということで、補正予算を上程しまして、その日に可決されました。

除染計画の作業の裏づけとなるものでございまして、資料の１ページ目になりますけども、放射能対

策事業に要する経費としまして、１３節委託料、１４８万３,０００円、これにつきましては市内にあ

る市立幼稚園に対して除染を行うものでございまして、市が直接、市立保育園の除染を行うという内

容でございます。具体的な内容につきましては、幼稚園内にあります側溝、集水枡。その下の清掃業

務設計委託につきましては、除染の方法等を決定するために業者に委託するものでございます。 

 次の１５節工事請負費、１,０８６万８,０００円につきましては、幼稚園の表土のはぎ取り並びに

砂場の除染工事、及び芝生の除染工事でございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。次のページにつきましては、小学校の除染を行うもの

でございまして、委託料としまして１,８４３万８,０００円、これにつきましては、小学校９校のＵ

字溝並びに集水枡等の清掃を行うものでございます。 

 その下の設計委託料につきましては、除染の方法を業者に委託しますので、それに伴う委託料でご

ざいます。 

 その下の工事請負費、この内容につきましては、小学校８校、二小は今年度やっておりますので、

残り８校の除染を行います。これにつきましては、午前中、白井中で見ていただきました校庭の表土

の削り取り作業でございます。 

 その下の３４万６,０００円につきましては、砂場の除染工事を実施するものでございます。 

 次のページに移りまして、内容的には全く小学校と同じ内容で除染工事を実施いたします。 

 続きまして、最後のページに移ります。文化センター費でございます。最初の１３節の委託料につ

きましては、Ｕ字溝あるいは集水枡等の清掃でございます。 

 次の委託料、２４０万３,０００円につきましては、これらの作業の方法等を業者に委託するもので

ございます。 

 続きまして、工事請負費、２,２７７万４,０００円につきましては、文化会館にある芝生広場等で

の芝生深刈り作業と、そこで発生しました土を埋設保管、並びに掘った土で削ったところにならすと

いうような内容になっております。 

 以上で説明を終わります。 
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○市場委員長  

以上をもちまして、本日の日程は終了しました。次回教育委員会定例会は、４月１７日予定です。 


