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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２４年７月２４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．委員報告 

 ４．教育長報告 

 ５．議決事項 

    議案第１号 平成２５年度使用教科用図書の採択について 

    議案第２号 平成２４年度教育費補正予算について 

 ６．報告事項 

    報告第１号 準要保護児童・生徒の認定について 

    報告第２号 学校災害賠償補償保険に係る示談の成立について 

 ７．その他 

    ・いじめ問題に係る文部科学大臣談話等について 

    ・通学路合同点検について 

    ・小・中学校における放射線量低減作業について 

    ・事業仕分けについて 

     

                                             

○出席委員 

   委員長  市場 正明 

   委 員  石亀 裕子 

   委 員  髙城 久美子 

   教育長  米山 一幸 

 

○欠席委員 

   委 員  石垣 裕子 

                                             

○出席職員 

   学校教育課主幹       小泉  淳一 

   教育部参事         伊藤  勝 

   生涯学習課長        大塚 栄一 

   文化課長          秋本 善久 
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   書   記         伊藤 祐子 

     〃           松村  明 
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○市場委員長 第８回定例会を開会します。 

 石垣委員欠席につき、本日の出席委員は４名です。また、清水部長が出張のため、小泉主幹が代理

で出席しております。 

                                              

     ○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。石亀委員と髙城委員にお願いします。 

                                              

     ○委員報告 

○市場委員長 次に、各委員から報告がありましたらお願いします。 

〔特になし〕 

                                              

     ○教育長報告 

○市場委員長 次に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。 

 ７月４日、公民館運営審議会に出席いたしました。昨年度の事業報告の中では、震災の関係で開館

できない時期がありましたので、利用者数は若干減っておりましたが、事業計画どおり各館にあった

地域性を持った事業計画が進められておりました。 

 ７日、郡市民体育大会の総合開会式に出席をいたしました。夕方から市の結団式がありました。 

８日、西白井複合センターで通学合宿が行われました。女の子が多く、男の子が若干尐ないなとい

う印象を受けましたけども、リーダース含めて、地域の方々、それと生徒さんが中心になりまして

通学合宿が実施されました。報告では、事故等なく無事終了したということを聞いております。 

 １１日、社会教育委員会議が開催されました。新しい委員がいたために、社会教育と生涯学習の違

いであるとか、また、社会教育委員とはどのような仕事をするかというようなことで、事務局のほう

から説明をさせてもらいました。その後、社会教育振興大会、それと、ひきこもり・ニートの相談会

についての現状報告をいたしました。また、社会教育委員の職務の中で大変主要な職務ということで、

社会教育事業の計画について社会教育委員の中で話し合いが行われました。 

 １３日、教科用図書採択地区協議会が開催されまして、委員長と出席いたしました。本日の議案に

なっている内容です。 

 １７日、つみきの会、個別支援学級を含めた保護者の方たちとの教育長と語る会に出席いたしまし
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た。２０日、印教連の定例常任委員会教育長会議が開催され、登下校の安全対策ということで、道路

を含めた安全対策について話し合いが行われました。同時に、北総教育事務所のほうから、不祥事防

止について等の説明と指導がありました。 

 ２１日、２２日については、先ほど説明をしました郡市民体育大会、各地区のほうに応援に行って

まいりました。 

 また、その他の中で何点か報告がありますので、後ほど担当課長から説明いたします。 

○市場委員長 以上の教育長報告について、質問等ありますか。 

              〔特になし〕 

                                              

○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「平成２５年度使用教科用図書の採択について」は、意思形成過程の情報であること、

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、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、本件については非公開といたします。 

                                              

     ○議案第２号 平成２４年度教育費補正予算について 

○市場委員長 議案第２号「平成２４年度教育費補正予算について」、まず学校教育課の補正内容から説

明をお願いします。 

○学校教育課小泉主幹 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２４年７月２４日提出。白

井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 これは学校飲料水、白井第二小学校・井戸水の測定委託で、２万1,０００円を補正要求するものです。

放射能対策事業に要する経費、水中放射性物質濃度測定委託料では１０万１,０００円の当初予算があ

りましたが、予備費からの充当を経て、今回の補正前支出見込額は１６万５,９００円となります。こ

の金額は、既に済んでいる検査の経費で、さらに必要な検査がありますので補正理由で説明いたします。 

 補正理由。厚生労働省による「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」の通達に基づき、

水道水または水道水原水による放射性物質の年間被ばく量を把握する上で必要な検査を行うよう保健所

から指示がありました。市内の小中学校のうち、白井第二小学校以外は県水利用で、水道事業者の範疇

において安全性は公表されておりますけれども、井戸水を使用している白井第二小学校については、月

に１回、３カ月間は継続検査を行う必要があり、５、６、７の３カ月実施することになりましたが、今

年度、予算計上していないために予備費充当を行い、検査をし、結果が出ております。３回とも「検出

せず」になりましたが、井戸水については、検出されなかった場合も、毎月ではないものの、３カ月に
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１回は検査を実施していく必要があるため、今回２回分、１０月と１月を必要経費として補正するもの

です。必要経費は、１回につき１万５００円（消費税込み）、２回分で２万１,０００円となります。

以上です。 

○秋本文化課長 文化センター会館の歳出、文化会館費９款４項１０目、文化会館の管理運営に要する

経費、補正額１２７万４,２８０円でございます。１５節の工事請負費となります。当初額がゼロで、

これは当初、工事請負費というものがありましたので、ゼロになります。ここで補正になりますので、

見込額として１２７万４,２８０円、補正額として１２７万４,２８０円でございます。 

 理由といたしましては、会館の大ホールに設置されています音響設備の入力パッチ盤というのがあり

まして、それは音響設備の接続をするところの盤なんですが、マイク等の入力機器とか、音響ミキサー、

要は調整をするような盤なんですが、それをつなぐ重要な設備があります。そこの部品が１１０型コン

セントという部分ですが、そこが経年劣化によりまして接触不良が起こりまして、雑音の混入や、音が

切れてしまったりというような発生をしております。盤のところに、昔でいう電話の接続キーのように

たくさん穴があるんですけど、それがかなり悪くなってきまして、今まで何とか空いているところを活

用していたんですが、大分悪くなって、もうこれ以上になると、きかないということで、コンセントの

製造がされていないために一部修理ができません。それで、パッチ盤コンセントを一式更新する必要が

あるためということで、補正要求するものでございます。 

 以上です。 

○市場委員長 以上の説明について、質問等ありましたらお願いします。 

○石亀委員 学校教育課の放射線関係のほうは、これは必要ではないかと思います。文化センターの入

力パッチ盤ですけれども、これは何年ぐらい使っているものなのですか。消耗品というか、また今後新

しいものを購入する際に、何年かたつと同じようなことが起きるのかなということで。 

○秋本文化課長 今までのやつが１８年、ここまで使っていますので、今まで点検しながら、点検する

ときに接触の部分のところを磨いたりしながらやっていて、１８年延ばせましたので、おそらく最低で

も１５年くらいはまた使うことができるかなというふうに考えています。 

○石亀委員 現在のものは、コンセントは製造されていないので、修理ができないということなんです

が、新しく購入する予定のものについても、ひどくならないうちに交換するとか、それとも同じような

道をたどるようになっていくのかということはわかりますか。 

○秋本文化課長 今まで接触不良という部分では、盤がかなり活用できる部分がありますので、今まで

と同じような形になろうかとは思います。 

○市場委員長 さっき、私、見てきたんです。要するに、今までのやつは電話交換士がやるような古い

タイプで、もう劣化してしまったと。新しいタイプはこれですよと言われたのは、スイッチを押すよう

なタイプでしたね。だから、ガラッと違うタイプですね。 

○石亀委員 同じく１５年以上使えるだろうということですか。 
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○秋本文化課長 はい。 

○米山教育長 まず学校教育、歳入の財源は、国庫補助にするのか、東電にするのか、市の一般財源に

するのか確認しておいてください。 

 あと、文化会館は年度途中の補正なので、保守点検にこの設備というか、この装置は入っていなかっ

たのか保守点検をやっていて、年度途中で補正というと、保守点検は何だったのかということになって

しまいますので、保守点検の対象外だったのか。保守点検をやっていれば劣化しているので、交換した

ほうがいいとかあるのかなと。コンセントがないということもあれば、その辺、お願いします。 

○秋本文化課長 対象外かということでは、報告のほうでは、毎年劣化しているという部分では、報告

は上がっていました。ただ、盤のところで幾つか使えるところがあったので、そこを活用していたんで

すが、それがここで急に使えなくなってしまったというところで、やはりやらないといけないねという

のが出てきたということでございます。 

○米山教育長 保守点検では、もう交換の時期がきているという報告は上がってきていたということで

すか。 

○秋本文化課長 はい。 

○米山教育長 わかりました。 

○市場委員長 ほかありますか。 

 それでは、学校教育課のほうは厚生労働省の通達に基づくものであるということ、それから、文

化会館関係のパッチ盤については、もう劣化して修理がきかないというより、今このタイプがない

ということで、一式更新するしかないということで、承認でよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、承認といたします。 

                                              

     ○報告第２号 学校災害賠償補償保険に係る示談の成立について 

○市場委員長 報告第２号「学校災害賠償補償保険に係る示談の成立について」、小泉主幹から報告をお

願いします。 

○学校教育課小泉主幹 報告第２号「学校災害賠償補償保険に係る示談の成立について」。平成２４年

４月２日に発生しました大山口中学校野球部の練習中の事故については、平成２４年７月９日に示談が

成立したので報告する。平成２４年７月２４日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 経過についてご報告申し上げます。平成２４年４月２日月曜日、午前１１時１５分ごろ、大山口中学

校野球部が防球ネットに向かって打撃練習をしていた際、当たり損ねた打球が防球ネットとバックネッ

トの間からグラウンド敷地外に飛び出し、信号待ちで停車していた車の運転席横窓に当たった。これに

より、運転席側パワーウインドウが作動不良となった。事故直後、運転手が大山口中学校に来校したた

め、教頭が対応。事故の状況、被害の状況を聞く。なお、打球が車に当たった事実は野球部員が目撃し
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ております。修繕費用については、部活動中における事故であり、車も停車中であったことから、市総

務課で加入している「全国市長会学校災害賠償補償保険」が適用され、全額が保険で対応できることか

ら、手続きを行うこととなりました。本件事故に関する一切の修理代として金３万７,５４９円を認め、

その金額を損害賠償金として支払うことで７月９日に示談が成立しましたので、報告申し上げます。 

 なお、前回も同様のことがあったわけですけれども、その対応としまして、バッティング練習で打ち

込めるバッティングゲージというものを市の教育委員会でも購入して、夏休み中に納品予定だったわけ

なんですが、その前に起きてしまった件でございます。学校長のほうからは、防球ネットに向かっての

練習をしないようにということで、生徒のほうには指導を既にしていただいております。 

 以上でございます。 

○市場委員長 以上の報告について、質問等ございますか。 

 防球ネットだと、上から飛び出る危険性はあるけども、バッティングゲージだと、上も張ってあるか

らね、漏れないということですね。 

○学校教育課小泉主幹 ご指摘のとおりでございます。バッティング練習に適した様式でつくっており

ますので、今後は練習中の心配はなくなるというふうに考えております。 

○米山教育長 ４月から予算があって、納品できなかったのか、いつぐらいになるというのを調べてお

いてください。 

○市場委員長 ほか。 

 それでは、報告ですので、了解ということでよろしいですね。 

                                              

非公開案件  ○議案第１号 平成２５年度使用教科用図書の採択について 

                                              

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 その他の案件に入ります。 

 いじめ問題に係る文部科学大臣談話等について、説明をお願いします。 

○学校教育課小泉主幹 お手元にございます文部科学大臣談話というプリントをご覧ください。滋賀

県大津の中学生の自殺を受けまして、文部科学大臣談話が夏休み前に送られてまいりました。各学校

のほうには、改めての意識と体制の見直しを図るために取り急ぎ各学校のほうには配付をいたしまし

て、共有するように伝えてまいりました。大切な内容ですので、読み上げさせていただきます。 

 文部科学大臣談話。全ての学校・教育委員会関係者の皆様へ。いじめが背景事情として認められる

生徒の自殺事案が発生していることは大変遺憾です。子どもの生命を守り、このような痛ましい事案

が二度と発生することのないよう、学校・教育委員会・国などの教育関係者が担うべき責務をいまい
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ちど確認したいと思います。いじめは決して許されないことですが、どの学校でもどの子どもにも起

こり得るものであり、その兆候をいち早く把握し、迅速に対応しなければなりません。文部科学省か

らの通知等の趣旨をよく理解の上、平素より、万が一の緊急時の対応に備えてください。学校におい

ては、日常において決していじめの兆候を見逃すことなく、いじめを把握したときは抱え込まずに速

やかに市町村教育委員会に報告してください。報告を受けた市町村教育委員会は、当事者としての責

任を持って、学校とともに迅速かつ適切な対応を行ってください。また、児童生徒等の生命または身

体の安全が脅かされるような重大な事態に至るおそれがあると認めるときは、そのような事態に至る

前に速やかに関係者で連携することが必要です。都道府県教育委員会は、学校や市町村教育委員会を

可能な限り支援してください。文部科学省も積極的に支援いたしますので、市町村教育委員会、都道

府県教育委員会は速やかに文部科学省へ状況を報告してください。子どもの生命は非常に大切であり、

守らなければなりません。このため、学校、教育委員会、国などの関係者が一丸となって取り組んで

いきたいと考えています。平成２４年７月１３日。文部科学大臣 平野博文。 

 白井市内の学校につきましては落ち着いた状況ではございますけれども、どの学級、どの子におい

てもいじめは起こり得るという認識のもとで、平素より取り組みをしております。 

 学校における対応につきましてですが、いじめ防止への取り組みということで、いじめが起きない

ようにという環境づくりということで幾つかございます。職員研修によりまして、教職員自身の対応

する能力を高めて、自校の実態というのを共通理解している。それから、道徳や特別活動の時間を通

して、児童生徒にいじめ防止を考えさせる。児童会、生徒会活動を通じまして、いじめ防止の標語を

作成し、学校によっては、それを全体の前に紹介をしたりという取り組みをしている学校も多くござ

います。 

 次に、いじめを早期に発見するということの取り組みでございますけれども、１つには、学級担任

による教育相談、養護教諭のほうが保健室で行う保健室相談、それから各中学校のほうに配置されて

いるスクールカウンセラーによる相談、これが発見の機会となることがございます。全校の児童生徒

を対象としたアンケート、これは市の教育委員会のほうから、いじめという文言をアンケートの中に

入れて毎年行うようにもう伝えてありますので、各学校の中では、それに基づいたアンケートを実施

しております。担任と子どもとの間で生活ノートを交わしている場合がありますので、そこからも確

認をすることもできます。 

 実際にいじめが発生したときの対応でございますが、基本の原則がございまして、初めに事実と実

態の正確な把握、被害児童生徒への心のケア、加害児童生徒への指導、事後の経過観察、解消された

ように見えましても、その後、ほんとうに大丈夫だろうかということで、子どもにとって安心な環境

があるかどうかということを経過的に観察して、継続支援をしていくことが大切であります。 

 市の教育委員会の対応でございますけれども、学校への働きかけとしまして、生徒指導の担当者会

議を年３回、長欠対策担当者会議を年３回設けておりますので、この中で、当然、いじめの対応の仕
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方ということについても研修の内容となってまいります。実態状況把握のための調査依頼、それから、

いじめ対応に関する相談、助言については、難しい案件については学校のほうから依頼があった場合

には、教育委員会のほうから人が行って指導、助言できる体制は整っています。子ども、保護者への

対応ですけれども、教育相談員、指導主事等による来室相談及び電話相談がいつでも受けられる環境

にございます。家庭と学校との連絡、調整、それから市の適応指導教室では一時的な避難場所として

通室の受け入れが可能です。難しい案件につきまして、家庭と児童相談所等の関係機関との連携、調

整についても行っているところでございます。 

○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。 

 大津の事件に絡んで、夏休み中に調べて９月早々には報告するような文部大臣の話はなかったです

か。 

○学校教育課小泉主幹 夏休み中の報告というところまでは、話のほうは戻って確認してみますけれども、

夏休み中に、先ほど読み上げた談話のほうを各学校のほうに配りまして、学校の中でこういう体制ができ

ているかということについてのものも一緒に県のほうからついてまいりましたので、それについては学校

のほうで体制のチェックは休み中には行うのではないかなと思いますが、報告までのところについては、

また確認させていただきたいと思いますけれども、報道等では、夏休み中に大津のほうでは、警察のほう

が子ども達のほうに事実を確認するというふうな報道については、確認しているところでございます。 

○市場委員長 通学路合同点検について、説明をお願いします。 

○学校教育課小泉主幹 通学路合同点検について報告いたします。４月に通学途中の児童が巻き込まれる

悲惨な多発した事故を受けまして、警察庁、国土交通省、文部科学省のほうから、各通知のほうがまいり

まして、三者での合同点検のほうの連絡がまいっております。白井市内でも合同点検のほうを行っており

ますので、それについてご報告を申し上げます。 

 初めに、参加予定者のところをご覧ください。印西警察、これは交通の管理者ということで来てもらっ

ています。印旛土木事務所、これは県道の道路管理者ということで来てもらっています。白井市の道路課、

これは市が管轄している市道の道路管理者ということで来てもらいます。白井市の市民安全課、学校教育

課の職員、保護者、教育委員会ということで、学校によって多尐差はありますけども、全部で約１５名が

一同にまず学校のほうに集まりまして、そこから一緒に、学校から挙げられている危険な箇所と言われる

もののうち３から４を抽出しまして、全員で現地へ行って、１時間程度で確認をいたします。そして、ま

た学校のほうに戻ってまいりまして、そこの紙の中にあります対策例、道路環境の改善ということで、ガ

ードレールや信号機など、ハードの面からできないものかとか、交通規制とかはできないものかとか、交

通安全教育を学校の中での指導はどうかとか、あとは、見守りということで、保護者もしくはボランティ

アのほうに協力できないだろうかというようなことで、どういった対策がとれるかというのをそれぞれの

場所について話し合っていくというのが合同点検でございます。昨日、７月２３日に１校目、白井第二小

学校のほうが済んでおりまして、この後の予定で申し上げますと、７月２５日水曜日に白井第三小学校と
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大山口小学校の学区の中の危険箇所、それから７月２７日の金曜日に池の上小学校と桜台小学校から出さ

れている危険箇所、７月３０日月曜日に南山小学校の七次台小学校区の危険箇所、そして、７月３１日火

曜日に白井第一小学校と清水口小学校の危険箇所ということで、合同点検する予定です。なお、この中に

国のほうの管理者のほうは入っていませんが、たまたま今回出されてきた中には、国道の危険箇所につい

ては報告のほうがなかったものですから、この参加予定者の中で合同点検を行っているところでございま

す。 

○米山教育長 中学校はないのですか。 

○学校教育課小泉主幹 小学校区をあわせますとちょうど中学校区になるということがまず１点でござい

ます。それとあと、中学校区の中で危険箇所として話題になっているところにつきましては、小学校から

の報告になっても、その小学校区を回るときに、点検に盛り込んで行いたいというふうに考えています。 

○米山教育長 学校の教職員、保護者というのは、中学校の教職員や保護者は出てこないということです

か。 

○学校教育課小泉主幹 今回、合同点検の対象となっているのが小学校区ということになっておりました

ので、中学校からの保護者のほうは今のところ呼びかけていないのが現状でございます。 

○石亀委員 ＰＴＡでは、中学校区間で、長期休業対策ということで、夏休みに多分日程を決めて点検を

毎年していて、要望書が出されると思うんですけれども、そのあたりも、せっかくなので、あわせて考え

ていただけると、よりいいかなと思います。そのあたりうまく連携して、これはこれなんだと思うんです

けども、中学校区の長期休業対策も保護者が小中合わせて合同でやっているので、その辺、情報は共有し

ていただけるといいのかなと思います。 

○学校教育課小泉主幹 石亀委員のほうからお話ありましたように、長期休業対策、それぞれの中学校区

で挙げていただいておりまして、今回の合同点検の中にも、その中で毎年挙がってきます大山口中学校の

子ども達が使う大松五叉路の部分がございまして、そこの部分については盛り込ませていただいたところ

でございます。先ほど教育長から話がありましたように、確かに中学校区の心配な箇所もございますので、

そういったところについても今後確認できるような形で、どのような方法があるかということも考えてい

きたいと思います。 

○市場委員長 小中学校における放射線量低減作業について説明をお願いします。 

○伊藤教育部参事 教育委員会では、市の除染計画を受けまして、小中学校の放射線量低減作業を実施す

るということで、児童生徒を通しまして保護者のほうに通知文書を配付いたしました。その内容につきま

しては、これは予定ですけども、８月１０日から９月１０日の間にグラウンドの表土の除去、並びにアス

ファルト面が０.２３以上あるのであれば、そのアスファルトを洗浄するというような内容を実施いたし

ます。小中学校は、他の施設に比べまして先行して除染作業を実施するわけですけども、秋に運動会等控

えておりますので、その前に除染事業を実施したいということで作業を予定しておるところでございます。 

 なお、第一小学校につきましては、８月の後半、白井夏まつりがありますので、第一小学校につきまし
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ては、他の小中学校よりも先行しまして除染作業を実施する予定でおります。 

○米山教育長 大山口中は運動会が終わっているから尐し余裕があると考えて、大規模改修、増築の工事

が入っているので、その辺、第一小を最初にやっていくという、順番を確認した上で作業を進めてもらい

たいと思います。保護者各位の文書が、各学校の状況が違うのに１枚で大丈夫なのかどうか確認をしてく

ださい。各学校の状況によって違う場合があるので、市としては統一的に出しているんだけど、受けた保

護者は自分の学校だけ考えるので、ちょっとあわないところが出てくるかもしれない。その部分確認をす

るなりしておいてもらいたいと思います。 

○伊藤教育部参事 統一的な文書で各学校に通知いたしましたが、今年は各小中学校で工事をやっている

学校が多いという状況の中で、その部分のところは、一部改修工事が終わった後にやるとか、その辺のと

ころは想定して文書内には盛り込んであるところですけども、実施期間は予定ですので、作業日程がはっ

きり決まりましたら、各小中学校個々に、細かな内容をお知らせできるようなことを考えてまいりたいと

思っております。 

○市場委員長 事業仕分けについて、説明をお願いします。 

○伊藤教育部参事 今年度も昨年度に引き続きまして事業仕分けを実施いたします。今年度は対象事業、

８８事業ありまして、市全体で３２事業を今年度実施します。日程につきましては、８月２５、２６の２

日間を２会場で予定しておりまして、教育部では３２事業のうち１０事業が対象になっています。具体的

には、２５日は補助教員配置事業、ＡＬＴ招致・配置事業、これは学校教育課です。学校体育施設開放事

業、市民プール管理運営事業、これが生涯学習課になります。市民文化祭開催事業、これが文化課の管轄

になります。 

 ２６日は桜台小中学校給食運営事業並びに学校安全対策事業、これが学校教育課です。市民大学校事業、

生涯学習課です。プラネタリウム館運営事業並びに図書館サービス事業、文化課になります。 

 以上、１０事業が予定されているところでございます。 

○市場委員長 その他ございますか。 

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議は、９月４日の予定です。 

 


