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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２４年１１月６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 白井市附属機関条例の制定について 

    議案第２号 審議会等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

    議案第３号 白井市教育委員会附属機関規則の制定について 

    議案第４号 審議会等の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の 

          制定について 

    議案第５号 白井市文化センター運営協議会規則の制定について 

    議案第６号 白井市文化センター運営協議会設置要綱等を廃止する告示の制定について 

    議案第７号 平成２４年度教育費補正予算について 

    議案第８号 準要保護児童・生徒の認定について 

 ７．協議事項 

    協議第１号 学校支援アドバイザーの配置について 

８．報告事項 

    報告第１号 教育長の代決について 

    報告第２号 準要保護児童・生徒の認定について 

    報告第３号 事業仕分けに伴う「文化会館自主事業運営事業」に係る見直しについて 

 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 

   教育長  米山 一幸 

 

○欠席委員 

   委 員  石垣 裕子 
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○出席職員 

   教育部長          清水  登 

   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 

   書   記         伊藤 祐子 

     〃           松村  明 
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○委員長開会宣言 

○市場委員長 これから平成２４年第１１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４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 

○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。 

                                              

     ○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。 

                                              

     ○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。 

○髙城委員 １０月１３日小学校の運動会に行ってまいりました。以前清水部長が、運動会は晴れれ

ば８０％成功だとおっしゃっていましたけど、快晴で、スムーズに競技も進んで、大成功な運動でし

た。 

○石亀委員 １１月２日ですが、印教連の視察研修が白井市主催で行いまして、行ってきました。 

白井市役所を出発しまして、松戸市の千葉県西部防災センターで防災に関する体験をしながら、自

主的ないろいろな体験を通じて考える機会がありました。それから鎌ヶ谷市役所へ行きまして、学校

給食センターの老朽化に伴う諸問題を参考にするために、ＰＦＩ法に基づく方式を導入した鎌ヶ谷市

の学校給食センターの建て替えについてお話を伺ってきました。その後白井市に戻りまして、白井市

のプラネタリウム館を印旛郡市内の教育委員の皆さんに体験していただきまして、非常に好評をいた

だきました。有意義な視察研修会が行われました。 

○市場委員長 私のほうから、１０月２５、２６日と、平成２４年度市町村教育委員会研究協議会第

１ブロックの会議が盛岡でありました。文科省からの話が幾つかあったんですが、印象的なのは、い

じめの問題で今まで特に学校現場というのは警察というのを極力避けていたんですけれども、これか

らは警察が踏み込まざるを得ないような、そういう流れになっていくのかなと思います。話の中で、

子どもの生命、身体を守るため、国としても積極的に役割を果たしていくように文科省の体制を強化

するとありました。きのうの夕刊ですが、「犯罪的いじめ、警察に早期通報」というのが出ています。

文科省が都道府県の教員に対して、犯罪行為に当たるようないじめが起きたときには警察へ早期に通
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報するようにという通知を１１月２日付けで出したと書いてあります。近日中に来るかと思うんです

が。今までのいじめの弱い者いじめ、悪ふざけを超えた犯罪行為、人権に絡む行為と見ているという

ことです。警察との連携も必要だということを非常に強く言い出しているという点が、非常に印象的

でした。 

                                              

     ○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 前回の定例教育委員会議以降の報告をさせていただきます。 

 １０月２日に９月議会が終了しました。 

 １０月７日、スポーツフェスタが開催されまして、好天の中人手も大変多く、一日中市民の方がそ

れぞれの分野でスポーツに勤しんでおりました。１名の方がけがをされたということで、けがのない

ようにというのを再度呼びかけていきたいと思っております。 

 １０日、市の主任児童委員との懇談会に出席いたしました。市内のいじめの状況を主任児童委員の

ほうに報告いたしました。件数とか、いじめの内容であるとか、未解決の件数などがどのくらいある

ということで、概略を話しました。主任児童委員のほうからも、いじめについては大変関心を持って

おりまして、今後とも教育委員会と市長部局と連携をとりながら、一緒に対応していこうということ

で意見交換いたしました。 

 先ほど髙城委員から報告がありましたが、１３日土曜日、市内小学校の運動会を見てまいりました。 

 １６日、決算審査特別委員会が開催されまして、決算審査特別委員会のほうでは、平成２３年度決

算は可決されております。この後、１２月の定例議会の中で、議案として決算が提案される予定です。 

 １７日、印旛郡市特別支援教育振興大会が開催されました。来年度白井市が担当で会場も白井市に

なります。 

 １８日、視聴覚ライブラリー運営委員会が開催されました。ライブラリー運営委員のほうから、既

に視聴覚ライブラリーの、今ある条例の内容についてはもう終了でいいのではないか、設置条例が必

要ないんではないかというような意見が以前から出ておりまして、今後は要綱による機器の貸し出し

だけでいいだろうということで、話が済んでおります。教育委員会議の中で委員のほうに報告共々、

また意見をお伺いしたいというように思っております。 

 ２１日、ＭＯＡ美術館児童作品展の表彰式に出席いたしました。市内の子どもも表彰されておりま

す。 

 ２８日、白井駅圏で初めて通学合宿が開催されました。初めてということで、子ども達も集まった

ときのセレモニーではおとなしかったんですけども、夜なんかは大変元気がよかったらしいです。 

１３人の子ども達はけが等もなく無事通学合宿を終えております。これで西白井駅圏、白井駅圏、そ

れと冨士地区の３地区で通学合宿が現在行われております。 
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 ３０日、白井中学校に文部科学省が視察にまいりました。特別支援教育についての現場を視察する

ということで、文部科学省から調査官２名、係長１名、県の教育委員会の職員と、意見交換をし、白

井中学校の特別支援教育の現在の方法、また、あり方についていろいろな話し合いを行ってまいりま

した。 

 单山中学校のＰＴＡが文部科学大臣表彰を受けるということで、後ほど生涯学習課長から詳しい話

がありますけれども、１１月２０日前後に文部科学大臣表彰を受けるということが決定をしておりま

す。 

○市場委員長 以上の委員報告、教育長報告について、質問等ありましたらお願いします。 

 特にないようですので、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８号「準要保護児童・生徒の認定について」、報告第１号「教育長の代決について」、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、非公開といたします。 

                                              

     ○議案第１号 白井市附属機関条例の制定について 

○市場委員長 議案第１号「白井市附属機関条例の制定について」から議案第６号「白井市文化セン

ター運営協議会設置要綱等を廃止する告示の制定について」までは、審議会等の見直しに伴う関係例

規の整備になりますので、一括で行います。 

○伊藤教育部参事 議案第１号「白井市附属機関条例の制定について」。白井市附属機関条例の制定

について別紙のとおり市長に申し出る。平成２４年１１月６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、審議会等の効率的で効果的な活用を図るため、条例を制定するものでございます。 

 本案は、市長部局において審議会等の整備、統合により、より審議会等を効果的で効率的な活用を図

ることから、教育委員会においても同様に実施するため条例を制定するものでございます。審議会とい

いますのは、この条例の中では附属機関と言っております。教育委員会の附属機関といいますのは、具

体的には、白井市通学審議会、白井市心身障害者児童生徒就学指導委員会等、各種審議会委員会等で、

今回規定する附属機関は全部で１６機関あります。先ほど教育長からも話のありましたライブラリー運

営協議会につきましては、今年度廃止する見込みで、今現在は１７ありますけれども、今回制定するも

のにつきましては１６機関でございます。 

 なお、審議会等の附属機関とは、市長、教育委員会から諮問を受けて、審議、調査し、意見を具申す
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る諮問機関でありますが、今まではそれらは公的諮問機関であったり、私的諮問機関であったり、また、

地方自治法に該当する附属機関については条例で規定しなければならないものを、現在、規則、要綱で

規定してあったり、位置づけがはっきりしていない部分がございました。そんな関係で、今回の見直し

で教育委員会の附属機関を全て公的諮問機関と位置づけ、条例化するものでございます。 

 それでは、本文に入らせていただきます。第１条は、この条例の趣旨を規定しておりまして、法令、

または他の条例に定めのあるもののほか、附属機関に関し必要な事項を定めることとしております。 

 第２条は、市長及び教育委員会に別表に掲げる附属機関を置くことを定めるものでございます。 

 第３条は、附属機関の会長及び副会長は委員の互選により定めること。そのほか、会長の職務などを

定めるものでございます。 

 第４条は、委員は市長または教育委員会が委嘱、または任命すること。その再任、補充、辞任などに

ついて定めるものです。 

 第５条は、附属機関に委員のほか、専門委員等を置くことができること。その委嘱、解嘱などについ

て定めるものです。 

 第６条は、附属機関の会議は、会長が招集し、議長となること。定足数は委員の過半数であること、

議事は多数決によることを定めるものです。 

 第７条は、附属機関は、必要なときは関係者から意見等を聴取できることを定めるものです。 

 第８条、第９条、第１０条につきましては、市長部局のことですので、省略させていただきます。 

 第１１条は、規則への委任について規定しております。 

 附則につきましては、第１項、施行期日を定めるもので、この条例は平成２５年１月１日から施行い

たします。その附則の中で、第２項、「次に掲げる条例は、廃止する」ということで、教育委員会事業

におきましては、白井市青尐年問題協議会条例、並びに４号の白井市史編さん委員会条例、現在、この

条例はあるんですけども、この附属機関につきましては、この条例の中で吸い上げましたので、現在の

条例は廃止するというふうに規定してございます。 

 別表のほうにお移りください。別表の３枚目の下段、教育委員会関係についての審議会、附属機関等

でございます。附属機関、担任する事務、組織、委員の構成、定数、任期を規定してございます。ちな

みに、白井市心身障害者児童生徒就学指導委員会であれば、担任する事務としまして、障害のある児童

及び生徒の適切な就学指導について調査審議すること。組織については、委員長、副委員長、委員を置

く。委員の構成としましては、医師、附属機関の職員。定数は８人以内。任期は２年というふうな定め

方をしてございます。 

 以上で、議案第１号の説明を終わりまして、議案第２号のほうに移らせていただきます。 

 先ほど教育委員会関係の附属機関につきましては１６機関あるというふうにお話ししましたけども、

この議案第１号の白井市附属機関条例の中では、１６機関のうち、別表にも掲げておりますけども、６

機関の附属機関を吸い上げております。残り１０の附属機関につきましては、この議案第２号の審議会
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等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例のほうで規定してございます。この理由につきましては、

公共施設における運営審議会等につきましては、公共施設の設置管理条例で規定することとしました。

それ以外のものにつきましては、この附属機関条例で規定することとしたことによるものでございます。

例えば学校給食共同調理場運営委員会につきましては、昭和５３年制定の白井市学校給食共同調理場設

置関連条例がありますので、その中で附属機関について規定いたしました。 

 議案第２号の内容でございますが、第１条につきましては、白井市学校給食共同調理場設置条例の一

部の改正です。 

 第４条として、学校給食共同調理場運営委員会を置くこと、その担任する事務、定数、委員の構成、

任期等の規定を追加するものです。 

 第３条、白井市文化会館設置及び管理に関する条例の一部の改正で、白井市文化会館運営協議会につ

いて。 

 第４条では、白井市郷土資料館設置条例の一部改正で、白井市郷土資料館運営協議会について。 

 第５条は、白井市プラネタリウム館設置管理条例の一部改正で、白井市プラネタリウム館運営協議会

について。 

 第６条は、白井市教育センター室設置条例の一部改正で、白井市教育センター室運営委員会について。 

 第７条は、白井市文化センター設置条例の一部改正で、白井市文化センター運営協議会についてそれ

ぞれ規定するものでございます。 

 附則については、議案第１号は平成２５年１月１日でございましたけれども、この条例につきまして

は４月１日から施行するものでございます。 

 話が前後して申し訳ないんですけども、この条例の一部訂正をお願いしたいと思います。まず、第１

条の７項、「委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは」というところの部分で、これを「委

員が委嘱又は任命されたときに」というふうに追加していただきたいと思います。例えば学校の先生が

委員になるときにつきましては、委嘱ではありませんで、任命ということになりますので、任命という

ふうに変えてください。 

 ４項の「委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する」というふうになっておりますけれ

ども、ここも同じく「又は任命する」というふうにお願いいたします。 

 こういうような関係で、１枚めくっていただきまして、第３条の４項、「委員は、次に掲げる者のう

ちから教育委員会が委嘱する」というところを「又は任命する」。 

 同じページの第４条第４項、「教育委員会が委嘱する」という部分を「または任命する」ということ

です。 

 そのページの裏に移っていただきまして、第５条の第４項、「教育委員会が委嘱する」という部分を

「又は任命する」。 

 次のページに移りまして、第６条第４項、「教育委員会が委嘱する」という部分を「又は任命する」。 
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 このページの裏に移ります。４項の２行目でございます。「委嘱する」を「又は任命する」。 

 以上、訂正をお願いいたします。 

 続きまして、議案第３号「白井市教育委員会附属機関規則の制定について」でございます。先ほど議

案第１号の附属機関条例を説明しましたけども、この条例の中で規定できない細かな部分をこの規則の

中で規定することといたしました。要は、条例の中に書き込んでもいいんですけども、ほかの附属機関

とのバランス、あるいは内容が細かいということで、規則の中で盛り込むことといたしました。 

 続きまして、議案第４号「審議会等の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定に

ついて」でございます。これにつきましては、議案第１号の白井市附属機関条例と議案第２号の審議会

等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例で規定した審議会、委員会についてそれぞれ整理したも

のでございます。例えば第１条、白井市通学区域審議会に関する規則等につきましては、先ほど新たに

設けました規則の中で規定しましたので、現在あるこれらの規則については廃止というような整理をし

たものでございます。 

 そのほかにつきましては、例えば第２条、白井市学校給食共同調理場管理規則の一部改正でございま

すが、この中で委員会の委員長、副委員長の設置、あるいは委員会の会議、委員会の庶務、そういうも

のをこの規則の中でそれぞれ規定いたしました。 

 続きまして、議案第５号でございます。「白井市文化センター運営協議会規則の制定について」でご

ざいます。これにつきましては、文化センター運営協議会は条例で規定しましたが、会の運営等につい

ての規則がありませんので、この規則の中で、この運営協議会の運営を規定したものでございます。内

容につきましては、先ほどと同じように、会長、副会長を置くだとか、会議の運営の仕方、庶務、委任

などをいたしております。 

 続きまして、議案第６号「白井市文化センター運営協議会設置要綱等を廃止する告示の制定につい

て」でございます。本案は、文化センター運営協議会を附属機関に位置づけたことから、今までの関係

要綱を廃止するものでございます。該当する要綱につきましては、裏面のほうに記載してございます。

白井市文化センター運営協議会設置要綱等、全部で４つの要綱をここで廃止する旨を規定してございま

す。 

○市場委員長 ただいまの質問について、質問、意見等ありましたらお願いします。 

○米山教育長 確認なんですけども、今ある附属機関を含めた審議会があったのを附属機関と審議

会としてまずその２つに分けて、附属機関の条例を制定して、審議会は審議会としての条例を制定

したと。それぞれについて附属機関の規則、それと審議会の規則を整備、制定したという形で考え

ていいんですか。 

○伊藤教育部参事 附属機関といいますのは、審議会、委員会を問わずに全て附属機関といいます。

今回、条例を議案第１号、第２号でそれぞれ別に制定したわけですけども、それぞれ文化会館だと

か給食センターには設置管理条例というものがございます。そういう設置管理条例のある施設の中
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で審議会、委員会だとか設けているものにつきましては、議案第２号のほうで規定いたしました。

その設置管理条例の中で審議会だとか委員会の運営の仕方だとか、審議会、委員会を置くというこ

とと、置けば運営の内容について規定しなければなりませんので、議案第２号のほうで規定してい

ます。具体的には、通学区域運営審議会だとかは、設置管理条例もありませんので、そういう審議

会、委員会につきましては、議案第１号の附属機関の条例の制定についてのほうで規定してござい

ます。ですから、審議会だ、委員会だというふうな分け方で議案第１号、第２号で区別して規定し

たわけではなく、その審議会に設置管理条例があるか、ないかによって議案第１号、第２号という

ふうにして分けて規定しております。 

○米山教育長 全て附属機関として見ていいわけですか。 

○伊藤教育部参事 全てです。 

○米山教育長 全て附属機関という大きなものがあって、今回分けたのは、設置管理条例があるも

のについては議案第２号のほうへ持っていって、その他は、全体の中で附属機関として整理をした

ということ。これで全てがおさまったということなのですか。 

○伊藤教育部参事 そうです。先ほど教育委員会関係の中には１７あって、ライブラリーを廃止し

て１６の附属機関になるんですけども、この１６の附属機関が全て公的諮問機関というふうに位置

づけられることになりました。それらの審議会だとか委員会というのを条例の中で位置づけました

ので、公的諮問機関ということになります。 

○米山教育長 設置管理条例を見てないんですが、例えば図書館運営協議会とか運動公園も設置管

理条例があると思うんだけども、この中に今回入ってないのはどうしてですか。 

○伊藤教育部参事 運動公園は公共施設でございますけども、運動公園運営協議会というものがご

ざいません、そういう附属機関としての委員会、審議会がありませんので、今回規定するものから

は、そもそもそういう審議会がないので、今回整備する必要はないということになります。 

○米山教育長 運動公園設置管理条例がありますよね。 

○伊藤教育部参事 ありますけども、附属機関としての審議会だとか委員会というのが存在しませ

んので。 

○米山教育長 今回整理したのは。 

○伊藤教育部参事 既にあるものです。教育委員会に限定しますけども、教育委員会に関係する附

属機関については、議案第１号、議案第２号の中で漏れなく全て入っています。そのほかに、教育

委員会は附属機関というのがありませんので、教育長の言っている運動公園のほうはどうなんだと

いう話につきましては、仮に運動公園運営協議会だとか運営委員会という、仮にそういう附属機関

を立ち上げるということになれば、議案第２号の、この条例の中で１つの委員会が追加されるとい

う形になります。 

○米山教育長 図書館のほうはどうですか。 
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○秋本文化課長 図書館につきましては、既にこの３月、条例として一括法のほうで条例化してい

ますので、入っていないです。 

○米山教育長 公民館運営審議会も一括法の中で条例に制定しているから、これには入っていない

ということですね。そうすると、設置管理条例があるからという理由ではなくて、附属機関全て審

議会、委員会を持っていたものについて整理をしたということでいいのか。 

○伊藤教育部参事 そうです。 

○大塚生涯学習課長 社会教育委員の条例は、今一括法でストップになっています。公民館とあわ

せるみたいです。 

○米山教育長 上位法で規定されている分については、一括法で３月議会に提案して、社会教育法

の中にある分についても、あるいはストップがかかっていて。今回は市の卖独の附属機関であった

り、審議会であったり、委員会であったりしたものを条例を整備して、規則であったり、要綱であ

ったりしたものを全て条例化を図った。 

○伊藤教育部参事 審議会だとか、委員会の内容を今回改正したものではありませんので、それを

例規で整理したというふうなことでございます。 

○米山教育長 個々の内容については改善が全然ないということか。 

○伊藤教育部参事 ないです。 

○市場委員長 文言が柔軟になっている。例えば学校給食について、従来は校医とあったのを、こ

こでは医師となったり、それから教育機関の、校長、教頭という文言が教育関係の職員と変わった

り、薬剤師も校医の薬剤師から卖なる薬剤師というふうに対応しやすいように文言は変わっている。 

 質問ですが、議案第１号の第１１条真ん中、この条例は平成２５年１月１日から施行すると、ここ

まで参事の話があったと思うんですが、その下に、平成２５年４月１日から施行する、別枠があるんで

すが、これはこれで文言としては生きているんですか。説明は省略したんだけど。 

○伊藤教育部参事 １月１日から施行する。ただし、第８条から第１０条という部分につきまして

は、市長部局の附属機関でありまして、これらの部分につきましては、３月末日まで延ばす必要が

あるということから、８条から１０条に規定する附属機関につきましては、この部分につきまして

は４月１日に施行するという形です。 

○米山教育長 この施行期日は調べておいてください。何で１月１日なのと、４月１日なのかと。

この条例は２５年１月１日から施行するんだけど、８条から１０条までは２５年４月１日で、また、

附則第２項から第４項までの規定は２５年４月１日から施行すると。調べといてください。廃止条

例は２５年４月１日から施行すると。１月１日から施行するとダブッてるところが出てこないのか。 

２５年１月１日から新しい附属機関の条例ができる。この附則の２項から４項までの廃止条例は４

月１日から廃止するんだから、２５年の１月１日から２５年の３月３１日までは、廃止条例と新し

い条例はダブらないのかどうか。 
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○伊藤教育部参事 これの部分につきましては、総務課のほうで確認いたしまして、次回の教育委

員会議で説明いたします。 

○米山教育長 各委員会、審議会には、今度こういう形になったと各委員さんにはきちんと説明し、

変わった条例の部分を渡してください。 

○市場委員長 ほか、ございますか。 

 それでは、議案第１号から第６号まで、一括し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７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７号「平成２４年度教育費補正予算について」、説明をお願いします。伊藤参事。 

○伊藤教育部参事 議案第７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１１月６日提出。白井市

教育委員会教育長 米山一幸。 

 裏面をご覧ください。まず最初に歳出、小学校、補正額が１,５０４万円でございます。内訳につき

ましては、学校管理費、小学校管理運営に要する経費といたしまして３６７万５,０００円。内訳につ

きましては、１１節需用費の光熱水費で補正額３２５万４,０５７円。１５節工事請負費で４２万円と

いうものでございます。 

 理由につきましては、ここには電気料金値上げに伴いというふうに書いてございますけども、光熱水

費につきましては、昨年度に比べまして、４月から１０月までの光熱水費でございますけども、特に電

気、そのほか、ガス、上水、下水において、全体的に使用量が増加したこと、また、電気におきまして

は、７月からの電気料金の値上げがあります。このことから、光熱水費の使用料金が今年度１０月まで

において、前年度に比べまして２９０万円増加しております。１１月以降につきましては、電気料金の

値上げ分とその他の光熱水費につきましては、前年度の同月と同額と見込みまして３２５万５,０００

円の不足額が見込まれるものでございます。特に電気につきましては、昨年度は３.１１の大震災の影

響で、体育館の学校開放等を控えていたこと、あと、一時計画停電ということで全体的に節電というふ

うにやっていましたけども、特に昨年は節電がきいていたんじゃないかというふうに考えております。 

 続きまして、１５節の工事費につきましては、現在、七次台小学校で校舎を増築しておりますけども、

その校舎に警報器を設置する工事費を補正するものでございます。 

 続きまして、小学校施設整備に要する経費といたしまして、補正額１,０７６万円。内訳につきまし

ては、１８節備品購入費の管理用備品です。理由につきましては、２５年度におきまして、白井第三小

学校で１学級、七次台小学校で５学級の学級増に伴います机、椅子、テレビ等の管理用備品を購入する

ものでございます。 
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 続きまして、小学校教材整備に要するに経費６０万５,０００円。内訳につきましては、七次台小学

校で５学級増えますけども、その学級増に伴いますオルガンの購入でございます。 

 続きまして、中学校に移ります。補正額３８３万２,０００円。内訳につきましては、１１節需用費、

光熱水費１４１万７,０００円。中学校におきましても、小学校と同様に、１０月までの光熱水費の使

用料金が前年度と比較しまして２７０万円増額しております。２７０万円増額しておりますけれども、

今年度の予算の残額から今後１４１万７,０００円の不足額が見込まれるということで、今回補正する

ものでございます。 

 続きまして、中学校施設整備に要する経費２４１万５,０００円。内訳につきましては、備品購入費、

管理用備品としまして、２５年度、大山口中学校におきまして２学級、学級が増えることが予想されま

すので、そのための机、椅子等の各種備品を購入するものでございます。 

○清水教育部長 続きまして、学校教育課の補正部分でございます。 

 まず歳出部分につきましては、補正額４１万５,０００円を補正したいと思います。内訳としまし

ては、センター費、９款１項４目部分で、ひだまり館の維持管理に要する経費としまして２０万５,

０００円でございます。その内訳としましては、燃料費、ガス代、光熱水費、電気代部分でござい

ますが、ガスのほうが２万円、光熱水費、電気代のほうが１８万５,０００円補正したいと思います。

理由でございますけれども、電気料金の値上げ及び使用量が見込みよりも大きくなったため、増額

補正するものでございます。 

 ９款２項２目、教育振興費でございます。小学校特別支援教育就学援助に要する経費の部分で２

１万円補正したいと思います。これにつきましては、当初見込んだ対象者が増加したため、当初予

算では４７名と見込んだんですが、５６名というふうになりましたので、扶助費を増額補正するも

のでございます。 

 歳入でございます。教育費国庫補助金、１４款２項４目１節の部分でございます。特別支援教育

就学奨励費補助金、補正額１０万５,０００円を計上させていただきました。理由につきましては、

先ほど歳出のほうで説明しましたように、特別支援教育就学奨励費のほう、２１万円歳出のほうで

お伝えしましたので、その２分の１が国庫補助分となりますので、その国庫補助分を補正するもの

でございます。 

○大塚生涯学習課長 社会教育総務費、９款４項１目、社会教育総務事務に要する経費、補正額６

１万５,０００円を補正するものでございます。内訳としましては、７節賃金、臨時職員賃金の補正

額で５３万８,０００円でございます。それと１９節の負担金補助及び交付金で、臨時職員等保険料

負担金、補正額７万７,０００円でございます。理由としましては、生涯学習課社会教育班の職員１

名の休職により、臨時職員を採用いたしました。臨時職員に関する賃金を補正するものでございま

す。１０月１日から臨時職員をお願いしています。１１月までは予備費を充当し支出しております。

１２月の補正から約４カ月間、臨時職員の雇用に係る経費を補正するものでございます。 
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 また、この歳入としまして、２０款４項２目１節、補正額２,０００円。これにつきましては、臨

時職員等雇用保険負担金、雑入ということで補正するものでございます。理由としましては、歳出

の臨時職員の雇用における雇用保険本人負担分、総賃金の１０００分の５が本人負担になりますの

で、それを歳入として補正するものでございます。 

 続きまして、債務負担行為に関する調書、指定管理の部分で、この１２月議会に西白井公民館、

桜台公民館、青尐年女性センターの指定管理につきまして、指定議案を書き出しています。答申等

がまだ定まっておりませんので、１２月の教育委員会議で報告させていただきたいと思いますけど

も、この３つの指定管理料につきまして、来年の４月から指定管理という形になりますので、その

３年間分ずつの債務を負担行為として保証するものでございます。西白井公民館指定管理料としま

しては、３年間で５,２０９万８,０００円、２５年度は１,７３１万６,０００円でございます。桜

台公民館につきましては、３年間で５,５６９万１,０００円、２５年度は１,８５６万円でございま

す。青尐年女性センター、福祉センターとして３つの機能がありますけども、そのうちの２階部分、

青尐年女性センターについて生涯学習課の管轄でございますので、２５年度から２７年度までの３

年間で４８６万円、２５年度だけで１５７万５,０００円でございます。この３つの施設につきまし

て、３年間の予算負担を補正するものでございます。 

 続きまして、西白井複合センターの指定管理料の債務負担行為額ということで、それぞれの施設、

西白井複合センターには全体としての指定管理料、公民館部分、児童館というものもございます。

老人憩いの家がございますので、それぞれの指定管理料を示したものでございます。 

 桜台センターにつきましては、全体としての指定管理料、それと桜台公民館と児童館の２つの施

設でございますので、それぞれの指定管理料、債務負担行為を示したものでございます。 

 続きまして、体育施設費、９款５項２目、放射能対策事業に要する経費、補正額３,２４５万３０

０円を補正するものでございます。１５節の工事請負費としまして、運動公園芝生除染工事という

ことで、補正額を３,２４５万３００円を補正するものでございまして、内訳としましては、陸上競

技場部分で１,２３６万６００円、野球場として主に使っております多目的広場が８３４万５ ,６０

０円、他広場芝生等ということで１,１７４万４,１００円となっております。理由としましては、

運動公園の放射能測定結果が１０月の上旪に出ました。その結果が出たことから、国の基準値であ

る０.２３マイクロシーベルトを超える箇所を市の除染計画により至急除染する必要があるが、除染

は利用者の影響を考慮し、運動公園がオフシーズンとなる冬場の時期に行い、年度内に除染作業を

終わらせたいと考えているため、当該事業については当初予算計上がないことから、除染工事費を

１２月補正するものでございます。 

 なお、除染工事を今年度中に完了させるため、除染工事につきましては１２月補正予算で対応す

ることとしますが、工事に当たり設計をする必要がありますので、きちんとした工事額、時期、時

間的なもの、そういうものを示すために除染業務設計委託料についてを行います。これにつきまし
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ては、予備費により対応と考えております。除染業務設計委託料としましては２１９万４,５００円

を予定しております。まず最初に設計委託をしまして、これが来年の１月中に設計が出ますので、

これに基づいて工事をこの３カ所に分けて、利用者が不便を来さないように、利用者が利用できな

い時間をできるだけ減らすために、３つの工事に分けまして除染工事をしていく考えでございます。 

○秋本文化課長 文化センター補正額としまして２５２万円。文化センター費、９款４項６目、文

化センター管理運営に要する経費、補正額で２５２万円。１１節の需用費、光熱水費、当初予算額

３,０６５万円、執行額が３,３１７万円、補正額が２５２万円。理由としましては、電気料金とガ

ス料金の値上げに伴いまして、文化センターの電気、ガス料金が不足するため増額するものでござ

います。電気料金につきましては、６月に値上げという部分で、文化センターの部分では６月８日

までの前の契約ということできていましたが、６月９日から新しい契約ということで、その前に値

上げしますよということがあったんですが、新しくなるまではそのままでやっていってくださいと

いう部分で本庁と歩調を合わせておったんですが、その後、新しくきた部分については、新しい契

約でということでありましたので、そうしましたところ、そういった部分では、平日でいきますと、

夏季の平日で２円６１銭、夏季の休日でも２円６１銭という部分で値上げになっております。文化

センターの場合は、文化会館と郷土資料館、プラネタリウム、図書館がありまして、これにつきま

しては、大分、暑かった部分と、会館のほうの利用が、ほかの施設が昨年の震災の関係で白井のほ

うにも流れてきまして、その関係で結構会館も使われたということで、量的にも増えてございます。

そういったところで、不足が生じるということで２５２万を補正するということでございます。 

○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。 

 私から。１ページ、真ん中の七次台小の警報器の件ですが、当初額に比べて補正額が多くなって

いますが、見込み違いというか、設計の変更みたいな大きな変化があったんでしょうか。 

 それから、運動公園除染関係の補正額３,２４５万３００円、国から全額補助があるんですかとい

うこと。この２つをお願いします。 

○伊藤教育部参事 警報器設置工事ということで、七次台小学校については、現在、校舎の増築、

１２学級の増築をしてございます。そんな関係で、この警報器設置工事につきましては、当初予算

では盛っておりません。ある程度学校が完成した後じゃないと警報器を設置することはできません

ので。具体的には、セコムの警報器を設置するわけでございますけども、その工事費が４２万円と

いうことでございます。 

 先ほど委員長の質問の中で、額が大きいというふうに質問がありましたけれども、額が大きいと

いうのは、１,０７６万のことですか。 

○市場委員長 そうです。 

○伊藤教育部参事 この１,０７６万円につきましては、来年度の学級増に伴う備品の購入費の総額

になります。購入費の総額が１,０７６万円でございます。理由は、増築する七次台小学校といいま
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すのは、１５節の工事費の説明でございまして、１,０７６万円につきましては、ここについては関

係ないものでございますので、別個のものでございます。工事費に限っていえば、４２万円の増額

でございます。 

○大塚生涯学習課長 運動公園の除染の関係でございますけども、国の補助金には該当しません。

１０メートルメッシュごとに５０センチの高さで測定したところ、平均が０.１９マイクロシーベル

ト。０.２３超えているところが２４４ポイントあったということで、平均が０.１９なものですの

で、国の補助金の対象にはならない。国の補助金は０.２３を、平均を超えないと対象にならない。 

○米山教育長 小学校１,０７６万円は机と椅子、管理用備品。あと教材備品、オルガンは大山口小

から持ってくるわけにはいかないんですか。 

○伊藤教育部参事 １,０７６万円の内容につきましては、まず、学級増に伴う管理用備品としまし

て、いろんな備品がございます。管理用備品ですので、机、椅子、教卓、あるいは給食の配膳台だ

とか牛乳箱、そういうようなもの、いろんな種類、たくさんの備品を購入します。 

 あと、１８節の教材備品ですが、６０万５,０００円につきましては、オルガンのみの購入費でご

ざいまして、大山口小から持ってこられないのかという話につきましては、先ほど申し上げました

机、備品につきましても、そういうことも想定しました。机、備品については大山口小学校から持

ってくれば新たに買う必要がないんじゃないというふうなことは検討いたしましたけども、校舎も

新しいだとか、そういうことで、新しいものを財政のほうに要求いたしましたときに、財政のほう

から指摘がありませんでしたので、大山口小から運ばずに新しいものを購入するようにいたしまし

た。 

○米山教育長 生徒が増えた分と学級増分を分けて答えればいいと思う。机、椅子というのは学級

増とは関係ないから、人数が増えた分だから。学級増に伴う部分については、これだけ見ると、６

学級増分だけで１,０７６万円になっちゃっているから、人数が増えた分が幾らで、何が幾らで、学

級増に伴う分は教卓とか。だからといって、大山口小からオルガンを持ってこられるかというと、

大山口小が学級数は減っていないかもしれないので、その辺は、オルガンが余っているのか余って

ないかはわからないので、人数増分と学級増分と分けた数値を。 

 特別支援教育就学奨励費、国の国庫補助２分の１の説明では、当初予算が１４６万２,０００円の

９６万円なので、２分の１以上出ているので、その割合でいくと、２分の１の補助という理由が立

たなくなる。当初予算であれば、９６万円出ているということは、７割、国からの補助金が出てい

るんであるから、であれば、国庫補助も１４万円ぐらいきてもいいはずじゃないかという話になっ

ちゃうので。２分の１というのが、全てのものに２分の１じゃなくて、品物によって違うので、卖

純に２分の１という説明じゃなくて、国庫補助分がこの額で、増えた分がこの額ということで。 

ものによって違うだろうから。給食の場合は４分の１なのか３分の１なのかわからないし、品物に

よっても違うだろうし。卖純に２分の１ではないと思うので。 
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 それと、２５年度から２７年度までの指定管理料なんだけど、平成２５.２というのはなんですか。 

○大塚生涯学習課長 ２５年の２月から、２８年の３月からという、１２月議会で承認された場合

に、この期間が入れてある。正式には２５年の４月からなんですけども、その前に準備期間等がご

ざいますので、その準備期間もこの期間に入れてあるものでございます。２月からもう引き継ぎと、

いろんな準備をしないと間に合わないわけですので、その期間を入れたものでございます。 

○米山教育長 そうすると、２５年の２月から指定管理料を支出するということですか。 

○大塚生涯学習課長 実際の支出は２５年の４月以降です。いろんな公共施設の指定管理のやり方

として、１２月議会で指定議案が通ったものの関係につきましては、このやり方で統一されたんで

すけども、市の中では統一されております。 

○米山教育長 ２５年２月１日から２８年３月３１日までですか。 

○大塚生涯学習課長 ということです。 

○米山教育長 契約を結ばないと４月１日からすぐに職員が入れないから、引き継ぎ等もあるから

という、そのまま読んじゃうと、事業の具体的な内容は２５年度からって書いてあって、２５年度、

つまり２５年４月１日からで、ここにいくと２５年２月からになっていて、金額はそのままの金額

になっていると、１,７３１万６,０００円になっていると、２月分も取られるというような印象で

すが。 

○大塚生涯学習課長 市の中で、全体的に検討します。支出はゼロなんですけども、その年度の期

間は入れてあります。月を入れたのはあまりないかもしれません。その部分を確認します。 

○市場委員長 ほか。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。 

                                               

     ○協議第１号 学校支援アドバイザーの配置について 

○市場委員長 協議第１号「学校支援アドバイザーの配置について」、説明をお願いします。 

○清水教育部長 協議第１号「学校支援アドバイザーの配置について」。白井市教育委員会は、学校支

援アドバイザーを別紙のとおり配置したいので協議する。平成２４年１１月６日提出。白井市教育委員

会教育長 米山一幸。 

 裏面をご覧ください。学校支援アドバイザーの配置についてまとめてございます。まず、目的でござ

いますが、学校において、子どもたちの「生きる力」を育み、健やかな成長を促すために、児童生徒の

実態や時代の要請をもとに、特色ある教育や一人一人の個性に応じたきめ細かな指導を行うことが大切

である。そこで、学校経営をはじめ、学習指導や生徒指導、読書活動の推進等について指導・助言する

ために配置する。 

 ２番目の職務でございます。学校支援アドバイザーの職務は次のとおりである。１番目、学校経営に
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関する助言。２番目、学級経営や学習指導、生徒指導等に関する指導・助言。３つ目、教職員や保護者

を対象とした講演等。４つ目、学校図書館の運営や読書指導に関する指導・助言。５つ目、学校と市立

図書館の連携の促進。 

 身分でございますが、非常勤の特別職とする。 

 資格につきましては、学校経営に関して、豊富な知識と経験を有する者とする。 

 報酬額でございますが、日額１万５００円を支給する。 

 最後に、勤務形態でございますが、週３日、１日７時間とする。在籍は教育センター室とし、管理者

は教育センター室長とする。勤務先は、市内小中学校及び市立図書館等とするということで、新たな職

として来年度の当初予算に盛って、４月から始めたいと考えております。 

 この学校支援アドバイザーの配置につきましては、現在、読書活動推進コーディネーターという職が

ございまして、ご存じのように、中澤先生にしていただいています。この読書指導推進コーディネータ

ーは、学校の図書室、学校の図書館、それと市立図書館を結んでいただいたり、中学校の図書利用指導

員さんとのかかわり、あるいは小学校の図書室のボランティアさんの運用等を中心に、学校の図書主任

さんらと連携しながら、読書活動に特化して今動いていただいています。その読書活動推進コーディネ

ーターという職を新年度廃止しまして、発展的解消として、この学校支援アドバイザーを配置していき

たい。前回ご説明しましたように、補助教員の部分で学校図書利用指導員を発展的に解消して、読書活

動推進補助教員を来年度入れていくという説明をさせていただいて、教育委員会議のほうで承認してい

ただいたわけですけども、読書活動推進補助教員は、図書館の整理とか、利用に関するものだけではな

くて、授業で学校の図書館をうまく利用して、授業と図書室をつなげていくということで、学校の教員

免許を持って、教育課程を理解して、図書館の整備とともに授業のほうにも入り込んでいくという職員

を配置することとなりました。それを受けて、その部分をアドバイスしていくような形をとっていきた

いというのが１つでございます。つまり、授業のほうにもかかわって指導・助言をできるようにする。

さらに、学校の生徒指導だとか、そういう学校全体に関する、運営に関して指導できるような立場をと

って、読書、図書館、そういうのに特化しないで、学校全体の運営についてアドバイスしていけるよう

な方を配置するということにしたいというふうに考えています。 

○石亀委員 このアドバイザーは何人とか、人数はあるんでしょうか、決まっていますか。 

○清水教育部長 人数につきましては、１人を想定してございます。増員につきましては、学校運営に

関してアドバイスできる方がたくさんいればいいわけですけども、市の教育委員会の中にも指導主事も

いますし、たくさんの人数を配置するというのは非常に難しいことでございますので、読書活動推進コ

ーディネーターの枠をこの枠に振り替えたという形で考えたものでございます。 

○髙城委員 学校アドバイザーといいますと、やはり豊富な知識が必要だと思うので、元教員をしてい

た方とか、定年退職された先生を募集するのか。あまり経験がない方ですとやはりなかなか難しいと思

うので。年齢的にもどういう人とか、市内在住か、市外からでもいいのか。募集はどのようしていく予
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定ですか。 

○清水教育部長 資格のところにありますように、学校経営に関して豊富な知識と経験を有するという

ことがありますので、実際に学校経営にかかわった人でなければ、そういうアドバイスはできませんの

で、想定しているのは、校長まで経験をした人を想定しています。年齢的なものはというと、定年退職

６０歳を待たずに退職する方もまれにはいますけども、現実的には、定年退職まで全うして退く方が多

いので、特に特別職の非常勤ですから、年齢制限といったものは考えていませんので、校長経験があっ

て、健康で、そういう指導ができるような方を想定してございます。募集といったものにつきましては、

市内在住とか、市外とか、それに関しては、今までも特段、そういう規約はございませんので、こだわ

っていませんので、コーディネーターにつきましては。市外であろうと、市内であろうと、この業務が

できるということであれば、どちらでもいいと考えています。 

 なお、公募といっても１人枠でございますし、その適正とか、白井市内の状況とかをよく理解してく

れている方ではないと、一般論の学校経営についてのアドバイスじゃなくて、地域の実態を踏まえたア

ドバイスを求めるので、公募ではなくて選考したいというふうに考えております。 

○米山教育長 基本的には、２４年度を見て、年度当初に交通事故の関係、交通安全の関係で全国的に

痛ましい事故があったということ、また、７月から８月にかけて、いじめによる問題があったこと。適

宜、時代的にこういうものが必要だと。例えば生徒指導が必要な案件があったりした場合に、迅速に動

ける人を置いといて、各学校のほうにアドバイスをしたり、相談に乗ったりすることによって対応して

いきたい。適宜動ける人を、アドバイスできる人を充てていきたいということで、ここに書いてあると

おり、学校経営に関して、必ず経験者であるということ、指導的な立場にあった者をアドバイザーとし

て置いていく。今、清水部長から１人という話だったんですけども、この中では何人か読み取れないん

だけども、何人か必要になった案件があった場合については、増やせるような体制ということで思って

もらっていいです。当初予算では１人ということで考えています。適宜、学校現場に入って、子ども達

が安全に、安心して学校生活ができるようにということでのアドバイザーを置いていこうと思っていま

す。 

○石亀委員 何人体制という意味なんですよね。お一人で、原則週３日、１日７時間ということだと思

うんですけれども、日額制になっていますよね。 

○米山教育長 毎日入るとかという意味ではなくて。 

○石亀委員 例えば、原則週３回、１日７時間の予算をとられるんだと思うんですけれども、今週はこ

の方とか、火曜日はこの方とか、そういう考え方もされているのかなと思って伺ったんです。１日７時

間という、これは別に４時間であってもよかったり、５時間であっでもよかったりするのかなというこ

とで、日額なので、原則、それだけは払うということだろうと思うんですが、いろんな考え方があるか

なと思って。 

○米山教育長 １人の人を今は考えています。ただ、学校の要求なり、いろんな課題があった場合につ
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いては増やせるし、臨機応変に動ける体制で。センター室長の要請、管理のもとで置いていくというこ

とで、チーム編成ではないです。 

○清水教育部長 教育相談員のように、何人かいて対応するとか、スタートはそうではなくて。 

○市場委員長 先日の市町村教育委員会研究協議会でも、このアドバイザーについては話がありました。

開かれた学校づくりのためにも必要だというとで。 

○石亀委員 こういう方がいてくださると、すごくいいと思っています。 

○清水教育部長 法規上の規定はないので、白井市独自の取り組みとしてこういうことをやっていきた

いという提案でございます。 

○石亀委員 きっかけとしては、すごくいいことだと思っていますので、職務としては５項目あります

けれども、今後発展的には、いろいろな形で、必ずしも図書のエキスパートでない方もいらっしゃるか

もしれませんので、多角的に学校を支援していただける方がいろいろ今後出てくると、すごくいいなと

思います。 

○市場委員長 特にほかに質問ありませんか。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 事業仕分けに伴う「文化会館自主事業運営事業」に係る見直しについて 

○市場委員長 報告第３号「事業仕分けに伴う『文化会館自主事業運営事業』に係る見直しについて」。 

○秋本文化課長 報告第３号「事業仕分けに伴う『文化会館自主事業運営事業』に係る見直しについ

て」、文化会館運営協議会から提言の報告がありましたので、報告いたします。 

 昨年の１２月からこの自主事業につきまして検討を重ねてきました結果、この事業仕分けにおきまし

て、仕分人からの評価として「住民の税金を費やす意義」、「公演を行う意図や戦略」、「事業の建て

付けの根本的な見直し」、または「市が行う興行だ」などの指摘を受けました。この受けた結果を真摯

に受けとめまして、根本的な見直しを行うこととしまして、より明確な意図が目で見えるような事業展

開を示す必要があると考えまして、芸術文化をより楽しむためには、知識と教養を養うことが大切であ

ると。今まであまり積極的に取り組むことの尐なかった教養の向上や芸術文化の向上、舞台芸術愛好者

の人口の底上げなど、文化振興により寄与できる提供の方法として提案することとしたことで、提言と

いうことで結論が出ております。 

 そこでは、後期基本計画に基づきまして、「市民と築く安心で健康なまち しろい」をつくっていく

ということで、文化芸術活動の支援や舞台芸術の提供を行っている。その中で、文化会館実施事業運営

については、文化の振興と向上を図っていくためには今後も必要な事業であり、実施していくべきであ

るということであります。 

 事業仕分けにおいて指摘を踏まえ、行政が舞台芸術を提供する意図並びに意義を再確認して、従来の
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舞台芸術の提供方法を本格的に見直すこととするということで、２番目に、根本的な見直しということ

で入っています。そこでは、新たな舞台芸術愛好者人口の底上げや、より舞台芸術を楽しむためのコン

テンツを展開できる事業を実施しまして、興行との差別化を明確にする。そこで文化会館というのは、

クラシックという部分での特性を生かした音楽を中心とした事業並びに日本伝統の舞台芸術に集約し展

開していくことを提案するということで、文化会館には市民の財産であります「ホールの響きのすばら

しさ」や「スタンウェイのフルコンサートピアノ」などもありますので、それらを活用してはどうか。 

 このような理由から、今回見直しにおいてはクラシックを中心とした事業を集約しまして、事業を展

開していくことはベストであると提案するということで、その中で、これらの文化を浸透させ普及させ

ていくためには、楽しむための知識と教養を身につける必要がある。それを担う事業の展開こそが興行

とは差別化された事業であり、行政の役割であると考える。 

 ３番としまして、具体的手法はということで、一流の演奏家の演奏を聴きながら音学、音を学ぶから

音を楽しむ音楽へと、本当に楽しめるようなさまざまな角度から事業、企画を提供していく。具体的に

は、公演において、音楽や日本伝統の舞台芸を通じ、人や歴史・文化について触れることや、作曲家・

その時代背景、さらには楽典などについて学べる機会を提供する。 

 裏面の４ページ目には、基金運営に移行するという部分では、今まで演目を計画しますと大体１２月

末とか、年度末のほうになっていましたので、それらを早めにできるようにということで、基金運営を

してはいかがか。それをやることによって提供が早めに、可能になるということであります。 

 ５番の環境づくりというところでは、チケットの販売方法、広報等がございます。 

 ６番目としては、展望ということで、今回の見直しにおいては、財政的な事情からということであり

ましたけど、これらの財政状況が回復した折には、それぞれのジャンルにおいてこのような事業が展開

されることが望ましいと考えるということで、提言がありました。 

 それらを踏まえまして、１０月の末に政策会議がありましたので、政策会議のほうに諮らせていただ

きまして、その中では、先ほど、その提言を踏まえまして、市の対応としては、市民の教養向上と芸術

文化の向上と振興を図るという目的の達成に直結した見直しのもと、継続を実施することといたしまし

た。 

 その中で、先ほどの音学、音を学ぶというところでは、今まであまり学ぶというところはやっていな

かったんですが、今後は、例えば企画立案という部分では、６Ｗ２Ｈがあるということで、ＷＨＹとい

うことで、何を目的に実施するのか、ＷＨＡＴで、どんな公演を行うのかとか、ＷＨＯで誰が行うのか。

そういった６Ｗ２Ｈがございませんでしたので、今後はそういったところを目的、対象、テーマ、公演

のコンセプトとか、開催期日、出演者、公演料、どこの場所でやるのかとか、そういったところをきち

っとしまして、テーマというところでは、例えば４回くらい、歴史の流れとか、入門編から解説とか、

そういったところを踏まえてやっていきたいということで、それとあと、感受性が高い子どもの時期か

ら文化芸術に親しんでもらうため、学校と連携した事業を展開するとか、先ほど言いました基金等につ
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いて、事業の実施時期が年度後半じゃなくて年間を通してバランスよく事業が実施できることというこ

とで、基金について検討するということで政策会議に諮りまして、了承されたということでありますの

で、今後それらを踏まえて実施していきたいというふうに考えているところです。 

 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。了解でよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 了解とします。 

                                              

非公開案件   ○議案第８号 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 教育長の代決について 

                                              

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 

○市場委員長 その他、連絡等がありましたらお願いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○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。 

 次回の会議は、１２月１２日の予定です。 

 


