
 1 

白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２４年１２月１２日（水） 

 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．協議事項 

    協議第１号 学習等供用施設の管理運営方法について 

    協議第２号 通学路整備工事について 

 ７．報告事項 

    報告第１号 学校給食共同調理場施設改修計画庁内検討委員会検討報告書について 

    報告第２号 白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家 

          の指定管理者の指定について 

    報告第３号 白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定について 

    報告第４号 白井市青尐年女性センター、白井市老人福祉センター及び白井市福祉作業所 

          の指定管理者の指定について 

    報告第５号 学校災害賠償補償保険に係る示談の成立について 

    報告第６号 準要保護児童・生徒の認定について 

 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 

                                             

○出席職員 

   教育部長          清水  登 
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   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 

     〃           小菅 瑞恵 
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○市場委員長 これから平成２４年第１２回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 本日の出席委員は５名です。 

                                              

     ○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、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 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 １１月２９日に女性教育委員研修会が白井市でありました。最初にプラネタリウムを見

ていただきました。とても有意義なためになるプラネタリウムだと皆さん喜んでおりました。午後か

ら白井市内にある競馬学校を見学に行きました。競馬学校は日本で一つしかないということで、私達

も初めてだったのですが皆さん楽しみにしておりまして、色々な施設を見学し食堂にも入らせていた

だきました。体重管理が大変でおやつもかぎ付きのロッカーに入れているなど、育ち盛りの子どもに

とって食べ物を我慢するというのは本当に大変なことだと思いました。親も３年間は会えない覚悟で

手放すということでした。体重は、１日の変化が５００グラム以上あるといけないということで、食

堂前の廊下にグラフを貼りだして、みんなで励まし合っているということでした。子ども達は大変な

努力をされていました。 

○石亀委員 １２月８日に白井市民文化祭の表彰式がありました。今年の市民文化祭は、６部門２７

の催しがありまして、参加者が２,６１３人、去年より４１人多くなっています。利用者数は９,２８

１名で、こちらは９０６人減っております。その中で、学校部門は参加者が１,０７１人、来場者が３

,２１３人で、合計４,２８４名の参加となっていました。市長賞、議会議長賞、教育委員長賞の各賞、

１４名ずつ、計４２名の方が表彰されていました。皆さん晴れの舞台で緊張した面持ちでしたけれど
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も、日頃の努力の成果を認められるいい授賞式だったと思います。 

○石垣委員 本日、桜台中学校の立春式に行ってまいりました。立志の作文、代表者による作文に続

いて、生徒一人一人が色紙に文字を書いて、将来に向けての決意表明をしていました。表現をするこ

とで本人にとっても第一歩の区切りとなったようです。とても印象深いいい立春式だなと思いました。 

                                              

     ○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。 

 １２月８日、第３部会小中学校音楽発表会が本市の文化会館大ホールで開催され出席いたしました。

 １０日土曜日、ＯＮスポーツクラブのイベントがありまして、委員長と一緒に出席いたしました。

ＯＮスポーツクラブは、人口が伸びている地域なので会員数も尐しずつ増えております。大変活気の

あるイベントでした。 

 同日、市民音楽祭、文化祭の音楽部門ということで出席いたしました。大変多くの方が参加してお

りました。 

 １３日、点検・評価に係る協議会、各教育委員にも出席してもらいました。今取りまとめをしてお

ります。 

 １４日、文化会館運営協議会に出席いたしました。自主事業について事業仕分けの結果を受けまし

て、文化会館運営協議会で何回も会議をして方向性を詰めてまいりました。自主事業については１月

に市立柏の吹奏楽を予定しております。 

 １７日土曜日、ボランティア協議会創立３０周年記念式典に参加いたしました。３０年の歩みを見

せてもらいましたけれども、３０年たったんだなということで随分早いなという印象を受けました。 

 １８日、文化講演会が中ホールで開催されました。残念なことに観客が大変尐なくて、もう尐しＰ

Ｒが必要だなと思いました。しかし、内容については大変いい内容でした。文化事業それぞれについ

て講師のほうから、コストが幾らかかるということはよく事業仕分けで皆さん指摘をされるでしょう

けれどもという前置きがあって、文化事業、いろんな事業については、コストという考え方と投資と

いう考え方があると。その講師の方は、これは投資なんだと。それが市民と共有するというか、市民

に対して文化の学習をすることによって投資になって、大きな力となって返ってくるということで、

投資についてもよく考えながら進めていったほうがいいということで、なるほどなというような印象

を受けました。補助金や人件費についても、全てをコスト、経費という形で考えますけれども、やっ

た事業に対しての効果を考えると、それはやはり投資したものに対する、返ってくるものの大きさと

いうのを再度見直すというような内容でした。 

 ２０日、あそばね会実行委員長さんと会談をしまして、市で支援している分と、実行委員会でやら

れている分とあったんですけども、今後、なるべく団体の自主運営の方向に持っていってくださいと
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いうことで、団体さんのほうも、あり方については再度検討するということで、お願いをして、おお

むねの了承は得られたというように思っております。 

 ２２日、印旛郡市Ｐ連の会長の研修会がありまして、本市が担当でしたので、プラネタリウムを見

ていただいたりしました。 

 ２４日、スポーツ・レクリエーション祭が桜台小学校で開催されました。大変天気がよく参加者も

多くて、例年この時期ですと参加者が尐ないんですけれども、今回は大変参加が多いスポーツ・レク

リエーション祭となりました。 

 議会が一般質問含めて２８日、２９日、３０日と開催されました。会議録で確認をお願いしたいと

思います。 

 １２月２日日曜日、これも文化祭、演劇祭が大ホールで行われ参加いたしました。 

 ７日、文教民生常任委員会が開催され、教育委員会関係の議案については可決を得ております。１

８日の最終日に委員会の答申を受けて、全体の議会の会議の結果が出ております。 

 昨日、学校保健会主催による健康奨励賞の表彰式が行われました。子ども達の受賞態度もよくて、

子ども達をいろんな形で褒め、子ども達にとっては励みになると確認しました。健康奨励賞を続けて

よかったなと、これをコストと考えるのか、さっき言った投資と考えるかということになると、今後

の子ども達の育成について考えた場合には、これも投資になるんじゃないかなというような印象を受

けています。 

 私のほうからは以上です。 

○市場委員長 以上の委員報告、教育長報告で質問等ございますか。 

 ないようですので、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。 

                                              

○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。 

 報告第６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。 

                                              

     ○協議第１号 学習等供用施設の管理運営方法について 

○市場委員長 これから議事に入ります。 

 協議第１号「学習等供用施設の管理運営方法について」説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 協議第１号「学習等供用施設の管理運営方法について」説明いたします。学習
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等供用施設の管理運営方法について、別紙のとおり協議する。平成２４年１２月１２日提出。白井市教

育委員会教育長 米山一幸。 

 この学習等供用施設、冨士センターと通称呼ばせていただいておりますけども、その運営につきまし

ては、平成２１年度から指定管理者制度による管理運営の導入を予定したところでございます。ただ、

その後３回議会へ上程するも否決となって、現在、管理運営を設置管理条例の改正条例のみ成立してお

りますが、暫定措置として、毎年附則による施行の延長が現在まで継続となっておりまして、現在、唯

一ここの施設だけが直営が行われているというのが現状でございます。 

 協議内容としましては、平成２５年度から３年間、直営方式を延長することとしたいということでご

ざいます。 

 協議の理由としましては、１つとしては、市民との協働による公共施設の管理運営のあり方、それと

地元の団体等の育成、これらの観点から、講座運営など公民館的な講座、児童ルーム講座というものが

ございます。そういう講座運営などを一部委託とし、再任用等の職員による職員による直営方式とする

ことで指定管理者制度を実施する過程でのモデルケースとしまして、指定管理者制度との比較において、

経費面、民間のノウハウを活用などで同様の効果を見込めるため、このような地元の有志、地元の方々

とも協働しながら、その方達に講座運営の企画運営を一部お願いするということで提案するものでござ

います。 

 実施方法としましては、出張所・施設管理業務につきましては、非常勤及び再任用職員で行い、公民

館・児童ルーム講座などの事業運営につきましては、地元の有識者などで組織される団体へ業務を委託

する、一部委託による直営方式で運営を行うような形をとりたいと考えております。これは市の中で初

めての試みでございます。 

 概算の経費としましては、２５年度見込額で約３,１４０万円、講座運営の委託経費、上限３００万

円以内でございます。現在、来年度の予算につきましては約２００万円を考えております。詳細は、そ

の団体との協議の上、決定したいと考えております。２４年度の比較でございますけども、ここに３２

０万円の減と書いてございますけども、今この委託費が２００万円になっておりますので、４２０万円

の減額となります。人件費だけでは約６００万円の減額というように考えております。 

 次のページで、６番目の委託内容でございますけども、重複しますけども、公民館・児童ルーム講座

などの事業運営ということと、そのスケジュールでございますけども、１０月の３１日に政策会議で決

定しております。来年の２月の議会にこの議案を上程する考えでおります。２５年の４月１日から実施

する方向で今検討しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○市場委員長 ただいまの質問について質問等ございますか。 

○米山教育長 ５番の概算経費、２５年度見込み額という額があるんですけども、２４年度予算と

比較して総事業費で４２０万円ということで、人件費で約６００万円ということは、人件費６００

万円減って、総事業費で４２０万円ということは、事業費として１８０万円が増えるということで、
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人件費が減って事業費が増えるということで理解していいですか。 

○大塚生涯学習課長 今までの講座の関係の事業費、いろんな消耗関係の事業費を委託料に切り換

えることによってこのような数字となっております。今教育長が言われたことが、そのとおりでご

ざいます。 

○米山教育長 今までの冨士センターの講座を含めた事業内容については、現在よりよくなるかど

うかというのは、団体との協議になりますけれども、なるべく今の講座よりも、内容であるとか、

市民目線、地域目線の講座を取り入れてやってもらえるということでいいですか。 

○大塚生涯学習課長 継続の事業プラス新たな市民目線の事業を、相当な事業を加えることによっ

て利用者の増を考えていくという方向で進めたいと考えています。 

○石垣委員 貸し館などでの施設利用料も市の歳入になりますか。 

○大塚生涯学習課長 直営で行いますので、市の歳入になります。 

○市場委員長 ほかありませんか。 

 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 それでは了解とします。 

                                              

     ○協議第２号 通学路整備工事について 

○市場委員長 協議第２号「通学路整備工事について」説明をお願いします。 

○清水教育部長 協議第２号「通学路整備工事について」。通学区域変更に伴う通学路の整備工事につ

いて、工事内容の一部を見直すため、別紙のとおり協議する。平成２４年１２月１２日提出。白井市教

育委員会教育長 米山一幸。 

 通学路の整備工事につきましては、当初、Ａ工区における児童・生徒用の歩行路の舗装がございまし

た。Ａ工区について、図のほうで説明いたしますと、ベリーフィールド西白井３丁目、４丁目の間の道

を風間街道のほうに上っていきますと、今現在、新規道路ができていませんので畑にぶつかります。そ

こから風間街道の間、今まで説明してきた新規道路の予定の部分がございます。そこを赤道、途中の桜

が丘の裏の赤道のところまで仮舗装で進めて、赤道の部分を子ども達が通れるように、鳥見神社側のほ

うの細い道のほうに抜けていくという部分がＡ工区間であります。その次に、鳥見神社のところから右

折しまして、風間街道に抜ける細い道がございます。そこまで歩いた後に、風間街道に出て、白井幼稚

園のほうに戻る形で子ども達が歩くようになっています。当初は、Ｂ区間における横断防止柵の設置を

予定していたところでございます。そのＡ工区間及びＢ工区間を整備するということで、今まで市の道

路課、市民安全課、警察等々と協議をしてきたわけでございますけども、そのやりとりの中で、白井幼

稚園のところの交差点のところから、新たに押しボタン式の信号ができたところまで、西白井の３丁目、

２丁目の間のところから細い道を通って新規の住宅のところを抜けて、明豊工業のところの風間街道の
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ところに出る。押しボタンの信号が設置できたというところでございまして、そこへ行くまでの間の道

路が狭いということで、拡幅工事については、以前説明させていただきましたように、議会で上程しま

して、その拡幅工事については承諾を得られていまして、今道路課のほうで拡幅工事のほうに入ってい

るところでございます。そこの拡幅が終了して、歩行スペースの部分に路面塗装をしまして、可能なと

ころはポールを立てて、明豊工業のところの押しボタン式の信号のところまで歩いていくと、白井幼稚

園のところの交差点のところまでが歩道がついているんですけども、横断防止柵がない状態です。当初

は、Ｂ工区のところだけやっておけば、そちらのほうに子ども達が歩いていくわけだから、そこまでで

いいだろうという話もあったんですけれども、拡幅工事が終了しましたら、その下のほうの部分にも新

規の住宅もかなりできていることから、できればＣ工区の部分も、その柵がつけられればいいのではな

いかという話も出まして、関係機関と協議をしていったところ、そこも防護柵を作ることは可能である

ということがわかりましたので、そこの部分も横断防止柵を設置したいというところの協議でございま

す。 

 なお、予算については、現行の予算の中で対応できるということがわかりましたので、きょうここで

Ｃ工区間も横断防止柵を設置したほうがいいということであれば、そういう形で進めていきたいと思い

ます。よろしくご審議のほうをお願いします。 

○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。 

赤道ってわかりますか。専門的な用語ですので。 

○清水教育部長 公の道なんだけれども、市道にもなっていない部分ということで、私道ではない、

市道でもない、公の道だけども、要は整備がされていないということで、いわゆる獣道的な、本当

に細いような道が存在しているんです。その部分を、今非常に草が生えていて、子ども達がとても

通れるようなところではないので、そこを通れるぐらいの整備をしましょうというところがＡ工区

でございます。 

○市場委員長 何年か道路として使っているのを黙認すると、それが公の道路になっちゃうんです

ね。そういうところがあります。 

 今朝も通学路を確認したんですが、その道は気がつかなかったです。 

○清水教育部長 道路課のほうで草を刈ったんで、前よりわかりやすくなったと思います。前はほ

とんどわからなかったです。 

○米山教育長 Ｂ工区とＣ工区の横断防止柵、防護柵というのが具体的に頭に浮かばないんですけ

ど、どんなものか教えてもらえますか。 

○清水教育部長 いわゆるガードレールという言い方をすると、１０センチから１５センチぐらい

のしっかりとしたポールのところにレール状の鉄がわきに渡されていて、車が突っ込んできたとし

ても、そこで跳ね返っていくというぐらい強度が高いものです。ガードポールというのがあるそう

で、今外を見ていただくと、駐車場の北側のところにポールが立っていて、例えばポールの太いの
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があって、横に３本、細いポールでガードがされているのがガードポールというんです。あれもか

なり杭が太くて強度があるそうで、ある程度車がぶつかるのを想定したものだそうです。今回立て

ようとするのは、今の２つをやってしまうと、かなり歩道が狭いので幅をとってしまうんです。そ

の歩道の部分にその支柱を立てると、子ども達が通る部分が非常に狭くなってしまうということな

ので、もっと細いポールを縦に立てて、脇に、子ども達が落ちないようにするという意味でのポー

ルを横に通すと。そうすると、車がぶつかってきて、車をよけるというんじゃなくて、子ども達が

歩道を通っているときに落ちないようにするような強度を持ったもの、子ども達の落ちるのを防止

する、あるいは横断するのを防止するという意味で立てるのが横断防止柵というものです。高さ的

には、大体８０センチぐらいだということを道路課から聞いています。 

○市場委員長 歩道で随分道路標識が立っているんだけれども、あれはそのポール設置のとき、も

っと端っこにというか、あるいは車道へ、車道って一番脇は溝になっていますね。あそこまで移動

できればいいなと思っておりましたけど。 

○清水教育部長 基本的に歩道は道路側のなるべく外側のところに横断防止柵を立てていくという

ふうに道路課のほうで設計しているかと思います。その間のものとか、そういったものが動かせる

かどうかというのは、個別の協議になってきます。 

○市場委員長 結構、本数多くあります。中に入っているんですよね。だから、歩道が狭いところ

だとほんとに歩きにくくなる。集団で歩くと、ちょっと障害になるかなと思う。何でああいう場所

に設置しちゃったのかなと思っているんだけど、歩道の２０センチ、３０センチ中に入っちゃって

いるんですよね。 

○清水教育部長 今の既存のいろんな表示のポールとか、看板とか、そういったものが、その歩道

部分だけではなくて、この後、スクールゾーン化しようと今動いている百合ケ丘のところの細い道

があります。あそこも、子ども達を通すところを路面舗装して、ポールを立ててやっていこうとい

うふうに動いているんですけども、そこにも、例えばカーブミラーのポールがあったりとか、そう

いう問題がありますので、子ども達が歩くときになるべく歩きやすいようにという配慮ができると

ころについては、そういう配慮をしていきましょうということで、道路課のほうとは打ち合せをし

ています。 

○清水教育部長 なお防護柵のほうは全部で４３３メートルになります。 

○市場委員長 防護柵、ガードレールは弱いといっても、正面からぶつかったら弱いかもしれない

けども、走ってぶつかる場合には、車が跳ね返されるぐらいの力はあるでしょうから。 

○清水教育部長 百合ケ丘に入っていく私道の道だとか、西白井クリニックのところに駐車場があ

ったりとか、工場的な、会社の駐車場の部分とか、そういった箇所がありますから、その車の出入

りするところは当然立てられませんので、かなりの部分で柵が途切れるところは出てきます。 

○市場委員長 ほかございますか。 



 10 

 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１号 学校給食共同調理場施設改修計画庁内検討委員会検討報告書について 

○市場委員長 報告議第１号「学校給食共同調理場施設改修計画庁内検討委員会検討報告書について」説

明をお願いします。 

○清水教育部長 報告第１号「学校給食共同調理場施設改修計画庁内検討委員会検討報告書について」。

平成２４年１１月に学校給食共同調理場施設改修計画庁内検討委員会検討報告書を作成したので報告す

る。平成２４年１２月１２日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 報告書の構成でございますけども、最初に学校給食共同調理場の建物概要が１ページにございます。

現状と課題を２ページにまとめてございます。改修、増改築、移転・新築の比較表が３ページになりま

す。４ページ以降、資料としまして、４ページから８ページまでつけてございますが、児童・生徒数の

今後の見通し。給食調理等設備及び器具の老朽化の状況。現用地での建替え及び増改築の可能性につい

て。公設民営・ＰＦＩ・民設民営のメリット・デメリット。千葉県内の給食共同調理場の建替の状況。

このように報告書は構成されてございます。 

 １ページをご覧ください。今ある共同調理場の概要でございます。調理食数が５,４００食、現在つ

くってございます。昭和５４年にできている施設でございます。３３年経過したところでございます。

敷地面積が５,１７２平米、建築面積が１,１４０.５８平米でございます。地上２階建て、鉄骨造でご

ざいます。 

 ２ページをご覧ください。今の共同調理場の現状と課題がまとめてございます。１番目に、学校給食

衛生管理基準への対応面でございますが、下の３行の部分を見ていただきますと、施設の現状を学校給

食衛生管理基準に照らすと、検収室や食材別の冷蔵・冷凍庫がないこと、調理場内の適切な温度及び湿

度管理、下処理室と調理室の分離がされていないことが課題となっています。 

 ２番目の食物アレルギーへの対応でございます。現在、共同調理場のほうでアレルギー対応をしない

といけない、本来、アレルギー対応してほしいという保護者の方、申し出が大体５０件から６０件ぐら

いございます。しかしながら、食物アレルギーに対応した除去食や代替食などの提供につきましては、

今の施設では、面積等の規制により、そういう場所の確保ができないという問題がありまして、要求に

こたえることができていないということが課題でございます。 

 ３番の耐震性でございます。先ほど申し上げましたように、昭和５４年に建設されているために、５

６年の建築基準法施行令改正による現行の耐震基準を満たしていないという建物でございます。平成１

３年に耐震診断をした結果、構造耐震指標Ｉｓ値が０.５７というところでございますので、大きな地

震がきたときの振動、衝撃に対して、崩壊または崩壊する危険性があるというふうに診断されていると
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ころです。 

 ４番目に老朽化の問題がございます。施設そのものも老朽化が激しいわけでございますけれども、設

備のほうも老朽化が激しくて、修繕を繰り返して維持している状況でございます。特にボイラーの老朽

化も目立ってきまして、配管につきましては蒸気漏れが頻繁に発生して、修繕を繰り返すという状況で

す。そのほかの厨房機器の耐用年数がおおむね１５年とされていますけども、１８年を超えて使用して

いるものも多く、修繕費が増加しているという課題があります。 

 国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目で規定されている５,４００食をつくるときに必要な調

理場の面積としましては、２,３００平米というふうにされているところから、今現在、その必要な面

積を考えたときに、６５％の施設しかないにもかかわらず５,４００食をつくっているというところで、

動線を考えたときとか、物を置くスペースとか、そういうものを考えたときに、なかなか望ましい作業

動線が確保できないという課題がございます。なお、ここももうしばらく、児童・生徒数が増えますの

で、さらにコンテナとか買い増しをしていかないといけないという現状が出てくるわけでございますけ

ども、さらに困難になっていくということが予想されます。 

 ３ページのほうをご覧ください。実際に案１から案４まで、改修した場合、移転・新築した場合の比

較表でございます。案１、案２が改修案でございます。違いは、案１のほうは全面改修、案２のほうは

耐震補強にかかわる部分改修でございます。案３及び案４につきましては移転・新築案でございますけ

れども、建物のほうは同じ想定でつくってあるもので、違うものは、敷地面積、敷地を案３のほうは６

,０００平米の案、案４のほうは１万平米ということで、敷地面積を変えた想定でございます。 

 施設の可能使用年数、４番目のところを見ていただきますと、案１、案２の改修案につきましては、

改修ですので、１５年から２０年は使用可能だろうけども、そこでまた何かしらのことをやらないとい

けないだろうということでございます。案３、案４につきましては移転・新築でございますから、５０

年から７０年と書いてありますけども、そのぐらいはもつだろうという想定でございます。 

 市の負担額、１２番を見ていただきますと、案１が１０億９,２００万円、案２が１０億４,６００万

円、案３が１９億６,７００万円、案４が２１億１,０００万円でございます。 

 問題点につきましては、案１につきましては、あくまで改修ですから、スペースが、先ほど説明した

ように足らないという問題、そこがクリアできない。１５年から２０年後には、また何らかの建替えだ

とか、改修するだとか、移転・新築をするしかないという問題が出てきます。案２につきましては、こ

れも同じように改修でございますので、スペースが足らないという問題がクリアできない。同じく１５

年から２０年後に同じ問題が出てくるということです。案３につきましては、移転・新築ですから、特

段の問題といったものが出てこない。案４につきましては、広いところに余裕を持って建てられるわけ

ですから、特に問題は生じないわけですけども、それだけ広い土地が必要だという明確な理由、そうい

ったものを、土地の運用、さらにその後、増築の必要性が考えられるだとか、そういう何らかの理由が

必要だろうと。あるいは複合的なものを何か市として考える、そういったときには案４が浮上してくる
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ということが言えるかと思います。 

 問題点のここには書いてないんですけども、もう一つ問題がありまして、６番目のところが問題にな

ってきます。工事期間中の給食業務の対応というところで、改修している場合には、そこを使ってしま

いますから、給食をつくれなくなるから弁当を用意しなければいけないという問題が出てきます。案３

及び案４であれば、今の給食センターで給食を提供しながら違うところに施設を建てればいいので、そ

の弁当を市が対応していくというのを考えなければいけないという点があります。そこまでの表でござ

います。 

 次に、４ページをご覧ください。今後の児童・生徒数の見通しでございます。２４年から２９年まで

出してございます。２８年に５,８０４食をつくらないといけないということで想定してあります。児

童・生徒数のところを見ていただきますとわかりますように、５,４４４人、桜台小中を除いて、ここ

まで人数が増えるだろう。そうすると、教職員の数を入れると、今５,４００食つくっていますけども、

５,８００食をつくらないといけないという状況が生じます。 

 ５ページ、給食調理等設備及び器具の老朽化の状況でございます。下処理室、前処理室、調理室、洗

浄室、ボイラー室で、一番右側を見ていただきますと、使用年数が書いてございます。そうしますと、

厨房機器の耐用年数はおおむね１５年というふうに先ほど説明させていただきましたけども、この１５

年と照らし合わせていただくとわかりますように、もう３０年を超えているようなものも数多くありま

す。シンク、そういったものにつきましてはある程度壊れなければ使っていても大丈夫だというものも

あれば、ある程度期間がきたときには交換していかないといけないものもありますので、どのものを見

ても１０年を超えるものが非常に多うございますので、今後、何らかの対応をしていかなければいけな

いという状況がおわかりになるかと思います。 

 ６ページをご覧ください。改修と移転・新築の案を先ほど説明したんですけれども、現用地で建替え

ができるのか、あるいは現用地で建坪面積が狭くて手狭なわけですから、増改築ができるのかという可

能性について、このページで述べてあります。それが可能かどうかは県の建築指導課に給食センターの

ほうから聞いて回答がありまして、現在の敷地における建替えもしくは増築については、建築基準法第

４８条の許可はできないという回答がございました。理由につきましては、協議の対象外となってしま

うということだそうです。そうしますと、考え方としては、今のやつを改修するか、今のところに増改

築をするか、今のところに建替えるか、移転して新築かの４通りあるわけですけども、そのうちの増改

築と今の場所への建替えはできないということがはっきりしましたので、残った道は、さっき言った案

１、案２の改修か、案３、案４の新築・移転しかないということがはっきりしたという資料でございま

す。 

 ７ページでございます。これについては、その方法が決まった後、例えば移転・新築にした場合に、

公設民営、白井市が設置して調理業務を運営、委託していくのか、あるいはＰＦＩ工法を利用していく

のか、あるいは民設民営でやっていくのか、それぞれのメリット・デメリットを一覧表にしたものでご
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ざいます。先日、教育委員の視察で鎌ヶ谷市のＰＦＩの説明を聞いてきたところでございますけども、

きょうこれを全て読み上げませんけども、そういうメリット・デメリットがあるというところをご覧い

ただきたいと思います。 

 最後の８ページでございます。千葉県内の共同調理場の建替え状況です。最初の６市までがＰＦＩを

用いて建替えた、あるいは今建替え中であるというところです。一番上の鎌ケ谷市が一番新しくて、今

やっていまして、実際に運用されるのは２６年の４月から平成４１年まで、古いところでは浦安市、一

番下にありますけども、平成１８年からもう運用が始まっているところがありますけども、それにしま

しても、その運用期間が終わるのが１５年間ですから、平成３３年というところで、ＰＦＩをやってど

うだったかという結論が出ていないということです。導入は始まったけども、まだそこが本当にいいの

かどうかといったところの検証の面ではっきりしない部分はございます。横芝光町から匝瑳市まで、そ

ちらのほうは公設で、調理業務を例えば委託とか、そういう形でやっているものでございます。金額の

ほうも出ています。しかしながら、供給能力が全然違いますから単純比較はできませんので、面積と供

給能力を見ていただいて参考にしていただければと思います。 

 きょうは、この報告書ができましたという報告でございまして、これをこの後、委員の皆様におかれ

ましては見ていただいて、１月の教育委員会議において、白井の共同調理場はどの方式で建替えていく

のか、改修するのか、そこの結論を出したいと思いますので、以上、報告させていただきます。 

○市場委員長 基本的には、後ほどの協議でということになりますけれども、今ここで、この点を質問

しておかないと後考えようがないからぜひにというようなものがありましたら。よろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、報告ですので、了解といたします。 

                                              

     ○報告第２号 白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家 

            の指定管理者の指定について 

○市場委員長 報告第２号「白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家の

指定管理者の指定について」説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 報告第２号「白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩

いの家の指定管理者の指定について」。白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老

人憩いの家の指定管理者を指定するため、別紙のとおり市長に申し出る。平成２４年１２月１２日提出。

白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由としましては、本案は、平成２５年４月１日から、白井市西白井公民館、白井市西白井児童

館及び白井市老人憩いの家の指定管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものでござい

ます。 

 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。名称は、先ほどから言っています３つの施
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設でございます。所在地が清水口１丁目２番１号。 

 指定管理者とする団体の名称及び所在地につきましては、特定非営利活動法人がワーカーズコープ、

代表理事、藤田徹。所在地が東京都豊島区池袋３丁目１番２号、光文社ビル６階でございます。 

 指定の期間が、平成２５年４月１日から２８年３月３１日までの３年間でございます。 

 次の報告第２号の資料につきましては、団体の概要、それと指定管理者の実績、そして指定の理由、

指定の経過。きょうお配りさせていただきました指定管理者の答申、１１月２日に出ております。この

６つの施設、これから報告全ての部分を指定管理者選定審査会で審議して、その結果と実績から指定管

理として議会のほうに、先ほど教育長から話がありましたように、先週の７日の文教民生常任委員会で、

可決しております。そして、最終日の１２月１８日に委員長報告による審議で最終的に決まります。こ

の２種類につきましては、前回、平成２２年から今現在行っている指定管理のワーカーズコープでござ

います。８団体説明会等には見えましたけども、実際募集して応募されたのが２団体。２団体のうちの

１団体につきましては、指定管理者選定審査会の一次審査で点数、最低基準を満たしておりませんので、

一次審査で落選となっております。このワーカーズコープだけが二次審査に残りまして、総合審査とあ

わせまして点数が高かったことによりまして、候補者として推薦された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。 

 継続するということですね。 

○大塚生涯学習課長 はい。同じ指定管理者が候補者としてなっております。 

○市場委員長 他ありませんか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、了解といたしました。 

                                              

     ○報告第３号 白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定について 

○市場委員長 報告第３号「白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定について」説明

をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 報告第３号「白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定につい

て」。白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者を指定するため、別紙のとおり市長に申し

出る。平成２４年１２月１２日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由としましては、本案は、平成２５年４月１日から、白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館

の指定管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものでございます。 

 次のページをご覧ください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地につきましては、

この公民館と児童館の２つでございます。所在地は、桜台２丁目１４番地。 

 指定管理者とする団体の名称及び所在地につきましては、合同会社しろい光夢辿、代表社員、築城み

ゆき。所在地、白井市復１５８６番地の２。 
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 指定の期間につきましては、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間でございま

す。 

 次のページの資料でございますけども、これは団体の概要、そして指定の理由につきましては、選定

審査会の答申及び類似施設の管理運営実績により指定したいということと、指定の経過については、こ

のとおりでございます。やはり同じように８団体が施設説明会等にお見えになりましたが、実際応募が

あったのは、この２団体ということで、これらにつきましても、そのうちの１団体につきましても、先

ほどと同じでございますけども、一次審査におきまして最低基準に満たさない点数でございましたので、

一次審査で落選となっておりまして、この合同会社しろい光夢辿のみが二次審査に進出しまして、総合

審査の中で高い点数だったことから、このように上程しているところでございます。なお、しろい光夢

辿と、もう一つの団体なんですけども、今現在、ワーカーズコープがやっているんですけども、おとと

しの白井市の決定の中で、ワーカーズコープ４団体、公民センターが一昨年更新されまして、そのとき

まで特例で４団体、それ以降は３団体という、１団体が指定管理を受けられる、市の中では３団体とい

うことになりました。そういったことで、このワーカーズコープについては、３団体目を西白井に手を

上げて、桜台センターについては手を上げられなかったというような状態で、このような結果になって

おります。 

○市場委員長 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 了解といたします。 

                                              

     ○報告第４号 白井市青尐年女性センター、白井市老人福祉センター及び白井市福祉作業 

            所の指定管理者の指定について 

○市場委員長 報告第４号「白井市青尐年女性センター、白井市老人福祉センター及び白井市福祉作業所

の指定管理者の指定について」説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 報告第４号「白井市青尐年女性センター、白井市老人福祉センター及び白井市福

祉作業所の指定管理者の指定について」。白井市青尐年女性センター、白井市老人福祉センター及び白

井市福祉作業所の指定管理者を指定するため、別紙のとおり市長に申し出る。平成２４年１２月１２日

提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由としましては、本案は、平成２５年４月１日から、白井市青尐年女性センター、白井市老人

福祉センター及び白井市福祉作業所の指定管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するもの

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。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地。

通称福祉センターと言われていますけど、この３つの施設でございます。そのうちの青尐年女性センタ

ーが生涯学習課の所管課でございます。所在地が白井市清戸７６６番地１。 
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 指定管理者とする団体の名称及び所在地でございますが、社会福祉法人白井市社会福祉協議会会長、

岩本忠司。所在地が白井市復１１２３、白井市保健福祉センター３階。 

 指定の期間が、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間でございます。 

 次の報告の資料でございますが、ここに福祉協議会の団体の概要が載っております。平成１８年から、

福祉協議会が指定管理者として行っております。その前、平成７年から、直営の段階から、福祉協議会

が福祉センター全体を管理運営していた経緯がございます。今回、福祉作業所につきましては、福祉の

関係の法律で、前に教育委員会会議のほうで報告させていただきましたけども、Ｂ型ということで、指

定管理料が、簡単にいえば、無料になりました。そういった部分で、今回から老人福祉センターと青尐

年女性センター、この２つのみが指定管理として指定管理料がかかるような形になりましたことが、今

回変更の点でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○市場委員長 質問等ございますか。 

 そうすると、女性センターは生涯学習課の管理だけれども、老人福祉センターは違うんですか。 

○大塚生涯学習課長 この福祉センター全体は、高齢者福祉課が全体の窓口としてなっております。

そのうちの２階部分が青尐年女性センターでございまして、公民館的な施設でございますので、生涯

学習課が所管として事務を、それらにかかわる管理につきまして、福祉協議会といろいろな打合せと

か、そういうものも行っております。 

 以上です。 

○市場委員長 ほか質問等ございますか。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５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５号「学校災害賠償補償保険に係る示談の成立について」説明をお願いします。 

○清水教育部長 報告第５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６月５

日に発生しました七次台中学校野球部の練習中の事故については、平成２４年１１月１日に示談が成立

したので報告する。平成２４年１２月１２日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 この示談の成立についての経緯でございます。平成２４年６月５日火曜日、午後５時１５分頃、七次

台中学校の野球部員が部活動中に防球ネットに向かって打撃練習をしていた際、打球が防球ネットの破

れた箇所からグランド敷地外へ飛び出し、近隣の民家のテラスにあたり、当該屋根を損傷させたもので

す。午後５時４０分頃、住民が来校し事故の報告があったため、教頭が対応にあたりました。教頭外１

名で住民宅を訪問し、テラスが損傷していることを確認しました。なお、打球がネットを突き抜け民家

の方向へ飛んでいったことを野球部員が目撃しているところでございます。修繕費用につきましては、
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部活動中における事故であり、相手方に非がないことから、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ため手続きを行ったところでございます。本件事

故に関する一切の修理代として金８万６,０００円を認め、その全額を損害賠償金として支払うことで

１１月１日に示談が成立いたしました。 

 なお、再発防止策としましては、防球ネットが破れていましたので、それにつきましては全て補修が

終了しているところでございます。 

 なお、学校のほうに、防球ネットはあくまで練習中のボールが外に出ないようにするためのものでご

ざいますので、防球ネットに向かって打撃練習をすると早くネットが傷んで切れる原因となりますから、

防球ネットに向かって打撃練習をしないというようなことをお願いして、顧問のほうがそういうふうに

指導するということになっているところでございます。 

 それと、各学校に対して教育長のほうから、修繕が必要な箇所があった場合には、速やかに教育委員

会のほうに申し出るように指導させていただきました。申し出て、教育委員会が修繕をすぐできる場合

はいいんですけども、しばらく期間があいたりするケースがあります。予算の問題と契約の問題があり

ますから。そういう場合に、修理が終了するまでに時間がかかる場合には、その間、危険防止対策を必

ず講ずるようにあわせて学校のほうに指導したところでございます。 

 以上、報告させていただきます。 

○市場委員長 質問等ございますか。 

 これを見ると、誤ってボールが飛んでいってしまったという報告が監督になくて、相手から言われてき

て対応したようにみえますが、もしそうだとすると、監督、教員、顧問がそういうときにはこうだという

指導をやってもらわないと。 

○清水教育部長 そのとおりだと思います。今回のケースの場合には、ボールが外へ出ることは、フ

ァール等でネットを超えてしまうとか、そういうのがあるわけでございますけども、穴を抜けていっ

たということはわかったようなんですけども、それが屋根にぶつかって破損したということがわから

なかったということは聞いております。外にボールが出ることはあるわけなので、あとでボールを探し

にいこうという動きはあったものの、そこで破損させたかどうかという確認までは至らなかったというこ

とは聞いております。 

○市場委員長 わかりました。 

対応については、きちんとこっち側が先手を打って対応すること、後手後手にならないようきちんとし

た対応をお願いします。 

 ほかございますか。了解でよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 了解といたします。 
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非公開案件   ○報告第６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、来年１月８日の予定です。この日はお疲れさまでした。 

 


