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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２５年３月２６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 

    請願第１号 国の責任による３５人以下学級の前進を求める請願書について 

    議案第１号 白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

    議案第２号 白井市教育員委員会バス「教育号」運行規程の制定について 

    議案第３号 平成２５年度教職員人事異動について 

    議案第４号 平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査） 

          結果公表について 

    議案第５号 学校支援アドバイザーの委嘱について 

    議案第６号 白井市教育相談員の委嘱について 

    議案第７号 白井市適応指導教室指導員の委嘱について 

    議案第８号 白井市学習等供用施設所長の委嘱について 

    議案第９号 白井市指定文化財の指定について 

    議案第10号 白井市プラネタリウム館自主事業の観覧料について 

    議案第11号 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 白井市プラネタリウム館営繕計画報告書の提出について 

    報告第２号 準要保護児童・生徒の認定について 

 ８．その他 

          通学路の安全対策について（スクールゾーン等） 

                                             

○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 
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○欠席委員 

   な し 

                                             

○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２５年第３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。 

 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。石垣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。 

 第１回臨時会及び第２回定例会の会議録がお手元に届いていると思います。訂正等がございました

らお願います。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。 

○石亀委員 卒業式の報告をします。３月１３日、市内の５校全部そろっての卒業式が行われました。

私は七次台中学校に行ってまいりましたが、夢、感動、愛という校長先生の信条とされている言葉を

盛り込んだ、非常に温かいお言葉を述べられていました。七次台中は、いつも最後は応援歌で在校生

が送っていますが、今年もやはり感動の熱い思いのこもった卒業式だったと思います。以上です。 

○髙城委員 私は３月１５日金曜日、第三小学校の卒業式に行ってまいりました。この日も天気がよ

く、卒業生３クラス、約１２０名が卒業されました。ご来賓の方々も特別に多く、４０名近くお見え

になって、大変立派な卒業式だったと思います。卒業生の男子は、わりと中学校の制服を着ている子

供たちも多く見られ、大変立派で感動いたしました。以上です。 

○市場委員長 ほか、ございますか。 

〔「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、前回の教育委員会議以降の報告をさせていただきます。 

 まず、１点目として、市場委員長が任期満了となりますので、後任の教育委員として新しく小林正

継さんが議会で全員賛成で同意をいただきました。 
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予算的には、新年度予算を含めて、各議案は可決されております。 

 行事等の報告をいたします。２月１６日、社会福祉大会に出席いたしました。２月１７日、スポー

ツ尐年団の学年末大会、大変寒かったんですけれども、子ども達は元気にスポーツ尐年団を卒業して、

また新しいメンバーが４月から入ってくると思います。２月２３日、環境フォーラムが文化会館中ホ

ールで開催されました。小学生、子ども達が環境についての学級発表ということで、大変よくできて

いるというように思います。３月１日、文化財審議会が開催されまして、市指定の文化財が４カ所追

加になっております。この後議案の中で説明をさせてもらいます。３月２日、市民大学校の卒業式が

文化会館中ホールで開催され出席いたしました。３月１３日、大山口中学校の卒業式に行ってまいり

ました。大変人数が多く、教室の不足については、第三小、七次台小含めて対応していますけれども、

もう尐し増えたら、体育館に入りきれるのかなということを、若干感じました。大変卒業人数も多く

体育館の中がいっぱいでした。１５日、大山口小学校の卒業式に行ってまいりました。１９日、プラ

ネタリウムの営繕計画報告書ということで、約１年半かけまして、プラネタリウムの営繕計画書の方

針をいただきました。これについては、教育委員会議等で報告、また予算案を含めて教育委員会議の

中で検討をしていきたいと思います。昨日、情報化のコンサルタントの報告会ということで、いろい

ろな情報、システムを含めて、教育委員会関係で使っているものについての報告会がありました。報

告書ができ上がりましたら、また各委員に見ていただいて、今後の情報化計画についても協議してい

きたいと思っております。教職員の内示については、議案としてこの後説明があります。教育委員会

事務局の職員については、４月１日の教育委員会会議の中で紹介させてもらいますけれども、本日い

る４人の部課長が退職と異動ということで、全員が変わります。清水部長が県の教育委員会へ、伊藤

参事が退職、大塚生涯学習課長が議会事務局長、秋本文化課長が退職ということで、４月１日から全

員変わったメンバーということになります。私のほうからは以上です。 

○市場委員長 委員報告、教育長について質問等ありますか。特にありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、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３号「平成２５年度教職員人事異動について」、議案第１１号「準要保護児童・生徒の認定

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、人事及び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。 

                                              

     ○請願第１号 国の責任による３５人以下学級の前進を求める請願書について 
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○市場委員長 これから議事に入ります。請願第１号「国の責任による３５人以下学級の前進を求める請

願書について」、説明をお願いします。 

○清水教育部長 請願第１号「国の責任による３５人以下学級の前進を求める請願書について」。白井

市教育委員会行政組織規則第７条第１９号の規定により審査する。（平成２５年２月１５日受理）平成

２５年３月２６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。請願者は、北総教職員組合（全教）委員長、石井昇氏より請願があったもので

す。あては白井市教育委員会委員長 市場正明様、教育長 米山一幸様。 

 請願の内容です。国の責任による３５人以下学級の前進を求める請願書。 

 日頃から、子どもたちの笑顔が輝く学校づくりや、ゆきとどいた教育をもとめる父母・住民の願いに

応える教育行政など、各市町における教育条件の整備にご尽力を頂いていることに敬意を表します。 

 さて、１月２９日に閣議決定された２０１３年度政府予算案では、新政権発足後に改めて文部科学省

が概算要求した「尐人数学級を前進させるための予算」が一切認められませんでした。義務教育費国庫

負担金については、いじめ対策や通級指導、小学校専科指導の加配１,４００人増と、これまで尐人数

学級に活用されていた指導方法工夫改善や研修等の加配６００人減で、差し引き８００人増にとどまっ

ています。これは、明らかに、これまでの尐人数学級を前進させる流れを止めようとするものです。 

 昨年９月、文科省が概算要求の中で新たな教職員定数改善計画案を示したことによって、各都道府県

の中には、２０１３年度に尐人数学級をさらに広げようとする動きが見られました。１月１７日の全教

との交渉でも、文科省は「小３から中３まで計画的に対応していく基本スキームは変えていない」と回

答し、尐人数学級をすすめる意思を表明しました。 

 また、下村博文文科大臣も「尐人数学級については、…そのために教職員の計画的な定数改善にきち

っと取り組むということを明確にし、財務省等へも働きかけをしていきたい」と述べていました。それ

だけに、尐人数学級の準備をすすめていた地方教育委員会やその実現を待ち望んでいる父母・地域住民

そして子どもたちにとって、この政府予算案はまったく期待を裏切るもので、到底受け入れることはで

きません。これまで、父母・住民の要望に応え、千葉県でも財政的な努力で教員配置をすすめ、独自に

尐人数学級をすすめてきました。しかし、このまま地方任せにしていては自治体間の格差が益々大きく

なるうえに、国際的な教育水準から大きく立ち遅れることになります。教育の機会均等を保障するため

に、国が責任を持って尐人数学級を前進させることは、国民の切実な願いです。 

 学校現場では今、臨時・非常勤の講師が増加を続け、大きな教育問題となっています。計画的に教職

員定数を改善し、学校に必要な教職員は正規で採用して、ゆきとどいた教育をすすめるために尐人数学

級を前進させることが、いじめ・体罰や競争と管理で子どもたちを苦しめる学校から、いのちが大切に

され人間として大切にされる学校へとかえていく大きな力となります。 

 以上の趣旨にもとづき、貴職から国に対し、下記について要望して頂きますよう請願致します。 

１．「２０１３年度において、国の責任で小・中学校の３５人以下学級をさらにすすめること」。 
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 このような提案書が提出されましたので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

○市場委員長 ただいまの説明について、質問、意見等ありますか。 

○米山教育長 本市の３５人を超える学級がどのくらいあるのか、３５人を超えている学年でも学

級数でも、事務局で資料があったら説明をお願いしたいと思います。 

○清水教育部長 ２５年度の学級編制表ができましたので、それを見ますと、まず中学校を見てい

きますと、白井中では３５人以上の学級は、２５年度はございません。大山口中学校も、３５人を

超える学級はございません。３５人の学級はありますけれども、３５人以下を求めていますので、

それは除いて考えたいと思います。南山中学校では、３学年では３６人、３７人、３８人という学

級が存在しますので、３学級になります。七次台中学校も、新２年生３学級で３７人学級というの

が存在します。桜台中学校はございません。小学校に移りますと、第一小学校はございません。第

二小学校もございません。第三小学校で、４年生の３学級が３５人を超えます。３６人、３６人、

３８人ということで、３学級存在します。大山口小学校はございません。清水小学校についてもご

ざいません。３５人という学級がありますけれども、超えてはございません。南山小学校もござい

ません。七次台小学校もございません。池の上小学校と桜台小学校についてもございませんので、

全部で、中学校２校で６学級、小学校１校で３学級、１４校で９学級、３５人を超える学級がある

という状況でございます。以上でございます。 

○米山教育長 現状としては、全校で３校の９学級のみが３５人を超えているということで、特段

に本市の学校の学級数、３５人以上の学級が多いということでこの請願が出されたのではないとい

うような印象を受けております。 

教育長会議、また教育委員含めた形の連絡協議会等がありますが、その中で国のほうへ既に同じ

ような要望を教育長、また教育委員で決議して要望を上げております。 

国、県への要望の状況について事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○清水教育部長 まず、国へ要望しているものですが、文教施策と予算に関する要望書の送付とい

うものがございます。これは、全国市町村教育委員会連合会において、国に対して毎年要望をして

いるものです。これの２５年度の要望書がございまして、この中に初等中等教育の振興の部分で、

項目として、義務教育の中の教職員配置の改善等という項目の中に、教職員定数改善という部分が

ございます。それの１つの項目に、このような表記がございます。通常学級の尐人数化（３０人学

級）、複式学級編制、特別支援学級編制の改善に向けた標準法の改正の早期実現ということを書か

れています。通常学級の４０人が標準になっていますけれども、それを３０人学級にまで標準を定

数を落としてくださいと、それを早期に実現してくださいということを、全国市町村教育委員会連

合として国に対して要望してございます。 

 もう一つ、県に対しても、千葉県市町村教育委員会連絡協議会と千葉県都市教育長協議会、千葉

県町村教育長協議会、この３つの団体の連名で、千葉県教育予算及び人事に関する要望書というも
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のを出してございます。この２５年度の要望書の中に、やはり項目がたくさんありますけれども、

大項目の教育行政、教育内容の要望の１つの項目の中に、こういう文言がございます。現在、小学

校２学年及び中学校１学年で行われている３５人、その他の学年で行われている３８人学級編制を

小中学校全学年３５人学級編制に拡充・推進していただきたいということを要望してございます。

国では４０人が標準ですけれども、千葉県は、小学校２年生と中学校１年生は３５人で弾力的に定

数をつけている、県独自に定数をつけている。ほかの学年、小学校３年から６年と中学校２年生、

３年生は３８人になると定数をつけて学級編制ができるようする。小学校１年生は、もう３５人学

級になっていますから、それはそれで問題ない。こういう形で、全ての学年で３５人編制できるよ

うに、県に対しても拡充について要望しております。これが要望書でございます。 

○米山教育長 ありがとうございました。国、県へ教育委員会として、また、都市教育長会議の中

で決議をして要望をしております。特段にここで本市だけが要望する内容なのかどうかを判断した

場合でも、３７名前後の学級が全市の学級の中のうちの９学級しかないということで、直ちに要望

をする必要はないというように考えます。また、３５人以下の学級にするだけを要望した場合に、

本当に教室が足りるのかと。国のほうで、いついつから３５人、いついつから３０人にするという

計画的な方針を出してもらい、その中で教室数を捉えていかないと、学級を開くだけ開いて教室が

足りないという学校も出てくる可能性があります。施設の面での準備も必要になりますので、要望

するのであれば、人数だけではなくて施設面もあわせた形で、３５人以下の学級にするのであれば、

教室を増やす場合については、そのハード面の補助金なり交付金も一緒に対応してもらうような要

望書を出すのが普通なのかなというように思います。特に本市の場合、３５人以上の学級が特段に

多くはない。どちらかというと、尐ない状況です。この要望については、国、県へ要望済みである

ということ、また、国のほうへ要望するのであれば、施設面と学級数両方合わせて要望するのが本

来の趣旨ではないかなというように思いますので、私としては、直ちにこれを要望するには当たら

ないというように思っております。以上です。 

○市場委員長 ほか、意見ございますか。 

 本市の場合、３５人以上のクラスは数えるほどしかないということ、それから既に要望をしてい

るということ等を考え合わせると、改めて要望することではないのではないかということで、不採

択としてよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 不採択とします。 

                                              

     ○議案第１号 白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

○市場委員長 続いて、議案第１号「白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定につい

て」、説明をお願いします。 
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○伊藤教育部参事 議案第１号「白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について」。

白井市教育会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように制定する。平成２５年３月２６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、本案は、視聴覚ライブラリーの廃止、事務分掌の見直し、また、昨年の１１月

の教育委員会会議でお諮りしました審議会、委員会の設置条例等、そちらのほうに規定されているという

ことで、本規則の一部を改正するものでございます。新旧対照表をご覧ください。 

 １７条の第４号、白井市視聴覚ライブラリーの号と第２２条、視聴覚ライブラリーの規定につきまして

は、視聴覚ライブラリーが廃止されたため、それぞれ削除するものでございます。 

 続きまして、改正案を見ていただきまして、教育部教育総務課総務班の中に１３号を追加いたします。

追加する内容につきましては、教育号の運行管理に関することを追加いたします。教育号につきましては、

主に児童生徒用に使われておりましたけれども、２５年度からは社会教育団体、主にスポーツ団体等も教

育号が空いているときは使えるというふうに記し、教育総務課に事務分掌を規定いたしました。 

 続きまして、現行欄の中段、学校教育課学務班の欄で、先ほど申し上げました教育号の運行管理が規定

されておりましたけれども、教育総務課に変えましたのでここを削除いたします。 

 １３号の通学区域審議会に関することにつきましては、通学区域審議会に関する条例で規定されている

ため、二重の表現になるということから、削除するものでございます。 

 続きまして、指導班、就学指導委員会に関することにつきましても、条例で規定されているということ

から規則から削除するものでございます。次に、社会教育班の青尐年問題協議会に関すること。これにつ

きましても条例で規定されていることから削除するものでございます。 

 文化課文化班、９号、１０号、１１号の事務分掌につきまして、同じく条例でこれらのことが規定され

ているので削除するものでございます。 

 続きまして、学校給食共同調理場管理班の学校給食共同調理場運営委員会に関することにつきましても、

条例で規定されていることから規則から削除するものでございます。 

 続きまして、文化センター、会館班の第３号、文化会館運営協議会に関すること。これにつきましても

同様の理由により削除するものでございます。続きまして、図書館班、図書館協議会に関すること。これ

につきましても同様の理由により削除するものでございます。 続きまして、郷土・プラネタリウム館の

４号、５号、これにつきましても同様の理由により削除するものでございます。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。 

○米山教育長 確認をしておきます。今回の規則の改正については、まず、視聴覚ライブラリーの廃

止条例が今議会で可決されたので、廃止をします。それから、各審議会、協議会、委員会については

条例化をするということで、１２月の議会でこれが全て条例化されておりますので、既に条例がある

ものをこの規則の中で入れておくのはおかしいということで、１つ１つそれぞれが条例化されたので、

この規則から削除するという内容でいいですか。 
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○伊藤教育部参事 そうです。 

○市場委員長 ほか。 

 廃止とか、条例化とか、二重の表記とかに伴う変更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 それでは、承認といたします。 

                                              

     ○議案第２号 白井市教育委員会バス「教育号」運行規程の制定について 

○市場委員長 議案第２号「白井市教育委員会バス「教育号」運行規程の制定について」、説明をお願い

します。 

○伊藤教育部参事 議案第２号「白井市教育員委員会バス「教育号」運行規程の制定について」。白井市

教育委員会バス「教育号」運行規程を次のように制定する。平成２５年３月２６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、平成２５年度から教育号の所掌が教育総務課に移管されること

に伴い、併せて内容を整理するものでございます。今まで教育号の規程につきましては、「教育号」運営

規程というような名称で規定されておりました。その規程の中には、運営委員会というような組織も規定

されておりましたけれども、実際機能していなかったこと、並びに２５年度からは、教育号につきまして

は児童生徒の利用が主目的であったものを、空いているときには目的外使用で社会教育関係団体等の利用

が可能ということが主な改正です。一部改正より全部改正がよろしいのではないかとの法規担当からアド

バイスがありましたので全部改正するものです。 

 変更点について、第５条、目的外使用というところでございまして、教育委員会が主催する行事のとき

使用できる。並びに第２号で、社会教育法に規定します市内の社会教育関係団体が、社会教育に関する事

業に使用するときには使用できるということを盛り込みました。 

 続いて、第２項の中で、これらの社会教育関係団体が利用する際の取り決めですけども、第２項第５号

の部分で、燃料費、有料道路運行料金、駐車場使用料金等の実費につきましては使用者の負担とするとい

うことを内容を盛り込みました。 

 第６条の中で、社会教育団体につきましては、今までは関係課の職員が添乗者ということで添乗してお

りましたけれども、職員も人数が減っている状況にありますので、使用する団体の中で添乗責任者を１人

置くというような内容にいたしました。他は特に大きな変更はございません。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。 

 児童生徒のために使っていたというのは、学校教育に絞っていたという解釈でいいんですか。 

○伊藤教育部参事 教育号は、児童生徒の学習に資するのが主な目的となっております。 

○石垣委員 優先順位としては、児童生徒のための使用ということで、それ以外については申請書を

出すように規定されていますけれども、１カ月前までに申請するという明記がありますが、いつから

提出は可能性でしょうか。 
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○伊藤教育部参事 学校の行事がありますので、あくまでも教育号は子ども達が主だということです

ので、あまり早く申請いただいても学校の行事の関連があります。 

 しかし、確かにこの規定では半年前からでも提出できることになってしまいます。 

 それでは、次のように修正したいと思います。「前項の規定による許可を受けようとする者は、使

用日の１箇月前から２週間前までに、目的外使用許可申請書により、教育長に申請しなければならな

い」このように修正させていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○石垣委員 １カ月前に申請するとして、例えば、２団体から同時に提出された場合はどうするのですか。 

○伊藤教育部参事 あくまでも１つの事例ですけども、例えば公民館等の部屋につきましては、抽選で行

っております。バスについては、抽選というのもどういうものかなという感じもします。多分、団体間の

調整になろうかというふうに想定しております。 

○米山教育長 一般的には、決め事がないときで、同じ必要性の場合は、先に願いが出たものを先に判断

しますので、先願先議でいきます。調整して済めばいいんですが、折り合わないということだったら、先

に申請が上がったところを優先したいと思います。 

○市場委員長 ほか、質問、意見等。特にありませんか。それでは、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。 

                                              

     ○議案第４号 平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）結果公表につい

            て 

○市場委員長 議案第４号「平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）結果公表につい

て」説明をお願いします。 

○清水教育部長 議案第４号「平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）結果公表につい

て」。白井市教育委員会は、平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）結果公表について、

別紙のとおりとする。平成２５年３月２６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、文部科学省が実施する平成２５年度全国学力・学習状況調査（きめ細かい調

査）の結果公表について提案するものです。今年度、２４年度は抽出校による国の全国学力・学習状況調

査が実施されました。２４年度は清水口小学校と池の上小学校の２校が抽出され実施されたところです。

来年度につきましては、国でも予算化されていまして、４月の段階で全校実施されるという通知がきてお

ります。実施した後に毎年必ず話題になることは、その結果をどのように公表するかということが全国的

に話題になりました。そこで、あらかじめ市の方針を決めたいと思いますので提案したいと思います。 

 まず、市の結果公表についてでございますが、教育センター室のホームページで公表をしたいと考えて

ございます。内容につきましては、教育委員会議にこういう形で公表していいかということを諮ってから

公表していきたいと思っています。具体的には、学力状況については、例えば平均点が何点とか、そうい



 11 

うような数値的なものは公表しない。全国と市の観点別な結果をレーダーチャートにして公表をしていき

たいと考えております。数値は発表しないわけですけれども、国語、算数についての総括した分析結果を

文章で公表したいと思います。例えば計算能力の部分では、平均を上回っているけれども、図形を論理的

に考えていく力が不足しているとか、そういう形で要因とかを分析して、それが全国に比べてどういう傾

向があるのかということを文章表現したいと思います。それとともに、今後の市の方向性を示したい。劣

っている部分については、どういうふうに対応していったらいいのか、そういったことについて、分析し

た結果を掲載したいと考えております。 

 また、学習状況調査については、全国、県、市の数値を入れてグラフにして公表をしたいと考えていま

す。しかしながら、どういう項目があるかというのは、まだものがきていませんので、この場では審議で

きませんから、細かい項目立てについては後日検討して、また教育委員会に出したいと思います。具体的

には、学習状況ですから、家庭学習の状況はどうなっているかとか、うちへ帰って何時間ぐらい勉強、学

習をしていますかとか、読書についてどういうふうにやっているのか、そういったことを国のほうは聞い

てくると思いますから、その結果についてパーセント的なものを示していきたいというようなことを考え

ております。 

②番のほうですけれども、各学校について、学校はどのように結果を公表するかということを統一して

指示したいと思います。まず、学校によって差が出ることは好ましくないと考えますから、１４校全て、

全校で結果については公表するという方針を立てたいと思います。方法については、学校だより、ホーム

ページ、あるいは学級懇談会で文章または口頭で説明をしていくという形をとりたいと思います。内容に

ついては、考察を中心に説明をしていただきたい。具体的には、数値等を公表するかどうかということも

各学校で問題になると思います。数値をそのまま公表していきますと、各学校のデータを集めることで、

学校間の序列化や過度な競争を生じる恐れがあるということが判断されますので、数値的なものをそのま

ま学校ごとに発表することはしないということで統一を図りたいというふうに考えております。 

 どんなことをイメージしているかというと、そこに例を１つ出しましたけど、こんなことを考えていま

す。全国学力調査の結果、本校において読解力については高いという調査結果が出ています。これは、朝

の読書の時間が効果を発揮しているものと考えられます。一方、漢字の書き取り部分においては、やや弱

いという傾向が出ているため、今後は書き取り能力を伸ばすため、こういうことに取り組んでいきたいと

思います。こういうことにということは、各学校によっていろいろ検討して、具体的な方策を考えて出し

てもらうということでございます。 

 公表の時期ですけども、学校間でかなり差があると、うちの学校はなぜ公表されないんだろうというふ

うに保護者の方、市民のほうから疑問の声も出ますから、なるべくあわせていきたいと思いますので、タ

イミングを見て、教育センター室のホームページの公表と同時期に、校長会のほうで諮ってあわせていき

たいと思います。 

③の個票について。学校全体の公表については、今説明したように行うわけですけれども、一人一人の
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成績が個票として戻ってきますので、これについては、全校、その子どもに渡していくということをした

いと思います。返却につきましては、その保護者のもとに個票が届くということを返却と考える。方法に

ついては、個別に面談しながら、例えば中学生であると進路指導などもかかわりますから、そういうもの

の一環として個別面談のときに返していく。あるいは親子での三者面談的な場面があれば、そういったと

きに返してもよいでしょうし、あるいはそういった場面がなければ、一斉に返すということもあり得る。

学校のほうで一旦返しておいて、また面談のときにはそういったものを話題にしたような面談にする、そ

の場面を分けるということもそれは可能だと。学校によって、校長の裁量に任せたいと思います。そこに

ただし書きがありますけれども、指導は実施していく。せっかく行ったものですから、それを活かさない

手はありませんので、必ずこういったところが弱いから、こういうふうに勉強していくといいねというよ

うなことで、個々に応じて指導に活かす。その個々に応じた指導は必ず実施していただくということで指

示をしたいと思います。 

 返却の時期につきましては、差があまり出ないように、ただ、相談の時期といったものが学校によって

違いますから、全部あわせることはできないので、これについては、なるべく中学校区で相談してもらい、

その地区であまり差が出ないような形をとらせたいというように思います。 

 このような対応でいいかどうか、何かご意見がありましたら、聞いて、また校長会におろしていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○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。 

 自民党政権になって、全校で行うというのをどこかで言っていたけれども、これは正式な見解ですか。 

○清水教育部長 国の動きですけれども、２５年度の予算には盛り込まれていますから、確実に２５

年度については全校実施ということは言えると思います。文科省のほうの説明によりますと、以前は

何年に１回全校で行い、その間は抽出校という形で行っていたけれども、ここでまた全校で行うこと

の価値が高いというふうに判断したので、今後の方針としては、政権が変わったらまたどうなるかわ

からないですけれども、今の政府の方針としては、今後はしばらく毎年実施していくという説明をし

ています。国は２６年、２７年もやるということで一応話はしていますけども、その年の予算審議、

国会で通るかどうかという問題もありますから、先はあまり見えないという話です。ただ、方向性は

そういうことです。 

○石垣委員 市の結果公表についてですけれども、国語と算数以外の分析結果は公表されないんです

か。 

○清水教育部長 このテストそのものが、予定されているのが国語、算数ということで予定されてい

ます。社会や理科などは実施されない方向で聞いております。本年度は初めて理科が実施されたとい

う報道があったと思います。来年度、全校実施に戻るので、今のところ国語と算数と言われています。 

○石垣委員 理科が盛り込まれた場合は、理科も公表するということですか。 

○清水教育部長 そうなります。教科が追加されれば、その教科もこれと同じ考え方でいきたいと思
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っています。 

○石垣委員 実施した教科の分析結果を公表するという考え方でよろしいですね。 

○清水教育部長 そういうことでございます。 

○石垣委員 わかりました。 

○米山教育長 今後の市の方向性を示す。これが結構大変なのかなと。１つ確認ですけど、これはセ

ンター室で分析した結果を受けて、今後の事業、また、学習内容にどうやって反映をさせていくかと

いうことを方向性と考えていいんですか。 

○清水教育部長 この方向性ということだとかなり大きく捉えられますけれども、実際には、算数と

か国語に絞っていくと、先ほどの例にありますように、ここであれば、漢字の部分が強い、弱いとか、

文章の読み取る能力が強い、弱いとか、算数であれば、計算力が強いとか、関数の部分が弱いとか、

図形の部分が強いとか、弱いとか、いろいろ出てきますので、その弱い部分をどういう方向で各学校

で取り組んだらいいのかといった部分をどの程度まで表現できるかというところが非常に難しいと思

いますけども、学校によって取り組みが違うわけなので、一般的な表現でしかできない。だから、大

それた方向性を示せというところまでできないとは考えていますけれども、かといって、分析したも

のを、方策的なものを盛り込まないというわけにいきませんから、何らかの方策については協議して

いきたいというふうに考えております。 

○米山教育長 各学校によって漢字が得意だったり、読解力が得意だったり、分かれると思うので、

市の方向性をまとめるのは大変なのかなと思います。各学校が授業等があり分析をして方向性を示す

のができない、時間がないのであれば、各学校のウイークポイントなり、またすごく優秀な部分があ

ってもっと伸ばそうということを、教育センター室でつくったものを学校で公表していくというよう

な形で、市全体でそれを取りまとめるのは現実的に難しいのかなというところがあるので、その辺考

えておいてもらったほうがいいのかなと思います。ここで市の方向性を示すというと、１４校のそれ

ぞれの特徴を市の１本でまとめるのは難しいのか、それとも、国からその市の傾向について何かのア

ドバイスとか分析結果が届くのであれば、市の全体像は見えるけれども、各学校、各学級、個票とい

うふうにだんだん近づいていけばいくほど、方向性というのは漠然としたものになるので検討をお願

いしたいと思います。 

○清水教育部長 確かに市全体となると、数値が丸まるのであまり傾向的なものが出なくて、全国的

平均に近いようなものになるということは確かに想定されますので、市としてそれができなければ、

無理に出すことはないので、その場合には、各学校でこんなふうに取り組んだらいいよといったこと

が示せるようなアドバイスを教育センター室で行っていくということでよろしいですか。 

○市場委員長 ほかにありますか。  

 質問、意見等ないようですので、承認でよろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 
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○市場委員長 承認といたします。 

                                              

     ○議案第５号 学校支援アドバイザーの委嘱について 

○市場委員長 議案第５号「学校支援アドバイザーの委嘱について」説明をお願いします。 

○清水教育部長 議案第５号「学校支援アドバイザーの委嘱について」。白井市教育委員会は、学校支援

アドバイザー取扱要綱第２条の規定により、学校支援アドバイザーを別紙のとおり委嘱する。平成２５年

３月２６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、学校運営全般について指導・助言をするため、学校支援アドバイザ

ーを新たに委嘱するものです。学校支援アドバイザーに２名の方を委嘱したいと考えております。１人目

でございます。中澤孝子氏でございます。任期につきましては、１年間でございまして、４月１日から２

６年の３月３１日でございます。２０年の７月から今年度の３月３１日まで白井市子ども読書活動推進コ

ーディネーターを委嘱してございます。以前説明しましたけれども、読書活動推進コーディネーターとい

う職につきまして、今年度で終了させまして、その読書活動推進コーディネーターを含めて、学校の全体

に対してアドバイスができるようにということで学校支援アドバイザーをつくりましたので、引き続いて

行っていただくということでございます。 

 続きまして中嶋加奈江氏でございます。今年度３月３１日をもちまして池の上小学校の校長を定年退職

する方でございます。 

 別紙のほうに、学校支援アドバイザーの取扱要綱を添付してございます。今年度から新たにこの学校支

援アドバイザーを設置しますので、特に読みませんけれども、このような形で整理をさせていただきまし

た。特に見ておいていただきたいのは、第５条を見ていただけますか。ほかの休暇等、勤務時間とか、そ

ういったものは事務的なことですので、５条だけ確認させてください。アドバイザーは、次に掲げる職務

を行うものとする。学校経営に関する指導助言、学習指導及び生徒指導に関する指導助言、教職員及び保

護者を対象とした講演等、学校図書館の運営及び読書指導に関する指導助言、学校と市立図書館の連携の

促進、その他必要な業務ということで、職務を規定させていただきました。 

 この２人の方は常勤ではございませんで、週２日勤めていただく形をとって、お二方で２日ですので、

４日間活動していただけるという形で１年間予算がとれました。 

○石亀委員 中澤先生については、以前、学校図書コーディネーターという名前であったと思います

が、これ以降は、全部まとめて学校支援アドバイザーというふうにお呼びするわけですか。 

○清水教育部長 そのように考えていただいて結構です。読書活動推進コーディネーターというもの

は打ち切りということで、この学校支援アドバイザーの職務の中で今まで行ってきた読書活動の推進

も行っていただくということでございます。今回、議会で読書活動推進補助教員の予算が承認されま

したので、１４校に１人ずつ、読書活動推進補助教員が置けることになりましたので、まずは、読書

活動推進補助教員が各学校でしっかりと学校図書館の運営と授業とつなげていけるような体制をつく
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るために、この２人の方に、そこを中心に１学期はやっていだたく。プラス、いろんな問題が出たと

きにアドバイスもしていただくという形で運用していきたいと思います。 

○石亀委員 では、今までより、より幅広い活動ができるということですか。 

○清水教育部長 そのように考えております。 

○市場委員長 ほか、質問等ございますか。 

 ２人とも皆さんよくご存じの先生で、その辺は特に質問もないのかもしれませんが、要綱の第５条

も含め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６号 白井市教育相談員の委嘱について 

○市場委員長 議案第６号「白井市教育相談員の委嘱について」説明をお願いします。 

○清水教育部長 議案第６号「白井市教育相談員の委嘱について」。白井市教育相談員の委嘱期間が満了

となるため、新たに相談員を委嘱する。平成２５年３月２６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、教育相談員について、任期満了により新たに委嘱するものです。 

 別紙をご覧ください。任期につきましては、平成２５年４月１日から２６年３月３１日、１年間でござ

います。４名の方を委嘱したいと考えております。１人目でございます。興津圭子氏、委嘱できれば継続

で１０年目になります。２人目、長島宣子氏、委嘱できれば継続で９年目になります。藤澤泰子氏、委嘱

できれば継続で４年目になります。４人目、杉山充子氏、委嘱できれば継続で４年目になります。５日間

ありまして、４人ですので、来年度も１日ずつ担当していただいて、曜日についてはまた調整しますけど

も、今年と同じように月、火、水、木、金のうち、月、火、水、木、前半の４日間をこの４人の方に分担

して１日ずつ、センター室の隣で待機していただいて、電話相談や訪問相談を受けていただくという形で

運用したいと考えています。残りの１日につきましては、教育センター室のほうで相談業務については対

応したいというふうに考えております。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。 

 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７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７号「白井市適応指導教室指導員の委嘱について」説明をお願いします。 

○清水教育部長 議案第７号「白井市適応指導教室指導員の委嘱について」。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、指導員を委嘱する。平成２５年３月２６日提出。白井市教育委員会教育
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長 米山一幸。 

 提案理由でございますが、本案は、適応指導教室の指導員について、期間満了により新たに委嘱するも

のです。任期につきましては、平成２５年４月１日から２６年３月３１日、１年間委嘱をしたいと考えて

います。４人の方を委嘱して適応指導教室を運営していきたいと思います。１人目、水﨑明代氏、委嘱で

きれば継続で１３年目になります。２人目、松本京子氏、委嘱できれば継続で５年目になります。近藤一

男氏、委嘱できれば継続で３年目になります。４人目、森まゆみ氏、委嘱できれば継続で３年目になりま

す。森さんの場合は４月からではなく途中からです。適応指導教室の場合は１人ずつではなくて２人でペ

アを組んでいただいて、子ども達の指導をしていただくという体制をとっております。勤務の割り振りに

ついては、これが決まってからまた打ち合わせをしていきたいと思います。できれば、金曜日の午後だけ

全員集まれるようにして打ち合わせをして、また次の週の計画等を練り直すと、これが非常によかったの

で、来年度も週のどこか１日は全員が集まれる日を設定していきたいと考えております。この４人の方に

ついてご審議していただきたいと思います。 

○市場委員長 質問等ございますか。特に質問ございませんか。 

 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。 

                                              

     ○議案第８号 白井市学習等供用施設所長の委嘱について 

○市場委員長 議案第８号「白井市学習等供用施設所長の委嘱について」説明をお願いします。 

○大塚生涯学習課長 議案第８号「白井市学習等供用施設所長の委嘱について」。白井市教育委員会は、

白井市学習等供用施設所長取扱要綱第２条の規定により、白井市学習等供用施設所長を別紙のとおり委嘱

する。平成２５年３月２６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、学習等供用施設所長に地域への理解があり、地域貢献に資すること

ができる者を、非常勤特別職として新たに委嘱するものでございます。 

 職名が白井市学習等供用施設所長、氏名が大野義和氏でございます。任期は２５年４月１日から２６年

３月３１日まで。経歴でございますけども、白井第三小学校の校長を４年間、その後、白井第一小学校の

校長を４年間勤めておりまして、現在、定年退職されている方でございます。この所長職につきましては、

現在は再任用職員が所長をしております。それと常勤の職員２人です。その体制を２５年度から非常勤特

別職で大野氏に所長になっていただきまして、そのほかに任期付きの短時間職員を配置する予定というこ

とで、直営方式で、一部講座等の企画運営を地元団体にお願いする方向で進めております。そのようなこ

とで、この取扱要綱、資料はつけていないんですけども、地方公務員法の欠格事項に該当しないものの中

から適格者を白井市教育委員会が委嘱する。それを根拠に委嘱するものでございます。職務につきまして

は、学習等供用施設の庶務規定の中にあります、所長職としては全体の統括に関することが中心になりま
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すけども、あとは出張所業務だとか、公民館類似施設の関係、児童ルームの関係、印旛郡の公民館関係等、

いろいろ全体を統括するものでございます。週３日程度を現在考えております。よろしくお願いします。 

○石亀委員 この所長になられる大野さんは、経歴でも、地元の小学校に非常に貢献された元校長先生で

地元への理解が深い方だと思われます。大野さんは、所長さんになる資格というか、何か特別な資格とい

うものがおありなんでしょうか。 

○大塚生涯学習課長 大野氏につきましては、白井第三小学校で校長として４年間勤務されました。 

冨士センターは、白井第三小学校区の方々が一番多く使われますけれども、その方達との信頼関係がとれ

ているということと、冨士センターの企画運営をする運営協議会というものがまもなく設立されます。そ

の中のメンバーでもありまして、昨年の夏から定期的に地元の方達とも会議等を行って、いろいろな意見

交換をしているということもございます。冨士センターは公民館的施設でもありますけども、社会教育主

事の資格を持っている。それと児童ルームという部分で、子ども達の利用もたくさんありますけれども、

そういった講座の企画運営から青尐年の健全育成に向けてのいろいろな識見を持っているというようなこ

とです。 

○市場委員長 ほか、ございますか。 

 大野さんについては、みなさんもご承知の方で、白井第三小学校の校長をやっていた。学区に学習等供

用施設があるわけで、そういう意味でも適任かと思います。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９号 白井市指定文化財の指定について 

○市場委員長 議案第９号「白井市指定文化財の指定について」説明をお願いします。 

○秋本文化課長 議案第９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、復１１４８番

８に所在する山本家の板碑他３件を、別紙のとおり白井市指定文化財に指定する。平成２５年３月２６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。次ページをご覧ください。新規指定文化財の一覧になっております。１つ目が、山本家の板碑、

２つ目が延命寺の火伏せの札、真ん中が折立熊野神社本殿、そして最後に鳥見神社の切られ庚申でござい

ます。指定にあたりましては、平成２１年から文化財の見直しを行ってまいりました。そして、指定の方

針や見直しの候補という部分では、昨年４件ほど指定させていただいたときに、まず７９件を絞りまして、

その中から悉皆調査が進んでいることとか、保持者の承諾がとりやすいところからなどを絞って、３１件

に絞りました。そして、指定文化財候補としてさらに９件に絞りまして、昨年、９件の中から４件ほど指

定していただきました。残りの５件のうちの今回は４件を指定するものでございます。現在、市では、国

が１件、県が４件、市が２６件で３１件指定文化財がございます。それでは、文化財指定書の山本家板碑
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ということで説明させていただきます。構造及び形式又は寸法、重量若しくは材質、その他の特徴という

ことで、この武蔵型板碑は平塚地区の個人宅で発見されたものです。埼玉県小川町周辺で産する緑泥片岩

製で、高さ６６.５センチ、中央に線刻された年号から乾元２年に（１３０３）製作された、千葉県北西

部でも初期に属する古い板碑である。また、初期の板碑でも種字に釈迦如来を表す梵字バクを選ぶ事例は

尐なく、その書体や種字の下に線刻された蓮座の意匠も特徴的ものである。本板碑は千葉県北西部の初期

の板碑でも特徴的なものであり、白井の歴史上価値の高いものである。 

 続きまして、延命寺の火伏せの札をお開きください。この木札は延命寺本堂の長押の裏から発見された

ものである。表面には「（梵字アーンク）荒沢寺聖坊示之」「（梵字アーンク）の萬治三庚子年六月吉

日」と墨書される。剣梵天と呼ばれるもので、梵字アーンクは湯殿山を示し、出羽三山信仰で用いられる

ものである。本木札は延命寺本堂建立の年代を示す資料であり、東葛・印旛地方でも最古の木札である。

また、当市の三山信仰を示す最古例であり、その推移を理解する上で欠くことのできないものである。 

 続きまして、折立熊野神社本殿でございます。この本殿は宝暦３年（１７６３）に建立されたもので、

軸部より上の部材に当初部材が良く残る。一方軸部は素木造で彫刻が嵌め込まれ、正面の庇柱には龍が彫

出されており、嘉永５年（１８５２）の修復の際にその時代の意匠にあわせて製作されたものである。本

神社建築は類例の尐ない龍の彫出された庇柱を持ち、また、市内で建立年代のわかる神社建築の中で最古

のものであり、修理来歴のよくわかるものである。白井の歴史上価値の高いものである。 

 最後に鳥見神社の切られ庚申でございます。この庚申塔は安山岩製で、板碑型の三猿庚申塔である。背

側面右側が大きく抉られ、刀の跡だと言われている。この庚申塔は江戸時代に我孫子から白井を経て松戸

へと続いていた「鮮魚道」の脇に建っていたもので、庚申塔の抉れた部分は、鮮魚師が夜中に火の玉に襲

われ、刀で切り付けた刃跡だという伝承が残る。鮮魚道の存在は近世の白井を語る上で大きな特徴の一つ

であり、市内を代表する鮮魚道に関連する文化財として重要なものである。 

 以上よろしくお願いいたします。 

○石亀委員 基本的なことかもしれないんですけれども、幾つかある候補の中から４点に絞るというのは、

全部認めるわけにはいかないということで、価値を厳選してということですか。 

○秋本文化課長 ２１年度から文化財の見直しという部分で、７９件ほど候補として上げました。その中

で悉皆調査というのがありまして、これ以上の調査はないというところまで調査をしたという部分と、保

持者の承諾がとりやすいとか、中にも、例えば今回ですと、宗像神社も入れていたんですが、氏子のほう

で、まだなりたくないという部分がありまして、承諾が得られないということで、今回は４件ということ

で、見直しということで７９件あったんですが、悉皆調査を行ったり、保持者の承諾とか行いましたので、

３１件に昨年絞りまして、さらにそこから指定文化財候補として、これではどうかというところで９件ま

で絞って、昨年４件ほど、木造木喰上人坐像とか、田家の常滑壺とか、鳥見神社の懸仏とか、延命寺の十

九夜塔、これは昨年させていただきました。そのときに、今回の４つも入っていまして、それプラス宗像

神社も入って５つだったんですが、宗像神社は、先ほど申しましたように、まだ指定を受けたくないとい
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うことで、今回４件ということで、文化財審議会でよく調べていただき、議論をしていただき、指定文化

財の指定方針というところでは、７つほどありますが、その対象となる文化財について、事前に調査がさ

れていることを前提とするとか、５０年以上経過したものを指定対象とするとか、７つほど項目がありま

して、また、優先指定方針が４つほど、修正以前の文化財を指定の対象とするとか、活用性の高いもの、

滅失の危険性の高いものを優先するとか、そういったものを踏まえまして、今回４件を指定ということに

なりました。 

○石垣委員 所有者が持っていらっしゃるものについては別なんですけれども、例えば屋外にある神社の

本殿であるとか、鳥見神社の切られ庚申塔であるとかは、何か教育委員会で指定しましたよという看板を

立てるんですか。 

○秋本文化課長 指定を受けますと、指定を受けたということで周知できる看板を作成して、そのそばに

説明書きを立てますので、それで指定文化財になったということになります。 

 あと、白井市の指定文化財のパンフレットや広報等におきましても啓発していくという形になります。 

○市場委員長 ほか。特に質問ないようですので、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１０号 白井市プラネタリウム館自主事業の観覧料について 

○市場委員長 議案第１０号「白井市プラネタリウム館自主事業の観覧料について」説明をお願いします。

秋本課長。 

○秋本文化課長 議案第１０号「白井市プラネタリウム館自主事業の観覧料について」。白井市プラネタ

リウム館自主事業の観覧料について別紙のとおり決定する。平成２５年３月２６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、白井市プラネタリウム館自主事業の観覧料について、別紙のとおりとしたい

ので提案するものでございます。白井市プラネタリウム館自主事業の一覧になります。今回対象になって

おりますのがグレーになっているところの３カ所です。一番上の「ひよこプラネタリウム」、下から３番

目の「ちょっと知りたい 大人のための天文教室」と「プラネタリウムの仕組みを知ってプラネタリウム

を動かそう」でございます。プラネタリウム館の設置管理条例施行規則第４条に基づく一般向け投映の観

覧料は、使用料条例に定められております。市内在住ですと、大人が２１０円、子どもが１００円、市外

在住ですと、大人が３１０円、子どもが１５０円ということになっております。 

ただし、白井市プラネタリウム館設置管理条例施行規則第１１条の補則にありますが、「プラネタリウ

ム館に関し必要な事項は、教育長が別に定める」としております。プラネタリウム館では来館者の目的や

年齢に応じて、多彩な自主事業のプログラムを用意しております。現在は、全部で１６になりますが、こ

れまでの新規事業が設立し観覧料や参加料が発生したときや料金改定のときは、教育長専決を行っており
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ました。料金設定の基本は次の３つであるということで、１つ目が、財政課が行っている使用料金単価算

出設定の基準を踏まえる。２つ目が、謝礼金等を演奏者にお渡しする場合は、その謝礼金額に近づく歳入

が得られるように設定する。３つ目が、プラネタリウムの存在を知っていただき、今後も利用してもらう

ためのきっかけとして、市内外から広く集客したい場合は、市内外共通かつ安価な料金とするということ

で、例として「ひよこプラネタリウム」、「子ども星空ライブコンサート」がございます。 

 ２５年度から見直すところでは、「ひよこプラネタリウム」と「ちょっと知りたい 大人のための天文

教室」と「プラネタリウムの仕組みを知ってプラネタリウムを動かそう」の３つです。 

 改定の理由でございますが、まず「ひよこプラネタリウム」ですが、これは平成２１年度末の３月に施

行しまして、来館者に好評だったため、平成２２年度からは年５回、それぞれ月１回で、学習投映や幼児

投映などの団体投映が尐ない月に行っていました。しかしながら、月１回では来館者全てを受け入れられ

なかったため、平成２３年度から同じ週で月３回に実施日を増やしてまいりました。当初は利用しやすい

ように、ワンコインの１００円で始めましたが、アンケートからも、安いという声もありまして、番組制

作準備の経費も考慮し、また、先ほどの財政課の算出という部分もあり、それらを考慮して、「星を見る

会」と同じ観覧料（２００円）にしたいということでございます。 

 続きまして、「ちょっと知りたい 大人のための天文教室」ですが、こちらは、この講座の前身は平成

１７年から「お母さんのための天文教室」である。平成１９年度から名前を「ちょっと知りたい 大人の

ための天文教室」に改め現在に至っているところですが、平成１７年度は無料で、１８年度から１００円

を徴収しまして、２２年度から２００円に値上げしました。講義する場としては、プラネタリウムドーム

を使用するだけではなく、プラネタリウムの本体の星も多用することが多くなったため、今年度は５回開

催の秋以降に開催する講座から一般投映料金としたいということで、４月からの実施を見送ったのは、平

成２５年２月の白井市プラネタリウム館運営協議会で審議をしなかったため、７月の会議で提案するため、

秋以降に実施したいということで考えております。 

 最後に、「プラネタリウムの仕組みを知ってプラネタリウムを動かそう」というもので、これは尐人数

での講義と実際にプラネタリウムを動かす講座でございます。今まで２回開催しましたが、大人、子ども

共に人気がありまして、平成２５年は大人の時間と子どもの時間を分けて実施する。前回までは、動かす

ことは主には行わなかったんですが、仕組みの見学や工作で、ひとり３００円だったんですが、人数を絞

りまして、実際に機械に触れる時間を持ち、５００円としたいということで、値上げをしたいということ

で設定しております。よろしくお願いいたします。 

○石垣委員 一般投映の料金は市内と市外で分かれていますけれども、企画の自主事業については、そう

いう区分けをせずにという形でよろしいですか。 

○秋本文化課長 プラネタリウムの存在を知っていただきたいということで、市内外から広く集客したい

ということで、共通でやっております。一般向け投映では、現在、「宇宙（そら）と８８の星語り」とか

「探査機が見た驚きの太陽系」などを一般投映としてやっておりますので、そちらについては、市内で大
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人では２１０円、市外で３１０円と分けています。 

 「ひよこ」のほうは２００円となっておりますが、「ちょっと知りたい」は、秋から一般投映料金にし

ますので、そうしますと、市内外というふうに分かれてきますので、２１０円と３１０円ということにな

ります。参考ですが、人数につきまして、２月でいきますと、昨年は２３４名の「ひよこ」だったんです

が、今年は３９２名ということで、１５３名増えております。 

○市場委員長 たしか教育委員会点検・評価で、これは厳しかったと思うんだけども、入場者数でいくと、

かなり改善されていますね。 

○秋本文化課長 はい。 

○市場委員長 ほか、質問等ございますか。 

 それでは、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１号 白井市プラネタリウム館営繕計画報告書の提出について 

○市場委員長 報告事項に移ります。 

 報告第１号「白井市プラネタリウム館営繕計画報告書の提出について」説明お願いします。 

○秋本文化課長 報告第１号「白井市プラネタリウム館営繕計画報告書の提出について」。白井市プラネ

タリウム館営繕検討委員会から、別紙のとおり営繕計画報告書の提出があったので報告する。平成２５年

３月２６日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 報告の理由ですが、本案は、白井市プラネタリウム館の円滑な運営を図るため、白井市プラネタリウム

館営繕検討委員会から今後の営繕計画について提案があったので報告するものでございます。 

 この計画は、第４次総合計画後期基本計画の第１次実施計画のプラネタリウム館営繕事業が新たに新規

事業として加えられております。当市のプラネタリウム館投映機器が既に今年で１９年が経過し、老朽化

しております。そこで、今後もプラネタリウム館が運営していけるようするために、営繕検討委員会を立

ち上げました。１年半かけて、この報告書が出ました。読ませていただきます。 

 平成６年に開館したプラネタリウムは、今年で１９年目を迎え、機器の老朽化が進んでいる。そのため、

平成２３年１０月に白井市プラネタリウム館営繕検討委員会を立ち上げ、機器の現状を確かめ、更新を行

った先進館からの情報収集を行い、白井市に適した営繕計画とは何かを話し合ってきた。また、平成２４

年（２０１２）８月に「プラネタリウム館運営事業」についての事業仕分けがあり、機器の更新について

も意見が出され、事業仕分けの結果も踏まえ、本委員会、並びに白井市プラネタリウム館運営協議会で検

討を重ねた結果、以下の結論に達したので報告する。 

 結論。現在の投映形態を継続することのできる機器に更新し、平成２６年度の本体等の更新の前に、で

きるだけ早期に現在の本体バックアップも兼ねるデジタル式プラネタリウムを取り入れるということで、
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白井の投映形態とは、解説者が来館者の目的や年齢に応じて、星空や宇宙について、わかりやすく解説し、

来館者に「今夜は星を見てみよう」と思わせる投映、その投映に必要な機器は光学式プラネタリウムとデ

ジタル式プラネタリウムであるということでございます。 

 更新するにあたっての方針というところで、まず、プラネタリウムの必要性、光学式プラネタリウムの

必要性、デジタル式プラネタリウムの必要性。 

 それから２番目としまして、更新するにあたって課題として、白井市の財政状況、②のシニア層を取り

込む。これは２４年に事業仕分けを受けまして、その結果を踏まえて、シニア層も取り込んでいこうとい

うことで考えております。 

 そして３番目といたしましては、更新箇所と更新理由。老朽化と省エネということで、これが①の光学

式プラネタリウム本体と補助投映機、そして２番目として音響関連、３番目として照明。 

 そして最後に、４番目に工事の時期。ここが一番肝心であるということで、別添の更新スケジュール表

を参照いただきますと、５ページ目にあたりますが、２５年度の５月にまた運営協議会、営繕検討をしま

して、その年に機種等の選定を行っていく。それと予算を立てていくということでございます。そして、

２６年度に設計書と、機器については、先進地を参照しますと、機器の買い取りではなく、最近ではリー

スが主になっていますので、リースにしていくと。リニューアルオープンは２７年の５月に向けていく。

今期の後期としましては、２６年度の２月の学習投映が終わったころから、２月から３月にかけて工事を

していくというようなスケジュールでなっております。以上です。 

○市場委員長 特に質問等ございますか。 

 報告事項ですので、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。 

                                              

     ○その他 通学路の安全対策について（スクールゾーン等） 

○市場委員長 「通学路の安全対策について（スクールゾーン等）」について説明お願いします。 

○清水教育部長 「通学路の安全対策について（スクールゾーン等）」についてということで、現状につ

いて説明させていただきたいと思います。資料をご覧ください。 

 以前に状況を説明しましたけれども、３月末の状況を整理しておきたいと思います。 

 ①番目の押しボタン式、風間街道のところ、３丁目側から出たところです。ここは信号機と横断歩道が

完成している状態です。②のセーブオンのところ、左側のほう、２丁目と３丁目の間のセーブオンのとこ

ろです。この信号機の設置、これは要望していて、まだ手がついていないけれども、警察のほうは認識し

てくださっています。③３、４丁目の間の道を上ってきて畑にぶつかったところ、④もその続きです。そ

の部分につきましては、舗装の工事に入っていまして、外灯については既に設置が終わっている状況です。

４月５日の始業式には間に合う予定でおります。 
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 ⑤、⑥、⑦、風間街道の部分です。まず⑤の４丁目側から上がっていって風間街道に出たところから白

井幼稚園の前まで、防護柵は完成しています。⑥番のところ、⑦番のところ、押しボタン式のところから

白井幼稚園のほう、ここの防護柵も完成しています。 

 ⑧、スクールゾーン、これはきのうまでいろいろと交渉する場面はありましたけれども、警察のほうは

オーケーしてくださって、４月５日から交通規制を行うということで合意されました。許可が出ています。

４月１日号の広報しろいで周知する準備ができています。７時から８時の間、そこを許可車以外は通れな

いという形のスクールゾーンとして完成予定です。そこのところに表示として、スクールゾーンは警察の

ほうですけれども、標識を私道側に６カ所立てて、この先スクールゾーンということで、進入禁止の標識

を立てる。これが私道に立てるということで、ちょっと難航しましたけども、市道のほうはできるんです

けど、私道のほうは、その住民の方が許可してくれないとできませんので、そこでかなり交渉に時間を要

しましたけれども、全てオーケーをもらいまして、その標識は既に立ちました。まだ規制がかかっていま

せんから、見えないように袋をかぶせてある状態です。通常の標識よりも小さなものを設置してくれまし

た。私道ということで警察も配慮してくれて、小型なものを設置してくれています。今度行ったときに見

ていただきたいと思います。 

 路面表示、緑のライン、子ども達が通るところを緑に全部塗り、その外側に、外側線で白いラインを引

いてくれて、⑧番のところの右下のほうに根という文字がありますけれども、例えばそういうカーブのと

ころなどは、ラバーポールをコーナーに設置して、子ども達の歩くスペース、ガードレールは設置する場

所がないので、ラバーポールを立てて、もう既にそこも完成して、車のほうはここは気を付けないといけ

ないというようなものが完成しています。 

 ⑨拡幅工事をやっていたところですけれども、これも走ってきましたけれど、完成しています。ただ、

路面表示がこれからというところでした。⑨、⑩のところはつながっていますけども、今⑩のところの路

面表示とか、ガードパイプとか、ラバーポールの工事をしていましたので、その延長として⑨のほうに工

事が進んでくると思いますから、これも４月５日に間に合うように設けています。 

 ⑪番、⑫番、問題の一番細い道路ですね。鳥見神社のところから風間街道に抜けるところ。ここも走っ

てきましたけれども、外側線、路面表示、緑の路面表示に外側線で、狭いですけれども、子ども達が歩く

スペースのところにきちんと路面表示が終わっています。特に、⑫と書いてある、カーブが２カ所あるん

ですけども、そういった部分にラバーポールを立ててくれていますので、車のほうはスピードが出せない

ような道に変わっていました。これも完成です。このような状況で、何とか③、④のところがまっすぐ抜

けられればさらにいいんですけども、そこの部分はまだですけども、子ども達が歩けるような状況になり

ます。しかしながら、引率業務はシルバー人材の方にお願いして、予算を確保するように議会に提案し、

確保できましたので、４月からもうしばらく、③、④、⑫のところ、やはり⑫のところが危険だというの

が残っていて、歩道ができないので、そこが開設するまでは引率業務を続けていけるような体制で今のと

ころは考えております。 
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 ③から⑤の間の点線の部分の道が、暫定的に通れるようになる見込みができた段階で、また通学区域審

議会等を開いて、いつまで引率業務を続けるかどうか、そういった議論を２５年度にする場面が出ようか

と思います。そこで１つ検討していただきたいことがあります。⑧をスクールゾーンにするにあたって、

七次台小学校のＰＴＡの方達が中心となって、各自治会のほうに承諾書を上げていただくというようなこ

とを行いましたが、特に百合ヶ丘自治会、⑧のところの私道が何本もあります。そこに住んでいる方達は

そこを通らないといけない、要はそこに駐車場が面している家庭については、申請書を警察に出して許可

証をもらわないといけないことになります。そうすると、３年に１回、印西警察署まで行って許可証をも

らうということで、かなり面倒になるという部分もあるわけです。また、標識を立てるとか、そういった

ことに関しても、私道部分に立てるという部分がありますので、そこの協力なしにはこれはできなかった。

自治会長さんが本当によく動いてくださいまして、調整してくれて、学校とこちらで、地元の会館で説明

したりもしてきましたけども、そこの協力が本当に助かったということがありますので、できれば、きょ

う検討していただいて、よろしければ、感謝状というような形で、自治会に感謝状を出せたらいいなと考

えています。文面は考えます。規約とかありませんから、誰々にというんではなくて、百合ヶ丘自治会様

というようなことで、自治会館でも掲示してもらうような形で、スクールゾーン化にあたって多大な協力

をしてくださったと、そこに感謝の意を表しますというような文面を考えて出したいと思いますけども、

その辺につきまして検討していただければと思います。 

○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。 

○米山教育長 ４月から何人くらい歩くのでしたか。 

○清水教育部長 ２８０名くらいです。 

○米山教育長 今度、朝、教育委員で見に行きたいと思います。 

○清水教育部長 ４月５日にスクールゾーンが始まりますから、その日から、学校でももちろん立ってく

ださるんですけども、学校教育課の職員も交代で出ます。最初の１週間ぐらいは、車が進入しないように

立っています。入っていくと、逆に規制に引っかかってしまうわけだから、車のほうに周知のほうをしっ

かりとしていきたいと思います。 

○石亀委員 迂回路についても説明しなくてはいけないですね。 

○清水教育部長 ⑦番のところに私道に入っていく道が２本あります。ここから入っていくと、スクール

ゾーンにあたってしまって、そこに入ると規制にかかるわけです。この⑦番のところにも２カ所、この先

スクールゾーンというような看板をお願いして設置してもらうということをまずやっています。あと、⑧

番のところに道が６本あります。その６本のところにもそういう標識を立てて、さらに向かい側の道路の、

⑧の向こう側にカーブミラー、こういう大きなミラーで、背後がよく見えるように、そういったものも道

路課にお願いして、向こう側の土地を持っている方に許可をもらって設置して、見通しをよくするという

ようなこともやりましたので、かなり状況が変わっていますので、一度見ていただきたいと思います。 

○市場委員長 ⑦のところ、これは百合ヶ丘の方以外は、基本的には入らないと思うんですが。 
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○石亀委員 抜け道として使っていた、ここの人達以外の人たちは回ってくださいということですね。 

○清水教育部長 ここは通れないから、シンワ電気のほうを通るか、国道１６号通るかしかなくなるんで

すね。 

○石亀委員 通れませんよというふうに言わなくちゃいけないですよね。 

○市場委員長 通学時間帯に規制してもらえるというのは、ありがたいですね。 

私も見てきましたが緑色できれいになっていました。 

○清水教育部長 視覚的に、車を運転する立場だとスピードを出せない感じです。 

○米山教育長 先頭の子と最後尾の子は、２０分ぐらい時間が違うかもしれないですね。 

○清水教育部長 縦長になったことを考えると、かなりの距離になります。２列にはなれないです。 

○市場委員長 規制された時間帯だったら、２列は可能。 

○米山教育長 ２列になれるところとなれないところがあります。 

○清水教育部長 ⑦、⑧は規制されていますからなれます。 

○米山教育長 近隣の住民の方には大変なご協力をいただきましたので、自治会に感謝状を出すことにつ

きましていかがでしょうか。 

○市場委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○市場委員長 それでは、感謝状を含めて了解といたします。 

                                              

非公開案件    ○議案第３号 平成２５年度教職員人事異動について 

                                              

非公開案件    ○議案第１１号 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 準要保護児童・生徒の認定について 

                                              

     ○その他 

○市場委員長 ほか何かありますか。 

○伊藤教育部参事 補正予算の関係です。国の補正予算の関係で、３月に国から通知がきた関係で、教育

委員会会議には諮れなかった部分がありますので、ご報告いたします。 

 ３月議会の最終日に教育委員会関係の補正予算を上程いたしました。内容につきましては、小学校耐震

性事業非常用井戸整備事業としまして１,２２０万円を計上いたしました。この非常井戸を掘る学校につ

きましては、大山口小学校と池の上小学校でございます。 

 もう一つの事業としましては、七次台小学校校舎大規模改修事業といいまして、３億２,１９０万円を

補正計上いたしました。それぞれ当初の計画ですと、２５年度の新年度で計上する予定でおりましたけれ



 26 

ども、国から前倒しすれば地方は有利だということで、急遽、最終日に議会に上程しまして、議決をいた

だいております。以上、ご報告いたします。 

○市場委員長 ほか、何かありませんか。 

なければ、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、４月１日です。 


