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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２５年５月７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 契約の締結について 

    議案第２号 平成２４年度繰越明許費繰越計算書について 

    議案第３号 白井市社会教育委員の委嘱について 

    議案第４号 白井市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 ７．協議事項 

    協議第１号 白井市教職員ハラスメント対応マニュアルの策定について 

    協議第２号 市民プール開設期間及び利用時間の変更について 

 ８．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 白井市学校評議員の委嘱について 

    報告第３号 白井市学校体育施設開放運営委員の任命について 

    報告第４号 白井市スポーツ推進委員の委嘱について 

    報告第５号 平成２５年度「特色ある学校づくり事業」学校別計画事業及び予算配当 

          について 

 ９．その他 

                                             

○出席委員 

   委員長  石亀 裕子 

   委 員  小林 正継 

   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          田代 成司 

   教育総務課長        五十嵐 孝明 

   生涯学習課長        笠井喜久雄 

   文化課長          黒澤 博史 

   書   記         伊藤 祐子 

     〃           松村 明 
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    ○委員長開会宣言 

○石亀委員長 これから平成２５年第５回白井市教育委員会定例会を開会いたします。 

 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となります。 

                                              

     ○会議録署名人の指名 

○石亀委員長 会議録署名人の指名をいたします。髙城委員と小林委員にお願いいたします。 

                                              

     ○前回会議録の承認 

○石亀委員長 それでは、前回の会議録の承認を行います。 

 訂正等がありましたら、お願いいたします。特にありませんでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、ないようですので、承認といたします。 

                                              

     ○委員報告 

○石亀委員長 それでは、委員報告を行います。各委員から何か報告がありましたらお願いいたしま

す。 

○髙城委員 ４月９日火曜日、七次台中学校の入学式と１０日水曜日に白井第一小学校の入学式に行

ってまいりました。 

 七次台中学校は恒例の応援歌で締め終わりまして、大変いい雰囲気で行われました。白井第一小学

校は、児童数は昨年より１名多く、保護者と子ども達の対面式で行われました。第一小の校歌は、一

緒に歌う保護者が多く大変良い式でした。以上です。 

○小林委員 ４月１８日、高齢者クラブ連合会の創立５０周年記念式典が大ホールで開かれ、教育長

代理で行ってきました。みなさんの発表がありましたけども、それぞれ熱気を感じました。さらに高

齢者がお元気であるように応援していきたいと思います。以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございます。 

 ほかにありますか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○石亀委員長 それでは、米山教育長から報告をお願いいたします。 

○米山教育長 それでは、前回、４月１日以降の報告をいたします。４月６日に総合体育大会開会式

が文化会館中ホールで行われました。本年度、印旛郡市民体育大会は本市が会場地になりますので、
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教育委員のみなさんの参加につきましてもお願いしたいと思います。同日、午後から市の尐年尐女合

唱団定期総会が行われました。７日、スポーツ尐年団春季交流大会、同日１０時から芸能振興会の総

会が行われ出席いたしました。１４日、ＯＮスポーツクラブ定期総会、２０日、桜台スポーツクラブ

総会、２１日、スポーツみなみ総会が開催されました。会員数がなかなか伸びないということが各団

体の共通の課題になっておりました。 

 １５日、朝７時から七次台小学校の通学路を教育委員と一緒に見て回りました。何カ所かまだ整備

が必要なところを指摘いただき、今後の通学路の安全整備を図っていきたいと思っております。同日、

スポーツ推進委員の委嘱状交付式を行いました。１７日、市の教育研究会定期総会に委員長と出席い

たしました。市内の先生方が全員集まった総会です。１９日金曜日、千葉県都市教育長協議会総会に

出席いたしました。県内の市の教育長の総会で、今までは浦安市でしたが、今年度から佐倉市になり

ますので、千教連会議を含め今後は佐倉市で開催されます。 

 ２０日、青尐年相談員委嘱状交付式に出席いたしました。２１日、芸能振興会春の発表会に出席い

たしました。２３日火曜日、印教連定期総会に各委員と出席いたしました。 

 報告は以上ですが、先程尐し触れましたが、各団体について、各団体がどうやって会員数を維持、

増やそうかというのが課題になっているんですが、市民の参加が減っているというよりは、いろんな

団体ができて多種多様化している、各団体に分かれていっているというような感じもいたします。そ

れぞれの団体が会員数を維持していくということで、懸命になって対応をしております。先週、スポ

ーツ尐年団の本部長が見えまして、スポーツ尐年団も人数が減ってきているということで、校長会に

スポーツ尐年団をＰＲしたペーパーを配りたいと、スポ尐の子ども達の指導に対する考え方、基本方

針等の書かれたものを持参されました。また、Ｐ連の総会が５月にありますので、Ｐ連の総会でもＰ

Ｒをしたいということでした。スポーツ尐年団は伝統のある団体ですので、子ども達の維持等に努め

ていきたいということでした。私のほうからは以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 

 それでは、委員報告、教育長報告について質問がございましたらお願いいたします。 

 それでは、特になければ、先に進むことにいたします。 

                                              

○石亀委員長 続きまして、非公開案件についてお諮りいたします。 

 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に、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〕 

○石亀委員長 それでは、非公開といたします。 

                                              

     ○議案第１号 契約の締結について 
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○石亀委員長 それでは、これより議事に入ります。公開案件から先に行います。 

 議案第１号「契約の締結について」、ご説明をお願いいたします。 

○五十嵐教育総務課長 議案第１号についてご説明いたします。議案第１号「契約の締結について」。

白井市教育委員会は、契約の締結（七次台小学校校舎改修工事）について、別紙のとおり市長に申し出

る。なお、本契約は、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決が必要になります。平成２５年５月７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。５月２１日に開催の臨時議会の議案となります。契約の締結について。本案は、

七次台小学校校舎改修工事の契約を締結したいので、議会の議決を求めるものでございます。 

 本案は、七次台小学校校舎改修工事の契約をしたいので、地方自治法台９６条第１項第５号及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。平成２

５年５月２１日提出。白井市長 伊澤史夫。 

 次ページをご覧ください。契約の内容でございます。契約の目的が、七次台小学校校舎改修工事。２

としまして、契約の方法、一般競争入札。３、契約の金額、入札改札結果による。４、契約の相手方、

入札改札結果による。実は本日が、この開札日になります。２時からになりますから、今開札をしてい

るという状況ですので、こういう議案になっております。決まり次第、金額と相手方が入ってくるとい

う議案でございます。続きまして、その裏面をご覧ください。今回の改修工事の概要でございます。議

案資料になっております。敷地概要ですけど、所在地が白井市七次台三丁目１６４０番１。地域・地区

が第一種中高層住宅専用地域で、防火地域指定なし、第一種高度地区になります。建ぺい率が６０％、

容積率が２００％、敷地面積が２万５,３８３.４９平方メートル。 

 工事概要ですけども、七次台小学校校舎全体の建築面積が１,８３２.７５平方メートル。今回の工事

対象部分の面積が１,０９３.８５平方メートル。全体の延床面積が４,５２２.７０平方メートル。今回

の工事の対象部分が３,０１０.０２５平方メートル。構造は、鉄筋コンクリート造。階数は、地上３階。

工事種別は、改修です。それでは、続きまして、図面のほうのご説明をさせていただきます。１ページ

から９ページまでございますけども、１ページが全体の配置図になっております。横長になっておりま

す。ちょっと見づらいですけども、２ページが１階部分の改修前の現状の図面でございます。それが３

ページになりますと、改修後の図面ということで、それが１階、２階、３階となっております。 

 最終ページの９ページがありますけども、これが立面図になります。立面図の場合には、上が改修前、

下の部分が改修後ということになります。図面の大きさによって違っておりますので、見ていただきた

いと思います。 

 それでは、１ページにもう１回戻っていただいて、見ていただきたいと思います。グラウンド側の斜

線で印した部分が今回の改修部分の校舎になります。グラウンド側の斜めの部分です。それと全体的に

校舎の敷地の外周にフェンスがありますけども、そちらの部分も正門、敷地の外周フェンス、全部あり
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ますけれども、回りが約６００メートルありますけども、それが全部改修になります。 

 ２ページ、３ページを見ていただきたいと思います。１階部分になります。３ページを見ていただく

とわかりますが、まず３ページの左側ですけども、普通教室があって、職員玄関がございますけども、

そこにちょっと縦に印がしてあります。これが外側と内側のスロープになります。それが職員室と昇降

口のところにも２つ、外と内がありますが、それも同じものでございます。手すりつきのスロープを設

置いたします。車椅子等の対応です。 

 それと教室のレイアウトで変更ですけれども、一番右側に理科室がございます。今は、現状的には図

書室になってございます。図書室の面積を多くとっていただきたいという要望がありましたので、２階

が今理科室でございますけども、それを１階に持ってきまして交換ということになります。それと、真

ん中あたりに保健室の脇に放送室、スタジオというのがあると思います。それを分割しまして、放送室

と相談室ということで、そこに相談室を設置しています。 

 それと、後ろ側になりますけれども、増築校舎に設けてありますけども、細かくて見づらいかもしれ

ませんけれども、児童会室の前にトイレが設置してありますが、その入り口のところに多目的便所と書

いてありますけども、多目的トイレを設置いたします。 

 続きまして、ちょうど職員室の反対側、倉庫があって、後ろにも倉庫とありますけれども、こちらの

部分については、今まで集中暖房で、重油で暖房をしていましたけども、その部分が今度はガスヒーポ

ンになりますので不要になります。ですから、中にある機械を全部撤去しまして、そこを倉庫といたし

ます。それと、先ほどトイレの話をしましたけれども、改修する際に、男子、女子のトイレがあります

けども、全部今までタイルとかでありましたけども、長尺シートのビニールシートに変えまして、なお

かつ洋便器への改修。しかしながら、和便器を、各階フロア、必ず１個設置するというような改修の仕

方をしております。 

 それでは、続きまして４ページ、５ページを見ていただきますと、やはり２階の改修前と改修後にな

ります。５ページを見ていただくと、改修後、先ほども言いましたように、多目的便所、トイレの改修。

そして、トイレの内部の改修、それと理科室と図書室を交換しましたというふうにお話ししましたけれ

ども、図書室のスペースを大きくして２階の部分に図書室、そして、返却コーナーと書いてありますけ

ども、こちらのほうは低いテーブルで本の貸し出しと返却等を行うようなスペースでございます。続き

まして、３階部分になりますけれども、同じように７ページを見ていただくと、トイレの改修、多目的

トイレの設置ということになります。８ページですけども、８ページは屋上部分になります。上が改修

前、下が改修後になります。フェンスの改修、それと、全体的な部分になりますけども、屋上の防水の

改修、外壁の改修とありますけども、屋上の部分でいいますと、屋上防水をして塗装をやり直すという

ような改修の仕方です。 

 最後の９ページ目になりますけども、上が改修前、下が改修後になります。左側の改修後で、庇補強

材新設という文字が入っていると思います。先ほどの職員玄関のところですけども、設計したところ、
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そこの部分の庇部分、ベランダになるわけですけれども、強度が足らないということですので、玄関に

庇を補強する、両側に支えを入れて補強するということを今回の改修で行っております。それと壁面の

欠落しているところの補修と塗装というようなことです。それとあと、全体的なことですけれども、照

明の設備の改修、火災報知器の関係、消防設備の更新、給排水衛生設備の更新、それと、今までは受水

槽、高置水槽という水道水の流れを受けましたけれども、トイレはそのまま受水槽の水を使いますけれ

ども、飲料水につきましては下から加圧で直に上げていくというような方式に改修することになります。

以上で、議案第１号「契約の締結について」の説明を終わります。 

○石亀委員長 ありがとうございました。それでは、ただいま教育総務課長から説明がありました

ことについて、何か質問がありましたらお願いいたします。ありませんでしょうか。 

○米山教育長 今回の改修で、バリアフリーは職員玄関と昇降口のところのスロープと、多目的ト

イレはバリアフリートイレですか。 

○五十嵐教育総務課長 段差がなく、そのままトイレに入れます。 

○米山教育長 バリアフリーのトイレということで、障害者用トイレと思っていいわけですか。 

○五十嵐教育総務課長 はい。特に障害者の場合には、先ほどの、多目的便所と書いてありますけ

ども、そちらのほうは車椅子でも回転はできますし、それなりに対応できるということでございま

す。 

○米山教育長 わかりました。エレベーターは、前回の新築のときに設置をしているんで、今回は

エレベーターはないということですね。 

○五十嵐教育総務課長 そのとおりです。その関係で、エレベーターとダムウェーターが増築のと

きに新築してございますので、配膳室のダムウェーター、給食を運ぶものを撤去いたします。その

部分が、２枚目の図面を見ていただきますと、配膳室の上にＤＷと書いてあると思います。それが

ダムウェーターですけども、そちらが３ページになりますと無くなっていると思います。そこが台

車とか、いろんな棚に、スペースが広がりましたので、そういうふうに広がっています。 

○米山教育長 外周を全て改修するという説明がありましたが、校舎の外周ですか。 

○五十嵐教育総務課長 校地の外周です。 

○米山教育長 道路境界のフェンスの改修も含めてやるということですか。 

○五十嵐教育総務課長 フェンスと５カ所の通用門、正門を含めてですけども、５カ所、門がござ

います。その門扉、それとフェンスということで全部改修いたします。全長で約６００メートルで

す。 

○米山教育長 ９ページ、庇補強材新設、これは庇だけの強度が弱いからこの補強を入れるのか、

校舎全体の、例えばＩｓ値が低いから補強を入れるのか、これはどっちですか。 

○五十嵐教育総務課長 職員玄関の部分の庇部分だけが鉄筋が、入っているスパンが幅が広いとい

うことが図面を見て設計事務所のほうから指摘がありましたので、全部庇を撤去して新たに設置す
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るというと、また膨大な金額と労力がいりますので、そこの部分に鉄骨で庇を支えるものをという

ことです。ですから、この庇部分だけでございます。 

○米山教育長 わかりました。そうすると、Ｘ３から４、Ｘ１４、１５、１６が、庇が出ていると

ころの庇補強材を新設するということですね。 

○五十嵐教育総務課長 はい。Ｘ３とＸ４の間の庇のみです。 

○米山教育長 Ｘ１４、１５、１６は。 

○五十嵐教育総務課長 それは鉄筋が、幅がきちんと入っておりますので、その部分は補強なしと

いうことです。 

○米山教育長 今回、耐震補強のブレスやなんかは一切入ってないということでいいですか。 

○五十嵐教育総務課長 今回は老朽の改修ということで行っております。しかしながら、先ほど理

科室と図書室を交換するというようなお話をさせていただきました。１階と２階で、何で図書室を

１階のままにしないのかということになろうかと思います。実は今、準備室と図書室の間にコンク

リート壁がありますけれども、それを撤去して図書室を広くしたいと。なおかつ、廊下部分を撤去

しまして広くすれば良いということになろうかと思いますけれども、撤去してしまいますと、１階

部分は一番加重がかかりますので、その部分を今度は補うために耐震補強しなければいけない。外

側の鉄骨のブレスを設置するというようなことになりますので、また費用がかかりますので、それ

であれば、１階と２階を入れ替えて、理科室と図書室を入れ替えさせていただく、そういうふうに

考えさせていただきました。以上です。 

○米山教育長 図書室を広くするという要望は学校側からきて、なおかつ、図書室を２階に持って

いって理科室を１階というのは、学校側は基本設計、実施設計の中でオーケーはしていますか。 

○五十嵐教育総務課長 学校との打ち合せの結果、そういうことで了承していただいておりますの

で、学校としてもそれのほうがいいということでございます。 

○米山教育長 今回の七次台小学校の大規模改修はＩｓ値が0.７以上あって、補強の必要がない、

新耐震で設計された学校なのでまだ耐震補強はないんですが、七次台小学校を先に持ってきた理由、

今回の契約の案件とは若干離れるんですけども、まだ白井第一小学校も、南山小中学校も終わって

ない中で、先に七次台小を大規模改修する理由は何ですか。 

○五十嵐教育総務課長 学校の改修につきましては、大規模改修の中でも耐震補強と老朽化という、

２つの方法をとっております。財源の確保というところで、交付金なり補助というものがあるわけ

ですけども、耐震補強よりも改修の方の費用に今回は予算が付いたこともあり補助をいただきます。

そういう関係で、七次台小学校の２０年以上経過の老朽化の施設が優先されたということで今回整

備するものです。 

○米山教育長 そうすると、従来の耐震補強工事の計画は、計画どおり進んでいると。七次台小学

校の今回の大規模改修部分は、国の交付金等を含めてプラスアルファの事業で優先順位的に先にや
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ったということで、ほかの学校の耐震補強が遅れたのではなくて、補助金の有効活用ということで

前倒しでやったということで理解していいですか。 

○五十嵐教育総務課長 そのとおりでございます。 

○石亀委員長 今のような理由で、今回、七次台小学校の改修工事が行われるということで、契約

の締結に向けてきょう入札が行われているということですが、そのあたりのところはよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 ほかにご質問はありますか。 

 なければ、本日入札の結果をもって議会の議決を求めていくということで、原案のとおり決定す

ることに異議はございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、議案第１号は原案のとおりに決定いたしました。 

                                              

     ○議案第２号 平成２４年度繰越明許費繰越計算書について 

○石亀委員長 それでは、次に議案第２号「平成２４年度繰越明許費繰越計算書について」、ご説明をお

願いいたします。 

○五十嵐教育総務課長 議案第２号「平成２４年度繰越明許費繰越計算書について」。白井市教育委

員会は、平成２４年度繰越明許費繰越計算書について、別紙のとおり市長に報告する。平成２５年５月

７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。表になっております。毎年６月の定例議会において繰越明許費の報告をするこ

とになっております。平成２４年度白井市一般会計繰越明許費繰越計算書（教育費）の部分でございま

す。９款教育費、２項小学校費、事業名が小学校耐震性非常用井戸整備事業、今回この事業につきまし

ては、大山口小学校、池の上小学校に耐震井戸を設置するものでございます。金額が３,３５５万８,０

００円、翌年度繰越金が３,３５５万８,０００円。財源の内訳でございますけども、国県支出金が１,

１２９万７,０００円、地方債２,２２０万、一般財源が６万１,０００円でございます。国の、地域の

元気臨時交付金の交付事業として、平成２４年度補正予算対象事業となることから当該事業を１年前倒

しし、平成２４年度に予算措置をした上で、２５年度に繰り越しを行うわけでございます。防災井戸に

つきましては、現在、白井第三小学校と清水口小学校に設置済みでございます。また、市内では文化セ

ンター、福祉センターに２カ所、今、計４カ所設置してございます。今回の大山口小、池の上小学校を

皮切りに、避難所となっております小学校に順次設置していくということで、初年度になりますけれど

も、その部分を繰り越すということになります。 

 続きまして、七次台小学校校舎改修事業、先ほどご説明した事業でございます。金額が４億２,２９

２万７,０００円、翌年度繰越額が４億２,２０２万７,０００円。財源ですけども、１億１００万円、
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地方債が３億２,１９０万円、一般財源が２万７,０００円でございます。これにつきましても、国の、

地域の元気臨時交付金の交付事業としまして、同じように１年前倒しして２４年度の予算措置をした上

で２５年度繰り越しです。続きまして、小学校体育館改修事業でございます。これは清水口小学校の体

育館の改修事業でございます。金額が１億２,９０２万円、翌年度繰越額が１億２,９０２万円。国県支

出金が３,００２万９,０００円、地方債が８,８８０万円、一般財源が１,０１９万１,０００円。その

下の３項中学校費の中学校体育館改修工事、これは大山口中学校になりますけども、同じ財源で行って

おります。これにつきましては、金額が１億４,５０４万２,０００円、翌年度繰越額も１億４,５０４

万２,０００円。財源としまして、国県支出金が３,１２７万４,０００円、地方債が１億３６０万、一

般財源が１,０１６万８,０００円。これにつきましては、国の平成２４年度、復興特別会計予備費の地

方財政措置が充実した起債の１００％が地方債で充当できるということで、その部分で国の２４年度特

別会計予備費の対象事業となることから、１年前倒しして２４年度予算を措置した上で２５年度に繰り

越し、事業を行うということで承認をいただいているものでございます。 

 以上、教育費につきましては４件を繰り越しするということで、報告するものでございます。 

○石亀委員長 ありがとうございます。ただいまご説明いただきました議案第２号について、質問

がありましたらお願いいたします。 

○米山教育長 事業名のところ、七次台小学校だけ何で学校名が入っているのか。それと、国の地

域の元気臨時交付事業と復興特別事業で、国県支出金、交付率は大体何％かわかりますか。 

○五十嵐教育総務課長 体育館改修は４０％です。耐震改修が３０％です。校舎の改修については

３分の１です。 

○米山教育長 地方債といっても、ゆくゆくは借金で返していくお金なので、交付税措置されたと

ころで、その交付税が丸々入ってくるかどうかわからない。算定はされるだろうけども、大体何％

が交付税措置されるか、それを調べておいてください。それから、一般財源の約２,０４４万７,０

００円、これについては基金を使うのか、丸々一般財源を使うのか。こうやって見ると一般財源を

使うとなっているので、何でその他のところの基金を使わないのって言われた場合に、教育基金、

今度、基金が合算になったけども、３億数千万円残っていたので、本来だったら、一般財源を使わ

ずに基金の残っている分を使うのが普通じゃないかということも考えられるので、その辺の内容を

確認しておいてください。 

○五十嵐教育総務課長 わかりました。 

○石亀委員長 それでは、ほかにご質問はありますか。ないようであれば、議案第２号について、

原案のとおり決定することに異議はございませんでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 では、議案第２号は原案のとおりに決定いたします。 
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○議案第３号 白井市社会教育委員の委嘱について 

○石亀委員長 それでは、続いて議案第３号「白井市社会教育委員の委嘱について」、ご説明をお願いい

たします。 

○笠井生涯学習課長 議案第３号「白井市社会教育委員の委嘱について」。白井市教育委員会は、社会

教育法第１５条第２項及び白井市社会教育委員に関する条例第２条の規定により、白井市社会教育委員

を別紙のとおり委嘱する。平成２５年５月７日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 提案理由ですけども、本案は、白井市社会教育委員の任期が、平成２５年５月３１日をもって満了と

なるため、新たに委嘱するものでございます。 

 裏面をご覧ください。今回の社会教育委員の名簿でございます。任期が平成２５年６月１日から２７

年５月３１日でございます。新たに、８名中３名の方が変更となります。変更の理由ですけども、青尐

年相談員につきましては、会長が変更になったことから、新たに眞水徹さんが社会教育委員で委嘱した

ものでございます。また、ＰＴＡ連絡協議会のほうから副会長を今回新たに推薦がありましたので、廣

澤修司さんを委員として委嘱をしたいと考えております。さらに、８番になりますが、学識経験者とい

うことで平田新子さんを委嘱したいと思います。なお、社会委員は何をするかといいますと、社会教育

に関する諸計画を立案すること、また、教育委員会の諮問に応じて、これに対して意見を述べること、

３つ目には、職務を行うため必要な研究調査を行うことが社会教育法で職務として定められております。

委員構成は８名で、先ほど説明しました８名の方が委員となります。会議につきましては、年４回を考

えてございます。５名の方は再任で、新たに３名の方が変更して、２５年６月１日からスタートしたい

ということで、議案のほうを提出させていただきました。以上でございます。 

○石亀委員長 ありがとうございます。この件について、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 特になければ、５名の方が再任、３名の方が新規ということで、８名の方で白井市社会教育委員

としてご活動いただくということで、異議がなければ原案のとおりに決定としたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、原案のとおりに決定いたしました。 

                                              

     ○議案第４号 白井市公民館運営審議会委員の委嘱について 

○石亀委員長 次に議案第４号「白井市公民館運営審議会委員の委嘱について」、ご説明をお願いいたし

ます。 

○笠井生涯学習課長 議案第４号でございます。白井市公民館運営審議会委員の委嘱につきましてご提

案させていただきます。白井市教育委員会は、社会教育法第２９条第２項及び白井市公民館の設置及び

管理等に関する条例第２１条第２項の規定により、白井市公民館運営審議会委員を別紙のとおり委嘱す

る。平成２５年５月７日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 
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 提案理由ですけども、本案は、白井市公民館運営審議会委員の任期が、平成２５年５月３１日をもっ

て満了となるため、新たに委嘱するものでございます。 

 裏をご覧ください。今回のメンバーは１２名でございます。１２名のうち６名が新任ということにな

ってございます。この名簿でいきますと、３番の髙山富栄さん、厚生保護女性会の方から新たに髙山さ

んの推薦がございました。また、４番目の中村貞雄さんにつきましても、高齢者クラブの方から新たに

中村さんの推薦をいただきました。６番目の鈴木さん、８番目の大熊さんにつきましては、それぞれの

公民館利用者の代表の方から新たにこの方の推薦がありましたので、今回、新たに任命したということ

のご提案でございます。１１番目の学識経験者につきましては、藤澤泰子さんを今回新たに任命したい

と思っております。この方は青尐年の教育に精通しておりまして、教育相談や家庭相談、児童厚生員等

を行っておりまして、幅広く家庭教育に精通しております。１２番目の木村さんにつきましては、市民

公募でございます。４月１５日から３０日まで広報等で周知をしまして、公募を行いました。その結果、

２名の方の公募がございまして、今回は木村さんを委員として選任したいと思っております。理由です

けども、会社を退職され団塊シニア層ということで、地域や公民館利用に興味を持っておられ、これか

らいろいろなご意見をいただきたい、こういうようなことを踏まえまして公募委員として選任をしたい

と思っております。公民館運営審議会の委員の業務ですけども、公民館におけます各種事業の企画実施

について調査、審議することが公民館審議会委員の役割でございます。委員構成は、今回も１２名で考

えてございます。会議は、平成２５年度は年間３回を考えております。以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございます。ただいまの説明について、ご質問がありましたらお願いい

たします。 

○髙城委員 市民公募２名ということで、もう一名の方はどのような方でしょうか。また、会議の

開催場所はどこになりますか。 

○笠井生涯学習課長 もう一名の方は年齢が７０歳台で、ニュータウン地区にお住まいの方でござ

います。会議の場所については市役所で行うことを考えております。以上です。 

○石亀委員長 ほかにいかがですか。 

○米山教育長 記載の方法ですが、西白井公民館代表というのは、公民館の代表者はこの方ではな

いと思います。西白井公民館の中で利用者団体連絡協議会というのがあるから、利用者団体連絡協

議会の代表なのか、利用者団体連絡協議会から推薦を受けた方なのか、この書き方だと、この方が

代表だと思われてしまうところがあるのではないのか。 

○笠井生涯学習課長 公民館の利用者団体連絡協議会の会長さんを通して選んでもらった方ですの

で、表記につきましては誤解のないような標記の仕方に訂正いたします。 

○石亀委員長 ほかにありませんか。 

 では、特にないようでしたら、議案第４号について原案のとおりに決定することでよろしいでし

ょうか。 
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〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 では、議案第４号は原案のとおりに決定いたしました。 

                                              

     ○協議第１号 白井市教職員ハラスメント対応マニュアルの策定について 

○石亀委員長 それでは、協議事項に入ります。 

 協議第１号「白井市教職員ハラスメント対応マニュアルの策定について」、説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 協議第１号「白井市教職員ハラスメント対応マニュアルの策定ついて」。白井市教職

員ハラスメント対応マニュアルを別添のとおり策定する。平成２５年５月７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、白井市教職員ハラスメント対応マニュアルを策定するため

協議するものです。これは，千葉県教育委員会として，平成１１年４月１日に「職場におけるセクシ

ャルハラスメント防止に関する要綱」が制定されました。その中で「学校における教職員と生徒のセ

クハラに関する相談については，本要綱を準用する。」とありまして，学校においては，この要綱に

基づいて運用していました。また，平成２５年４月１日に「職場におけるパワーハラスメント防止に

関する要綱」が制定されました。そこで，県教育委員会から，各市町村教育委員会で「パワーハラス

メント防止に関する要綱等」を制定するように指示がありました。教育委員会としましては，県教育

委員会で制定された「セクシャルハラスメント・パワーハラスメント防止に関する要綱」では，特に，

任命権者である県教育委員会が，懲戒処分などの教職員の進退に関わる権限と服務・監督権者である

市町村教育委員会のすみ分けがはっきりとしていないために，新たに「教職員におけるハラスメント

対応マニュアル」を策定しました。６「ハラスメントの相談と対応」の（３）「事情聴取後の対応」

がそれにあたります。また，白井市には，過去「セクシャルハラスメント防止マニュアル」があり，

平成２４年度に「白井市職員ハラスメント対応マニュアル」が策定されました。 

 今回のマニュアルは，この白井市のマニュアルと県教育委員会からだされた，２つの要綱を参考に

して策定しました。学校に勤務する市職員である用務員や補助教員等については，７「その他」の

（２）にありますが，白井市のマニュアルを適用します。以上でございます。 

○石亀委員長 この協議第１号について、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

○米山教育長 県の内容は、「教職員におけるハラスメント対応マニュアル」でしたか。 

○田代教育部長 違います。「職場におけるパワーハラスメント防止に関する要綱」です。 

○米山教育長 教職員におけるハラスメント対応というと、ハラスメントを防止するためのマニュア

ルなのか、ハラスメントが起きた場合にどうやって対応するかというマニュアルなのかによって若干

違うと思いますが。下に「働きやすい職場環境づくりのために」とありますが、であるのであれば、

防止マニュアルなのかなという感じもします。中を読むと、防止もあり、対応もあるので、その辺の

タイトルがどうなのかなと。各委員さんのほうはどうですか。 

○小林委員 両方含むとしたならば、対応のほうが広い意味ではないかと思います。 
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○石亀委員長 対応のほうが広いですよね。これを読む限りにおいては、まず、職員にハラスメント

というのはどういうものであるかということをはっきり定義づけているということ。まずそれを知る

ということが大事だというふうに思いました。また起きてしまった場合、受けたと思った場合にどう

すればいいかということと、見たときにどうすればいいのかということの方法を明確にしたというこ

とですね。防止のためになる基本を示したということにもなります。こういう問題が次々に起きてい

るということは、何がハラスメントにあたるかということをわかってないからなのかなと、これを読

むことによって知るということもあると思いますが、対応ということだと、起きて以降の印象になり

ますか。 

○小林委員 先ほどの６番の（３）番で、悪質な、懲戒処分に該当するというような、そういうこと

が起きてしまった場合というか、そういうことが意識されて対応、予防、今までの防止、その内容の

普及については、今まで県のマニュアルを準用していたわけでもう間に合っているわけですね。こう

いう懲戒処分に該当するようなことが出た場合に、市としてどうするかということではないかと思い

ますので、対応のほうがいいのかなと思います。 

○米山教育長 ４番がハラスメントの防止、６番がハラスメントの相談と対応ということになってい

るので、基本的な姿勢は防止なんだろうけども、今回は６番が、懲戒処分もあり得るよということで、

その対応の方法を、記載したほうを重く見てということ。 

○石亀委員長 対応するからには何に対して対応するのかということをその前に掲げているというこ

とですね。ハラスメントマニュアルということでは、ちょっと焦点が抜ける気がしますね。 

○米山教育長 そうですね。 

○石亀委員長 ハラスメントとは何かということを定義した上で、起きたときはどうするかというこ

とを考えると、対応でいいのだろうかということですね。 

○小林委員 ハラスメントはどういうものかについては、既に周知しているわけですね。 

○田代教育部長 周知はしておりますけども、こういうふうに明文化しているのはないものですから。

先ほど言ったように、県でつくられている要綱も、白井市でつくられているのは対応マニュアルもほ

ぼ同じような構成です。 

○石亀委員長 ６の（３）の、先ほどご説明いただいたところですけれども、ほとんどの教職員の方

は県の職員ということになりますよね。ということは、そういう中で起きた場合は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第３８条の規定に基づいて県のほうに内申するということで、市職に限っ

てはそうではないということですか。 

○田代教育部長 市職については市のほうで採用になりますので、それにつきましては市の規定に沿

って掲げています。 

○石亀委員長 ほかに。 

 では、ほかにないようであれば、教職員におけるハラスメント対応マニュアルということでいくと
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いうことですね。協議第１号についは原案のとおり決定するということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 では、原案のとおりに決定いたしました。 

                                              

     ○協議第２号 市民プール開設期間及び利用時間の変更について 

○石亀委員長 協議第２号「市民プール開設期間及び利用時間の変更について」、説明をお願いいたしま

す。 

○笠井生涯学習課長 協議第２号、市民プール開設期間及び利用時間の変更につきまして、ご提案いたし

ます。平成２５年度市民プール開設期間及び利用時間について別紙のとおり設定する。平成２５年５月７

日提出。白井市教育委員会教育市長 米山一幸。 

 提案理由ですけども、指定管理者の方から、市民プール開設期間及び利用時間について、変更の提

出がございましたので、今回協議をいただいて承認をいただくものでございます。 

条例では、７月第２日曜日から９月第１日曜日までが条例上の開設時期でございます。今回、指定管

理者から提案がありましたのは、７月１日から９月の第３月曜日まででございます。今年のカレンダ

ーで見ますと、７月１日から９月１６日まで、７８日間です。条例では、今年のカレンダーで見ます

と、７月１４日から９月１日までの５０日間ですから、２８日間の期日の延長になります。利用時間

につきましても、午前９時から午後４時３０分までが条例上の時間でございます。今回、指定管理者

から午前９時から午後５時までということで、３０分間の延長の申し出がございます。変更理由につ

きましては、利用促進を図るためということになってございます。 

 プールの開放時期が増えることによりまして、例年暑いですから、プール期間が長くなることによ

りまして、市民の利用促進とスポーツ振興と体力の向上につながる。指定管理者からしますと、期間

が延長することによりまして、営業収益が見込むことができるというふうな形でございます。 

 なお、指定管理料につきましては、平成２５年度の指定管理料が２,３１０万円ですので、これにつ

いては期間の延長と時間の延長をしても変更はございません。２４年度は９月の第２日曜日まででし

た。今回、第３月曜日ですから、８日間延びております。なお、昨年度も第１日曜日から第２日曜日

までということで７日延長しまして、その期間に、去年の場合は２,６３４人増えています。以上でご

ざいます。 

○石亀委員長 ありがとうございます。ご質問はありませんか。 

 これは条例があるということですけれども、指定管理者から今年度についてはという提案でしょう

か。 

○笠井生涯学習課長 指定管理者から、２５年については７月１日から９月の第３月曜日までという

ことで提案がありました。２４年度も、延長時間については９時から５時まで提案されています。期

間については、去年は７月１日から９月第２日曜日までということで、今年度は８日間延長されてい
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ます。これは毎年、指定管理者から提案がございます。以上です。 

○石亀委員長 では、条例そのものを変更するということではなくて、指定管理の方の申し出によっ

て、その都度検討をしていくということですか。 

○笠井生涯学習課長 白井市民プール設置及び管理に関する条例がございまして、この中で市民プー

ルの開設期間及び利用時間は定めてありますが、ただし、指定管理者は必要があると認めるときは教

育委員会の承認を得て変更することができますので、今回提案するものです。 

 以上です。 

○石亀委員長 わかりました。 

 ほかに質問はありますか。 

○髙城委員 ほかの市町村の例でいいますと、利用時間はどのくらいなんでしょうか。 

○笠井生涯学習課長 詳しいデータは持ってないですけども、おそらく９時から、暑い時期というの

は結構夕方まで暑いですから、おそらく５時ぐらいまでやっているところも多いだろうということで、

指定管理者から提案があったと思います。そういう近隣の実績も踏まえて、指定管理者から提案があ

ったものというふうに考えております。以上です。 

○石亀委員長 条例に従って、変更することができるということで、もし皆さんからこの期間に延長

するということに異議がなければ、このとおりに決定してもよいかどうかということですね。 

○笠井生涯学習課長 教育委員会の承認を得ることになりますので、承認をいただければ、２５年度

については時間と期間を延長させていただきたいと思っています。 

○石亀委員長 協議第２号について原案のとおりに決定することで、皆さん、よろいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、協議第２号は原案のとおりに決定いたしました。 

                                              

     ○報告第２号 白井市学校評議員の委嘱について 

○石亀委員長 それでは、報告事項に入ります。報告第２号「白井市学校評議員の委嘱について」、お願

いいたします。 

○田代教育部長 報告第２号「白井市学校評議員の委嘱について」。白井市教育委員会は、白井市立小

学校及び中学校管理規則第１０条第３項により、白井市学校評議員を別紙のとおり委嘱する。平成２

５年５月７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、校長の推薦により、学校教育の充実及び特色ある学校づくりの推進のため、委

嘱するものです。裏面をご覧ください。平成２５年度学校評議員委嘱候補者一覧でございます。１４

校の学校のほうから４６名の評議員の推薦をいただきました。今回の教育委員会議を経て正式に教育

委員会で委嘱させていただきます。見方は、初とあるのが新規でございます。１とあるのは再任が１

回目ということですので、要するに２年目になります。そのように見ていただきたいと思います。３
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年目以上、いわゆる３という数字がついた以上の方については事前に協議書を出していただいて、問

題なければ再任を認めているところでございます。一番多いのは、桜台中学校の佐久間さんで９回に

なります。桜台中学校は野坂さんも２回目で、新旧が両方入るということで、あえて校長先生のほう

で学校の変遷を見ていただいてご意見をいただいたり、新しい人に入ってもらってご意見いただくと

いうような考え方で推薦をいただいている学校もありますし、大山口中学校のように、全て入れ替え

をして意見をいただくという学校もありますが、校長の学校経営に関するご意見をいただくものです。 

○石亀委員長 ありがとうございます。ただいまの説明について質問等がありましたらお願いいたし

ます。 

○髙城委員 評議員は各学校何名とか決まっていますか。白井中ですと、初の方が２人いらっしゃる

ので増えているのかなと思います。 

○田代教育部長 設置要綱がございまして、その中で定数は５人以内です。白井中は５人で推薦をい

ただいています。 

○石亀委員長 多くいろいろな学校にご支援いただける方がいらっしゃるということはとてもいいこ

とだと思います。毎年、点検・評価などでも話題になりますけれども、学校評議員の皆さんに十分活

躍していただけるような場を設けていただければという希望はあります。 

 皆さんから特にご意見等なければ、学校からの推薦ということで、この学校評議員候補者の皆さん

には、ご活躍をいただきたいと思います。報告ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 では、報告第２号について終わります。 

                                              

     ○報告第３号 白井市学校体育施設開放運営委員の任命について 

○石亀委員長 報告第３号「白井市学校体育施設開放運営委員の任命について」、ご説明をお願いいたし

ます。 

○笠井生涯学習課長 報告第３号、白井市学校体育施設開放運営委員の任命について、白井市学校体育

施設開放運営委員を白井市附属機関条例第４条の規定により、別紙のとおり任命する。平成２５年５

月７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、学校体育施設開放運営委員の任期が平成２５年３月３１日をもって満了となるた

め、新たに任命するものでございます。裏側になりますが、今回、２５年、２６年度、２カ年の委員

１８名を委嘱させていただきたいと思います。任期は平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日

まででございます。１番から１４番までは学校関係者の教頭先生でございます。１５番が体育協会か

ら推薦のあった方です。１６番、１７番がスポーツ推進委員、１８番がスポーツ尐年団ということで、

この委員構成につきましては、規則で委員構成の選任が定めてありますので、規則にのっとりまして

１８名の方を委嘱するものでございます。なお、年２回の会議を予定しております。以上です。 
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○石亀委員長 ただいまの報告について、質問等ありましたらお願いいたします。よろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 毎年のことですので、質問等なければ、報告第３号について終わりたいと思います。 

                                              

     ○報告第４号 白井市スポーツ推進委員の委嘱について 

○石亀委員長 続きまして、報告第４号「白井市スポーツ推進委員の委嘱について」、ご説明をお願いい

たします。 

○笠井生涯学習課長 報告第４号「白井市スポーツ推進委員の委嘱について」。白井市スポーツ推進委

員をスポーツ基本法第３２条第１項の規定により、別紙のとおり委嘱する。平成２５年５月７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、スポーツ推進委員の任期が平成２５年３月３１日をもって満了となった

ため、新たに委嘱するものでございます。 

 裏をご覧ください。今回、２６名の方を委嘱させていただきたいと思っております。任期が２５年

４月１日から平成２７年３月３１日でございます。スポーツ推進委員の職務は、スポーツの推進のた

めの事業実施、連絡調整を行うこと。スポーツ活動の促進のための事業に関すること。主には、総合

型地域スポーツクラブです。白井市には現在３つほどございます。桜台、南山、大山口、この３つが

現在ございまして、４つ目の白井中学校区のほうに総合型地域スポーツクラブの立ち上げの準備を行

っております。その中心的な組織がスポーツ推進委員の活動でございます。そのほか、スポーツの普

及のための各種教室、講座を行っております。今回、２６名ということで、平成２４年度は２４名で

した。しかし、今年度から白井中学校区に総合型地域スポーツクラブの推進を図るということで、２

名ほど増員するということで、今回、２６名の方を委嘱させていただきたいと思っております。以上

です。 

○石亀委員長 ただいまの説明について、質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょ

うか。 

 では、報告ですので、これで終わります。 

                                              

     ○報告第５号 平成２５年度「特色ある学校づくり事業」学校別計画事業及び 

            予算配当について 

○石亀委員長 報告第５号「平成２５年度『特色ある学校づくり事業』学校別計画事業及び予算配当につ

いて」、説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 報告第５号「平成２５年度『特色ある学校づくり事業』学校別計画事業及び予算配当に

ついて」。平成２５年度の特色ある学校づくり事業について、各学校より事業計画が提出され、これに基

づき予算を配当したので報告する。平成２５年５月７日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 
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 中を１枚めくっていただきたいと思います。見開きの左側のほうが実際の予算配当です。右側のほうが

計画書になってございます。２５年度の予算でございますけども、１校あたり報償費が５万１,０００円、

消耗品費が８万円で、合計１３万１,０００円で、１４校分の金額を計上したところでございます。これ

を基本的な金額として各学校の申請に基づいて割り振りをしたものでございます。 

 表の見方ですけども、例えば第一小学校を見ていただきたいと思います。歌声いっぱい白井市第一小学

校の報償費が３万６,０００円、消耗品費が２万５,０００円、合計６万１,０００円。花・作物いっぱい

ブルキナファソ友好活動で報償費が２万１,０００円、消耗品費が７万８,０００円、合計が９万９,００

０円でございます。２つの事業を合わせて報償費が５万７,０００円、消耗品費が１０万３,０００円、合

計が１６万円となっています。そういう形で上がってきたものを、今度は左側のページを見ていただいて、

報償費のほうは２つ合わせて５万７,０００円、消耗品費については、ほかの学校との兼ね合いを考えま

して７万４,０００円、合計が１３万１,０００円配当するという形で予算配当をさせていただきました。

ほかの学校については、見ていただいたとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

○石亀委員長 ありがとうございます。ただいまの説明について、質問等ありましたらお願いいたします。 

計画としては長く続けていると思いますが、特に今年、特徴があるというか、新しく事業を設けた学校と

いうのはありますか。見る範囲では、大体同じような活動を伝統的になさっていると思います。 

○田代教育部長 伝統的な活動としては、白井第一小学校の、ブルキナファソと交流で、ネリカ米と

かを植えているという部分とか、池の上小学校の演劇活動、桜台小学校の吹奏楽の部分です。中学校

では、どうしてもキャリア教育との兼ね合いが非常に多くて、例えば地域の社会人を呼んで話を聞く、

そういった部分があります。あと特徴があるのは、大山口小学校の人間関係づくりで、ピアサポート

という部分であります。また、福祉や思いやりを中心に活動している学校もあります。以上でござい

ます。 

○石亀委員長 ありがとうございます。皆さんから質問等ありませんか。 

 それでは、特色ある学校つくり事業ということで、それぞれ子ども達の成長のためにいろいろ活動

されているようですので、こちらは報告として受けたいと思います。 

 報告第５号については終わります。 

                                              

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 

                                              

      

○石亀委員長 ほかにありますでしょうか。 

 それでは、特になければ、以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 

 次回会議は、６月４日の予定です。お疲れさまでした。 

 


