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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２５年８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．委員報告 

 ４．教育長報告 

 ５．議決事項 

    議案第１号 平成２５年度教育費補正予算について 

 ６．報告事項 

    報告第１号 準要保護児童・生徒の認定について 

 ７．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 

                                             

○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 
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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８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。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 

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

                                              

     ○委員報告 

○石亀委員長 委員報告を行います。各委員からありましたらお願いいたします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○石亀委員長 教育長報告をお願いいたします。 

○米山教育長 前回の教育委員会議７月２４日以降の報告をさせてもらいます。 

 ７月２７日土曜日、房総アドベンチャー出発式がありまして、子ども達は無事に６泊７日を過ごし

ました。途中熱射病ぎみになった子が休んだところがありましたが、全員元気に帰ってまいりました。

後日子ども達の感想文、報告書が上がってくると思います。また、白井中学校区に総合型スポーツク

ラブが設立されましたので、同日、２時から設立総会に出席いたしました。これで市内全域にスポー

ツクラブができたということで、総合型スポーツクラブの目的、どこでも、いつでも軽スポーツを楽

しめるということで、市内全域網羅されました。会員の増強が必要なので、各委員のほうにも、会員

の増強等にご協力をいただきたいと思います。 

 ８月１日に医師会の先生と面会をいたしました。就学指導委員会と給食運営委員会の委員について、

医師会からの推薦が決まっておりませんので打ち合わせをいたしました。３日、印旛地区尐年の日・

地域のつどいが開催されました。印旛地区の青尐年相談員が一堂に集まり、子ども達の地域のつどい

ということで、三輪車競争が開催され、暑かったんですけども、熱射病等なく無事に終了いたしまし

た。青尐年相談員の方には準備から全てやってもらい、大変ありがたいと思いました。同日、社会教

育振興大会が開催されました。この中で、社会教育委員、赤城さんと井川さんと佐藤さん、３名が表

彰されました。大変長い間、社会教育委員として社会教育の振興にご尽力いただきました。４日、白

井コミュニティセンターであそばね会のお別れ会に出席いたしました。福島から来ている実行委員さ

んに聞きましたら、伊達市でもまだ３地区に区分けして除染をしているんですけども全て終わってい

ないというような状況で、大変だなというように思っております。以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。ただいまの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。特になければ先に進みます。 
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○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りますため、非公開

がよろしいと思われますが、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 平成２５年度教育費補正予算について 

○石亀委員長 これから議事に入ります。公開案件から先に行います。 

 議案第１号「平成２５年度教育費補正予算について」、各課の補正がありますので、事業ごとに説明と

質疑を行っていきます。 

 まず、ナンバー１、教育総務課の補正内容について説明をお願いいたします。 

○五十嵐教育総務課長 議案第１号になります。「平成２５年度教育費補正予算について」。白井市教

育委員会は、平成２５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２５年８月６

日提出。白井市教育委員会教育長 米山一幸。 

 ９月補正の予算要求額につきましては、中学校の管理運営に要する経費で３１万３,０００円の補正

額になっております。内容につきましては、七次台中学校の屋外環境管理業務、砂塵の関係で臨時職員

を雇用して対応したいということで計上させていただきました。昨年度、平成２４年度８月から２５年

３月までの間で七次台中学校の砂塵の対策ということでグラウンドの改修整備工事を行いました。改修

したところですけれども、先般のタウンミーティングにおきましても、七次台中学校の砂塵対策が出て

おりました。そこで、臨時職員を雇用してということで検討したところでございますけれども、実は昨

日、財政課のヒアリングを行いました。ヒアリングの内容については、昨年、工事をして整備したとこ

ろであり、時期尚早ではないか、再度、地域との協議も必要ではないのかということでした。グラウン

ド整備を行うにあたりましては、地域との協議を進めてきたわけでございますけども、整備後の協議と

いうのはまだ行われていないのであれば、市民参加をお願いできるような取り組みを協議してもらいた

いということでした。ということで、ヒアリング結果から、この部分はなしということになります。本

件は取り下げということでお願いします。 

○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。 

○米山教育長 取り下げということでいいですね。 

○五十嵐教育総務課長 はい。 

○石亀委員長 では、取り上げということで。それでは、次にナンバー２について説明をお願いい

たします。 

○五十嵐教育総務課長 小学校管理運営に要する経費、補正額１２万円、まちづくり寄附金になり
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ます。白井シニアライオンズクラブ、山口様、若倉様、白井あすなろライオンズクラブの２氏、２

団体から１２万円のまちづくり寄附金をいただきました。まちづくり寄附金ですけども、その用途

については、寄附者の意向を尊重しております。意向については、白井第一小学校の所有する楽器

等の修理費に使用してほしいということでいただいておりますので、１２万円を補正するものでご

ざいます。 

○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。 

○米山教育長 そうすると、これは白井第一小学校だけに使うのか、また、歳出だけの補正になっ

ているけども、歳入というのは、寄附金というのはどこに入るのか。歳入の補正は財政課でやるん

ですか。 

○五十嵐教育総務課長 歳入につきましては、財政課のまちづくり寄附金の充当にあたります。歳

出につきましては、小学校の管理費経費の１２万円ということで、今回、白井第一小学校というこ

とで希望されておりますので、白井第一小学校の楽器修繕ということで予算計上させていただきま

す。 

○石亀委員長 ほかに質問はありませんか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次にナンバー３について説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 教育センター室の教育相談員報酬の２７万円の補正に関する説明をいたします。

補正額としては、１日当たり９,０００円で、３０日分の２７万円になります。現在４人の相談員が

おります。相談員は週１日勤務しており、１回の相談時間は２時間程度、１日二、三人の相談をし

ております。市役所の教育相談室で来所相談、または電話相談がほとんどで、家庭訪問や学校訪問

する時間がなかなかとれません。 

 なお、昨年度は小中学校とも不登校児童生徒が減尐しましたが、本年度、小学校は大きな変化は

ありませんが、中学校では不登校生徒が現段階で倍増しています。また、７月まで５０日以上の欠

席者は、小中学生合わせて２８名います。本来であれば、学級担任を中心に家庭訪問等を行うとこ

ろですが、不登校児童生徒の中には学校の先生を拒否するケースも尐なくありません。 

 そんな状況の中、学校や保護者から訪問相談を希望するケースが増えてきました。そこで、教育

相談員が自分の担当する曜日以外に学校でケース会議を行ったり、家庭訪問を行ったり、ヤングハ

ートしろい（適応指導教室）に行って子ども達の様子を見たり、保護者の面接を行えるようにした

いと考えております。本年度は残り半分なので、１人七、八回、合計約３０回の家庭訪問や学校訪

問を行い、不登校児童生徒の保護者や子ども達が教育相談室やヤングハートにつなげ、学校復帰が

できるよう増額補正をお願いするものでございます。 

○石亀委員長 ただいまの説明について、質問がありましたらお願いいたします。 

○小林委員 現在は週１日勤務して、また別の日に行くための費用ということですね。 

○田代教育部長 そうです。１日、月曜日、火曜日はこの先生と決まっておりますので、それ以外
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に、例えば水曜日に訪問をお願いしたいという形で対応できるような状態を始めたいと思います。 

○小林委員 それは学校の要望に応じて、自由にすぐ対応するための方策ですね。 

○田代教育部長 そうです。保護者や学校の要望に応じて対応できるような状態をとっていきたい

と思っております。 

○小林委員 わかりました。 

○石亀委員長 今いらっしゃる相談員の皆さん全員で対応できる体制が整いそうだという見込みで

すか。 

○田代教育部長 実際に４人の先生が担当しておりますので、児童生徒とつながりのある先生の訪

問を考えています。保護者の方が、全く知らない人が来られるよりも、事情のわかる先生が来られ

たほうが家庭でも助かりますし、学校も、その先生がじかに行って、担任の先生との話し合いがで

きる状態をとっていければと思います。 

○米山教育長 これだけ読むと、不登校対策のための日数増に見えるんだけど、教育相談の中には

不登校以外の相談もあると思うので、今回は不登校を中心とした、そのほかの相談に対応するため

の日数増加なのか、不登校に絞った形の日数の増加なのか、その辺はどうなんですか。 

○田代教育部長 本年度、不登校が中学校で増えています。先ほど申したとおり、５０日以上が２

８名と言いましたけども、１学期間は８０日しかありませんので、５０日以上休むということは、

全欠ではないんですけども、ほとんど来てない状態です。不登校をもっと減らしていきたいという

のが主な趣旨でございます。 

○石亀委員長 予算の範囲内ではおさまらない訪問回数も出てくるかと思うんですが、そのあたり

についてはどうですか。 

○田代教育部長 積極的な教育相談をやりますので、要望等があるかもしれませんが、指導主事が

おりますので、指導主事も対応していく形をとれればと思います。 

○石亀委員長 わかりました。ほかに質問ありますでしょうか。 

 それでは、次、ナンバー４について説明をお願いいたします。 

○笠井生涯学習課長 社会体育施設管理運営事業でございます。１３節委託料の２００万６,０００

円でございます。補正の理由ですけども、南山公園にテニスコートが３面ございます。平成２年に

建設され２３年が経過しまして、経年劣化や災害の影響からコートの随所に亀裂や剥離が生じてお

り、利用者から、修理していただきたいという要望が上がっております。このような中、地域の元

気臨時交付金というのがございまして、これに今回の改修設計も含めた改修工事が該当するという

ようなことが決まりましたので、９月補正で、まずは実施設計としまして２００万６,０００円を計

上させていただくものでございます。改修工事につきましては、平成２６年度に予定をしておりま

す。ハードコートからオムニコートといいまして、人工芝のコートに変わる予定です。理由は、ハ

ードコートですと、足腰に負担がかかってしまうことから、なるべく土に近い、人工芝コートに変
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えまして、足腰に負担のないコートに変更していきたいということでございます。 

 ２００万６,０００円の内訳ですが、主に測量業務と設計業務で２００万６,０００円のほうを計

上させていただきたいというふうに思っております。南山コートにつきましては、３面ございまし

て年間１万7，０００人の方が利用されているというような状況でございます。収入におきましても、

約７４万円の利用料の収入がございます。 

○石亀委員長 ただいまの説明について、質問がありましたら、お願いいたします。 

○小林委員 他にも改修予定があると思うんですけども、古さからいって、この南山テニスコート

が最優先されるような状況にあるということですね。 

○笠井生涯学習課長 中木戸公園につきましては、昭和５７年度につくりまして、本年度に改修工

事を行います。次に古いのが南山公園の平成２年ということで、随時、その状況に応じまして、で

きれば改修工事等を進めていきたいと考えております。 

○小林委員 わかりました。 

○石亀委員長 オムニコートというのは、メンテナンスの面ではどうですか。 

○笠井生涯学習課長 ハードコートのほうが水はけとか、そういう面では楽ですけども、足腰の負

担というのは、オムニコートのほうがいいです。水はけに対しては、ちょっとハードよりも劣りま

すけれども、これも保水性があります。ハードコートには劣りますけども、管理面では非常に安価

にできます。 

○石亀委員長 ほかに質問ありますでしょうか。 

○髙城委員 ハードコートとオムニコート、学校ではどちらを使っているんですか。 

○笠井生涯学習課長 学校は、おそらく土だけのコートですので、クレーというんですか、土のコ

ートが主で、人工芝でも何でもないと思います。 

○石亀委員長 ほかにありませんか。 

○米山教育長 元気臨時交付金について、若干説明してください。 

○笠井生涯学習課長 これは内閣府の関係で、公共投資をして地方の活性化に充てようということ

で国のほうがつくった制度でございます。平成２４年度の補正予算額でいくと、１兆４,０００億円

くらい充てると、地方のほうに経済活性化ということで、尐し経済をよくしようという補助金でご

ざいます。今回は、生涯学習課だけでなく、市でも、建物とかいろんなものに関して今回対象とい

うことで充てるようになっております。地域経済活性化と雇用創出というのをひっくるめて地域の

元気臨時交付金というものにしております。経済の活性化が主な内容だと思います。 

○石亀委員長 ほかにこの件について、質問はありますでしょうか。よろしいですか。 

 次にナンバー５とナンバー６は関連がありますので、あわせて説明をお願いいたします。 

○黒澤文化課長 文化会館についての文化会館管理運営に要する経費、補正額７４万９,０００円で

ございます。内訳でいきますと、７節賃金といたしまして６４万９,０００円、１９節負担金及び交
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付金、これは臨時職員等の保険料の負担金等でございまして、これが１０万円、合わせて７４万９，

０００円になります。補正理由でございますが、文化会館につきましては、大ホールと中ホールが

あるわけでございますが、通常、職員３名と舞台、照明、音響関係につきましてはスポット的に委

託を行いまして運営をしているわけでございますが、７月１７日から、職員１名が休職となったた

めに１０月から臨時職員を雇用したいので補正をお願いするものでございます。 

次に、１節諸収入、補正額３,０００円でございますが、これにつきましては臨時職員の雇用保険

の雇用者本人の負担ということで、歳入のほうとして３,０００円が計上されております。 

○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

すか。 

 それでは、次にナンバー７について説明をお願いいたします。 

○黒澤文化課長 同じく文化会館関係でございますが、債務負担行為の設定ということで、金額的

なものにつきましては、平成２６年度、新年度歳出になるわけでございますが、内容について説明

いたします。債務負担行為の設定額につきましては、３１５万円でございます。文化会館の自主事

業について、平成２６年５月４日に劇団四季によります公演の打ち合わせさせてもらっているとこ

ろでございますが、公演契約を締結するにあたりまして、債務負担行為の設定を行うものでござい

ます。年度当初から事業を円滑に進められるように、翌年度の事業につきまして債務負担行為の設

定を行うものでございます。 

○石亀委員長 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。 

 今までこういう形で年度初めに公演を行う場合は、行えなかったという現状があったと思うんで

すけれども、今後、どういうふうになっていくんでしょうか。年度当初の公演が今後もあるとする

と、こういう形でしばらくやるんでしょうか。 

○黒澤文化課長 これまでは、当該年度の４月以降に予算をいただきまして、それから自主事業に

ついての打ち合わせ等を行っておりましたので、事業は年の後半のほうに集中しており、各会議な

どで、年間通してというような意見が出ておりました。今回、こういう話がありましたので、５月

で、前半でございますので、予算をとってからだと実施に向けてすぐできませんので、債務負担行

為の設定をさせていただくものです。今後につきましては、全てそうかというと、いろいろ難しい

部分もございます。その都度、ケース・バイ・ケースによって対応をさせていただきたいと思いま

す。 

○米山教育長 そうすると、債務負担行為というのは、来年の契約は本来できないんだけれども、

債務負担行為を設定することによって、劇団四季と２５年度中に契約をして、事業準備を進めて２

６年度に事業実施ができるようにすると考えていいんですか。 

○黒澤文化課長 予算の執行は新年度になりますが、それ以前に契約行為等を進めていくための債

務負担行為の設定ということでございます。地方自治法の２１４条に、地方公共団体が債務を負担
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する行為をするには予算で債務負担行為を定めておかなければならないという規定がございますの

で、それに伴って行うものでございます。 

○米山教育長 この劇団四季については、市Ｐ連から話がありまして、子ども達にぜひ劇団四季の

公演を見せてやりたいと。子ども達枠をつくってほしいという要望があります。入場料について、

子ども料金を無料にするのかどうかまた議論が必要だと思いますけども、子ども枠を設定した上で

劇団四季の公演というように考えております。 

○石亀委員長 直接この件ではないんですが、以前に文化会館の自主事業については、基金的なも

のをつくって、いつでもいいものがあったときに実施できるようにしたいというような意向があっ

たように思うんですが、それについては、何か動きはあるんでしょうか。 

○米山教育長 いろいろ検討した結果、基金の設置は難しいという結論に現在のところなっており

ます。基金自体の運用が難しい上に、基金をつくるための財源をどうするか。財源だけでなく基金

を設置してもなかなか運営は難しいということで、代わる策、同等の策として債務負担行為の設定

ということで、一定の内容が決まった段階で今後も債務負担行為を設定していく。債務負担行為を

設定することによって、例えば２年後の公演についても契約ができるし、単年度だけでなくて、先

を見通した市民のリクエストにも応じられる、子ども達のリクエストに応じられるような公演を債

務負担行為によって設定をしていくということで、現状では、基金の設置はなくなったというよう

に思っていただいて結構です。 

○石亀委員長 わかりました。それでは、債務負担行為設定という形で、今回、劇団四季による公

演というのが最初の例という形になりますか。 

○黒澤文化課長 そうです。 

○石亀委員長 わかりました。ありがとうございます。ほかに質問はありますか。 

 それでは、ないようでしたら、次に移ります。ナンバー８について説明をお願いいたします。 

○黒澤文化課長 図書館関係でございます。補正額につきましては１３６万５,０００円ということ

で、電算の委託料でございます。補正理由でございますが、現在、図書館の電算システムについて

は５年間の長期契約ということで、平成２１年から２６年、来年の４月までということで、電算シ

ステムが長期契約で契約されております。今後、２６年の４月以降でございますが、更新ではなく

てリースをしたいというふうに考えているところです。その中で、契約満了の前に、来年の４月末

前に、ＯＳと言われていますが、ＷｉｎｄｏｗｓのＸＰのサポート期間が終了することになります。

これによりまして、セキュリティ上の安全性の確保のために、サポート終了前にＯＳをアップデー

ト、アップグレードという言い方もされていますが、セキュリティの安全性を確保するために本年

度中にアップグレードさせる必要があることから補正するものでございまして、図書館で使われて

います、各センターで使われていますパソコン５５台につきましてのアップグレードさせるための

補正額でございます。４月前ということで、１月から２月頃にかけて、３週間程度かけましてアッ
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プグレードしていくということで補正をお願いするものでございます。 

○石亀委員長 ただいま説明について、質問がありましたら、お願いいたします。特にありません

でしょうか。それでは、ナンバー１から８まで、８件の案件について説明をいただいたわけですが、

全体について改めて何か質問、ご意見がなければ、この議案全体についてお諮りしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 ナンバー１の案件につきましては、財政課とのヒアリングの結果、取り下げという話がありまし

たので、２から８までの案件について原案のとおりに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 それでは、議案第１号は、ナンバー１は取り下げということで、ほかは原案どおり

に決定いたしました。 

                                              

非公開案件    ○報告第１号 準要保護児童・生徒の認定について 

                                              

     ○その他 

○石亀委員長 それでは、そのほか、何かありますでしょうか。 

○笠井生涯学習課長 ２点ほどございます。１点目は、第６４回印旛郡市民体育大会の最終結果です。

前回は、７月２２日現在が第５位というご説明していますけども、最終的には第４位です。得点が８

０点の、４位ということです。前回が３位で１０２点とっておりましたので、２２点低かったという

状況です。これはおそらく組み合わせもあると思うんですけども、今後、点数が落ちたところについ

ては強化が必要というふうに思います。 

２点目は、ワールドそろばんフェスタ２０１３が白井市で開催されます。財団法人全国珠算連盟、

白井そろばん博物館が、日本の教育文化の振興とふるさと意識、地域の活性化を目指して開催するも

のです。期日は８月２５日、白井コミュニティセンターで行われます。教育委員会も後援という形で

応援していきたいと考えております。 

○石亀委員長 ほかにありますか。 

○田代教育部長 お手元に資料がいきましたけども、青尐年海外派遣につきまして、８月１７日から

２７日まで、１０泊１１日で例年のように派遣をいたします。児童生徒は２２名になります。そのほ

か、引率職員として大山口中学校の松井校長先生が団長で、副市長も参加します。受け入れにつきま

しては、９月１９日から２７日でございます。また日程等、細かい部分がわかり次第、教育委員のほ

うにはお知らせしたいと思います。 

○髙城委員 派遣のほうで白井中の生徒さんはいらっしゃらないんですか。 

○田代教育部長 残念ながら、本年度は希望者がおりませんでした。 
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○髙城委員 たくさん希望者がいて、その中から選んだとか、そういうのはあるんですか。 

○田代教育部長 本年度は２２名で、予定よりも尐ない、３０名の予定が２２名でしたので、希望し

た児童生徒については、基本的には全員、希望どおり行くという形になっております。 

○小林委員 以前と比べると希望者が尐なくってきているという状況にあるということですか。 

○田代教育部長 希望者が尐なくなってきているのは事実でございます。受け入れをある程度条件に

しておりますので、そういった部分も一つあるかと思います。 

○石亀委員長 ホストファミリーを募集する広報が出ていたんですけども、その辺は、例年、スムー

ズにやれているんでしょうか。 

○田代教育部長 なかなか難しいところでございますけども、何とか受け入れはできる状態でおりま

す。 

○石亀委員長 それでは、他に質問がないようですので、以上をもちまして、本日の日程は終了いたし

ました。次回の定例会議は、９月３日火曜日です。本日はお疲れさまでした。 

 


