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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２５年７月２４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．議決事項 

    議案第１号 平成２６年度使用教科用図書の採択について 

 ７．協議事項 

    協議第１号 白井第三小学校校舎増築について 

    協議第２号 ＣＤレコーディングに伴う文化会館の利用料金について 

    協議第３号 白井市立小中学校における体験入学について 

 ８．報告事項 

    報告第１号 契約の締結について 

    報告第２号 白井市文化センター運営協議会委員の委嘱について 

    報告第３号 教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定について 

    報告第４号 準要保護児童・生徒の認定について 

    報告第５号 教育長の代決について 

 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 

   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          田代 成司 
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   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７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５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。髙城委員と石垣委員お願いいたします。 

                                              

     ○前回会議録の承認 

○石亀委員長 前回会議録の承認を行います。訂正等があるようでしたらお願いいたします。 

 特にないようですから、先に進みたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

                                              

     ○委員報告 

○石亀委員長 委員報告を行います。前回の会議から今日までの間で報告事項がありましたらお願い

いたします。 

○石垣委員 ７月６日に白井コミュニティセンターの産業まつりに行ってまいりました。白井コミュ

ニティセンターは、事業者も利用できる唯一の施設として位置づけられており、事業者が出店する白

井ふるさとまつりのミニ版として産業まつりが昨年度から開催されております。今年は参加者数も出

店者数も昨年を上回り、特に子ども達の参加が多く、約１,２００名が参加し大盛況でした。このよう

に、市内にいろいろな事業者がいるというのを知る機会も必要ですので、大変評価できると思います。 

 続いて、学校訪問について、本年度新規に着任された校長先生、または本年度で退任される校長先

生の小中学校５校を教育委員で訪問してまいりました。夏休み前ということもあって、読書活動推進

委員補助教員を活用した授業、図書紹介が行われて、熱心に聞き入る様子がうかがわれました。ＡＬ

Ｔとの授業では積極的に参加してネイティブな発音にも反応している様子がありました。また、算数

の情報機器を活用した授業では、図形などに取り組む姿も見られて、授業展開もさまざま充実してき

ているなという実感を得てまいりました。また、新規採用教員の授業も見てまいりましたけれども、

落ち着いた雰囲気で授業が展開されていて大変よかったと思います。以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。他にありますか。 

○小林委員 小学校の運動会に行ってまいりました。私は清水口小学校に行きましたが、子ども達が

本当に熱心に活気ある活動をしていて非常に感動いたしました。私は午前中いっぱいいたんですが、

実は午後に竜巻が起こってテントに被害があったということでした。昨今の天候の急変では何が起こ

るかわからりませんので、十分注意しなければならないということがわかりました。以上です。 
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○石亀委員長 ありがとうございました。他にありますか。 

 では私からですけれども、７月８日、青少年問題協議会に出席いたしました。田代部長もご一緒だ

ったんですけれども、青少年問題協議会というのは、市長を会長に、市議会議長、学識経験者、行政

関係機関の方、１４人で構成されています。７月８日の協議会では、青少年の放課後の居場所づくり

についてというテーマでした。駅前児童館で行われている駅前遊学と、白井コミュニティセンターで

行われている白井自悠館を実施している２組の方々が来られまして、現状について、どういうことを

やっているか、どういう人が参加しているかというお話がありました。また、白井の青少年の現状に

ついてということで、青少年の皆さんが何人ぐらいで、どういう感じで過ごしているかというお話も

伺った上で、今の若者の居場所をどういうふうにしていけばいいかということを、参加された皆さん

のそれぞれの立場からのご意見が出され、行政としてはどういうふうに若者の居場所を広げていった

らいいか、考えていったらいいかということの意見を出し合うという会になりました。いろいろなと

ころで協力し合って、どういう体制づくりをしていくかというのは、これからの大きな課題だろうと

思います。 

○石亀委員長 他にありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○石亀委員長 米山教育長から報告をお願いいたします。 

○米山教育長 前回、６月４日の定例教育委員会議以降の報告をさせていただきます。 

 ６日、７日に一般質問がありまして、教育委員会関係は、素田久美子議員から、公共施設における

バリアフリー化の推進ということで、各施設、学校を含めたバリアフリー化の質問がありました。鳥

飼議員から、冨士センターの指定管理について質問がありました。石井恵子議員から、文化芸術振興

のさらなる推進についてということで、文化会館を中心とした芸術文化の振興についての推進的な立

場での質問がありました。天下議員から、冨士中学校建設予定地についてということで質問がありま

した。６月８日土曜日、七次台小学校と清水口小学校の運動会に行ってまいりました。９日日曜日、

市民大学校の入学式がありました。今回も抽選ということで、３学科の入学式を行いました。１５日、

駅前センターで開催された生け花フラワーアレンジメント展に行ってまいりました。２２日土曜日、

印旛郡市少年野球大会が本市の運動公園で開催され出席いたしました。同日午後から文化会館中ホー

ルで文化財講演会が開催されました。２４日、２５日、２日間にわたりまして学校長の目標申告を実

施いたしました。２７日に議会が閉会いたしました。２８日、市Ｐ連主催の長期休業対策研修会が開

催されました。通学路の安全対策等についてＰ連のほうで確認をいたしまして、市のほうに安全点検、

改修の要望等が上がってくると思います。同日１１時、市民プールのオープンに先立ちまして、市民

プールの安全祈願祭に出席いたしました。同日午後から、千葉市で開催された県都市教育長会議に出
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席しました。７月３日、障がい支援サークル、つみきの会に田代部長と担当職員と一緒に出席いたし

ました。６日土曜日、印旛郡市市民体育大会の開会式が開催されました。本年度は本市が開催市であ

り、開会式と結団式に委員長と出席いたしました。タウンミーティングにつきましては、７日が冨士

センターと複合センター、１３日、１４日は桜台センター、公民センター、駅前センター、白井コミ

ュニティセンターで開催され出席いたしました。タウンミーティングでの教育委員会にかかわる質問

については、その他の中で部長のほうから質問の内容等について報告させていただきます。１０日、

白井第三小学校に教育委員の皆さんと一緒に学校訪問をさせていただきました。同日午後から文化セ

ンター４館の運営委員の委嘱状交付式がありました。１２日教科用図書採択協議会が開催され、委員

長と出席いたしました。教科書については本日の議題となっております。１６日、南山小学校の学校

訪問、１７日、桜台小学校と清水口小学校の学校訪問に皆さんと一緒に訪問させていただきました。

１９日、佐倉市で開催された印教連教育長会議に出席いたしました。本日午前中に、いじめ防止推進

法にかかわる勉強会ということで協議会を開催いたしましました。今後、いじめ防止対策推進法に係

わる市の方針等について検討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した。委員報告、教育長報告について質問等がございましたらお

願いいたします。ないようでしたら、先に進みます。 

                                              

○石亀委員長 非公開案件についてお諮りいたします。 

 議案第１号「平成２６年度使用教科用図書の採択について」は公正な審議の確保を図るため、また

報告第１号「準要保護児童・生徒の認定について」及び報告第５号「教育長の代決について」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。 

                                              

     ○協議第１号 白井第三小学校校舎増築について 

○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。 

 協議第１号「白井第三小学校校舎増築について」お願いいたします。 

○田代教育部長 まず、クラス数につきまして協議させていただきます。教室を６教室という形で考

えております。理由につきましては、今後の南園地区の開発を予想いたしました。南園地区が開発され

た場合、大体５０％の開発と考えていったときに、年間大体１００戸程度の開発が進むだろうと。その

中から児童数の割合を出して、０.４５を掛けていきますと、約１学年４から５名ずつ例年増えていき

ます。そうしましたところ、平成３０年度におきましては、教室が現教室よりも６クラス足りなくなる

だろうという形で計算いたしました。ですから、平成３０年度に対応できるようにしていきたいと。３

１年度以降については、逆に５クラス、現在より少なくなります。ピークが３０年度になるということ
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で予想しておりますので、６クラスという形にしたいと思います。いかがでしょうか。 

○石亀委員長 皆さん、いかがですか。 

                〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 これからの開発の見込みをもとに最大６教室は必要であるということで、最大限できる

限りの設計ということで、６教室ということで決定をしていく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、クラス数については６クラスに決定します。 

○五十嵐教育総務課長 続きまして、資料をご覧いただきたいと思います。先般の教育委員会議におき

まして、教育委員の皆様にご意見をいただきまして、Ａ、Ｂ、Ｃの提案をさせていただきました。その

中で、教室については６クラス、今後必要だろうと。そして配置につきましても、Ａ、Ｂ、Ｃをご提示

しましたけれども、隣地への日陰の関係が懸念されるということで、今回、その後ろのページになりま

すけども、ＤとＥとＦという３案をご提示させていただきたいと思います。 

 それでは、Ｄ案でございますけれども、既設校舎から同じ並びで３クラス分が並びます。しかしなが

ら、この３クラスが、既設の校舎と書いてありますけれども、そこが３階建てになりますけれども、既

設側の校舎が３階、その真ん中が２階、隣地側の普通クラスが１階と、３、２、１という階段のような

校舎の建設をして隣地への日陰を対応してございます。駐車場に建設することで、現在の駐車場が２８

台ぐらいつぶれるようなことになりますので、今後、なくなった駐車場をどうにか確保するということ

が問題になります。また、太い点線で書いてありますけれども、消防活動及び緊急車両の通路というこ

とで、まず６メートルぐらいは敷地の中に確保する必要がありますので、それも確保はできております。

また、生徒動線につきましては、破線で書いてありますけれども、昇降口を設けて、道路側から体育館

と駐車場のスペースから、間を通って入ってくるというようになります。 

 続きましてＥ案でございますけれども、既設校舎からグラウンドを浸食して、その分をつぶしてグラ

ウンド側に向いて校舎を建設するというような案でございます。既設が３階ですけども、２階の３列、

２階で６クラスというような向きでございます。また、消防等の確保はできておりますけれども、駐車

場がつぶれる、グラウンドがつぶれるという弊害があります。また、隣地側に廊下を設けるということ

で、児童の声が隣地のほうに漏れる、また、窓になりますので、隣地のほうに、プライバシーの関係か

らも、配慮が必要なのかなというふうに思っております。 

 Ｆにつきましては、駐車場の部分、既存体育館と校舎の部分の隣地側になりますけれども、全部を使

って３階建てのクラスを２棟造るというような配置でございます。これにつきましても、駐車場が全部

つぶれるということがありますし、隣地側に窓等が必要になってきますので、そこのプライバシーの関

係等も配慮しないといけないのかなというふうに思っております。 

 また、今後、この建物の関係でご意見をいただきまして、学校への説明、隣地の自治会等の説明とい

うことを行うことで今予定しているところでございます。 
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 また、普通教室に関しまして、各３案とも独自に増築部分の昇降口、トイレ、配膳というところで考

慮しております。教材とか、スペース的に設置しているところもございますけれども、共通して、昇降

口、階段、トイレ、配膳というところで、附属的なものを整備したいというように考えております。た

だしながら、学校等にも意見を聞いておりますけれども、配膳については、既存の校舎の配膳室に対応

できるのではないかというようなご意見もいただいておりますので、今後、その部分は駐車場スペース

が足りませんので、そちらのほうに代替していくとか、さらに学校との協議を進めていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

○石亀委員長 質問等がありましたらお願いいたします。 

○米山教育長 Ｄ、Ｅ、Ｆ案の中から教育委員会議として選ぶということですか。 

○五十嵐教育総務課長 はい、そうお願いできればと思います。 

○石亀委員長 Ｄ、Ｅ、Ｆ案の中から選ぶということです。皆さんから質問ありますか。 

○小林委員 こういう建物の関係は、隣地との関係が後で問題になることが考えられますので、校舎の

向きがグラウンド側になっているＤ案が一番いいんじゃないかと思います。 

○石亀委員長 ほかの皆さんからはいかがですか。 

○髙城委員 私も小林委員と同じで、グラウンドもつぶさずに、駐車場も、Ｆ案は全部つぶれますけれ

ども、駐車場も半分ぐらい残っているということ、現校舎と向きも同じでバランス的にはいいし、隣地

にも声も一番漏れないような造りだと思いますので、Ｄ案でいいと思います。 

○石亀委員長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

 学校側からは、この件については何か具体的な話はありましたでしょうか。 

○五十嵐教育総務課長 先般、この図面の案を提示させていただきまして、校長先生からご意見をい

ただきました。学校長からは、３案の中で最終的にはＤ案が一番いいのではないかという意見をいただ

いております。その中でも、今お話がありましたように、隣地との関係、やはり隣地側に窓があったり、

声が漏れるような設置の案では迷惑が掛かる、隣地との説明の中でも意見が相当出るのではないかとい

うことを懸念されるということがありました。また、先ほどあったような配膳室の設置を市としては検

討したわけですけれども、既存の配膳室で対応できるのではないか、その配膳室のスペースを駐車場に

確保してもらいたいというふうなお話がありました。以上でございます。 

○石亀委員長 ほかにいかがでしょうか。それでは、今までのお話の中ではＤ案がいいのではないかと

いうこと、学校側からの要望としてもＤ案が望ましいということですが、特に皆さんから反対のご意見

等なければ、そのような方向でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、皆様からのご意見のもとに、Ｄ案でということで決定していきたいと思

います。 
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     ○協議第２号 ＣＤレコーディングに伴う文化会館の利用料金について 

○石亀委員長 協議第２号「ＣＤレコーディングに伴う文化会館の利用料金について」説明をお願いいた

します。 

○黒澤文化課長 協議第２号「ＣＤレコーディングに伴う文化会館の利用料金について」ということで、

関係者から要望書がきておりますので協議するものでございます。 

 市内団体のシンクスより、ピアニスト田中正也さんのＣＤレコーディングに要する文化会館の大ホー

ル利用料金についての協力依頼がありました。今回のＣＤ録音につきましては、シンクスが協力して行

うこと、また、作成した販売用のＣＤパッケージにはＰＲといたしまして、白井市文化会館の大ホール

並びに市のスタインウェイのピアノが掲載されることから、利用料金について協議をお願いするもの

でございます。 

 利用日につきましては、８月２８日、２９日の全日２日間になっております。協力依頼文書のほうで

は３日間になっておりますが、現状においては２日ということで聞いているところでございます。 

 協議事項の１点目でございますが、主催者の取り扱いということで、ピアニストの田中正也さんにつ

きましては市外の方でありますので、通常だと市外料金の５割増しということで、条例のほうで決まっ

ておりますので、市外料金ですと、施設使用料、附帯設備を足しますと３６万３０円ということになり

ます。市内料金ですと、施設使用料と附帯設備を合わせまして２７万９２４０円ということになります。

通常ですと市外ということでありますが、シンクスが共催するということで、市外扱いではなく市内扱

いとしたいと考えておりまして、そのことについて協議をお願いするものでございます。 

 協議事項の２点目でございますが、施設・附帯設備の料金について協議するものでございます。案の

１につきましては、施設・附帯とも３割減免ということで、案の２につきましては５割減免した金額で

ございます。根拠でございますが、使用料の減免につきましては、白井市文化会館の設置及び管理に関

する条例施行規則第１１条第４号で、教育委員会が必要と認める額は減免ができるということになって

おります。まず、３割減免の根拠でございますが、条例８条別表第３項の３で、練習のため舞台のみ使

用する場合は、施設使用料のみ、７割の額を徴収するとあります。これは観客席も使わないので、舞台

のみとして７割を徴収、３割を減額するという解釈でございますが、今回の場合もＣＤの録音というこ

とでお客さんが入るわけじゃございませんので、練習ではなくて本番ではあるんですけども、舞台のみ

の使用ということなので、３割の減額という、ここでいう７割の徴収でいいのかなというふうに判断し

ているものでございます。 

 案２でございますが、５割の根拠につきましては、同じく施行規則におきまして、市教育委員会の承

認を得て共催で使用するときは５割にすることができるという条文がございます。施設を利用するわけ

ではございますが、共催ということでやるわけで、最終的にはＣＤを販売したりすると思いますので、

営利を目的ということになりますので、共催という形は難しいかなという判断はしておりますが、冒頭

説明しました、教育委員会が必要と認める額は減額できるということになっておりますので、５割の根
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拠ということで、案ということで出させていただきました。 

 規則のほうの使用料の減免という１１条の中で、３号に、公共的団体又は公益的団体が、市又は教育

委員会の承認を得て共催で使用するとき、５割に相当する額を減額できる。４号ですが、その他教育委

員会が特に必要あると認めるときは、教育委員会が必要と認める額を減免できると、このようになって

おります。そのようなことから、案１として３割、案２としまして５割ということで、案を出させてい

ただきました。説明は以上でございます。 

○石亀委員長 質問がありましたらお願いします。 

○黒澤文化課長 補足ですが、田中正也さんですが、既に市のほうでは、昨年の１２月、クリスマー

スコンサートをやっておりまして、今年の５月にはスプリングコンサートを実施しております。さらに

また、来年５月には文化会館のほうでコンサートを行いたいということでお話は伺っております。 

○石亀委員長 田中さんは、かなり広い場で活躍されている方のようですね。 

○小林委員 この使用日ですけれども、土日とか競合するときではなくて、基本的に空いているときと

いうことで理解してよろしいでしょうか。 

○黒澤文化課長 土日は結構利用率は高いわけですが、ちょうど平日の２日間を予定させてほしいと

いうことで伺っているところでございます。 

○小林委員 今回要望書が出てきたということで使用料について協議しますが、今後他の方からもある

と思いますので、将来的にはきちんと作らないと公平にならないと思いますので、その点を考えていた

だきたいと思います。 

○石亀委員長 シンクスの申請として受けていいかということですが、これはシンクスのほうからの要

望ですか。自分たちが申請するので市内扱いにしてほしいというご希望でしょうか。 

○黒澤文化課長 田中さんは市外ですが、シンクスと共催ということで聞いておりますので、市内扱

いでよろしいのかなということでお願いしているところでございます。 

○小林委員 営利目的の普通の演奏会であったならば普通と同じ料金でいいと思うんですけれども、ホ

ールが空いているときということで、その有効活用ということもありますし、田中さんが白井市外の方

ですけれども、白井に貢献している、そういうようなこともありますので、減免を考えていいと思いま

す。 

○石垣委員 シンクスさんが共催するという話と、減免をするという話は別に分けて考えたほうがいい

と思うんです。シンクスさんが共催するので市内扱いにするという話が１本あって、それから、シンク

スさんと田中さんが共同でやる録音事業に対して、市が承認して減免するという話はまた別なので、分

けて考えたほうがわかりすいんじゃないですか。 

○石亀委員長 いかがでしょうか。協議事項１と２を分けて考えていくという方向でいきましょうか。

では、まず申請をどうするか、どちらが申請者として考えるかということについていかがですか。 

○石垣委員 そういう側面であれば、文化会館の回転率を上げるという意味でも、施設を有効活用する
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という意味でも、料金設定を利用しやすくするというのはいいと思うので、今回の申請を機に、市民団

体と共催、コラボレーションしてやる事業に対して考慮するというのはいいと思います。 

○米山教育長 今までで市外の方と市内の方が共催で実施して、市内料金の対応でやったことはありま

すか。 

○黒澤文化課長 今までは共催というか、同時申請でやってきたのはないということです。今回が初

めてです。 

○米山教育長 であれば、市内の音楽団体と市外の人の共催ということであれば、市内料金の申請を受

け付けても可能なのかなというように思います。各委員から出ているように、ホールの有効活用、また、

市内の、シンクス含めて、市のＰＲ含めた会館の有効活用を考えた場合は、市内料金で受け付けること

も可能であるというように思います。 

○石亀委員長 １点確認ですが、ＣＤ製作にあたっては、レコード会社がかかわるということですよね。

これについては、プロがいるということだと思うんですけれども、その辺については、問題はないと考

えていいんでしょうか。 

○黒澤文化課長 そちらのほうにつきましては、田中さんの関係のプロの方が全てやっていくという

ことでございますので、あくまでも会館は、舞台、ホールの貸し出しとピアノとかの関係が会館のもの

を使用し、あとは田中さんのスタッフが全部やっていただくことになります。 

○石亀委員長 ほかに意見はありますか。では、特にないようであれば、市内団体の共催ということで、

文化会館の有効利用、そういうこともできるということを皆さんに知っていただくという意味もあるか

と思いますので、皆さんのご意見をもとに、市内の申請という扱いで今回は受け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 次に協議の２点目、この後の減免についてどういう扱いにするかということですが、案

としては、３割あるいは５割という案が出ていますがこちらについていかがでしょうか。 

○米山教育長 客席を使わない場合は７割徴収との規定がありますので、５割の減免にするのは厳しい

と思います。舞台とピアノだけを使って客席を使わないということなので、７割徴収、すなわち３割減

免が適当ではないかなと思います。 

○小林委員 賛成します。 

○石亀委員長 皆さん、いかがですか。 

〔「賛成です」と言う者あり〕 

○石亀委員長 こちらの３割の根拠ですけれども、規定には練習のためという言葉があるので、その辺

はどうかなという気がします。今後その辺は考えていくということはありますか。 

○米山教育長 練習のためという言葉が入っていますけれども、専有している部分が舞台とピアノだと

いうことであれば、物理的には使っている場所が同じなので、反対に練習のためという規定を削る方向
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で検討させてもらって、今後も本市の音響設備をＰＲし、ＣＤ等のレコーディングの申し込みが市外含

めてあった場合については、有効活用していきますので、練習のためという文言について、事務レベル

で検討した上で教育委員会議にかけたいと思います。 

○石垣委員 追加で申し上げると、案２の５割の根拠のところに、市又は教育委員会の承認を得て共催

で使用するとき５割となっていますけれども、別の資料を見ますと公共的団体又は公益的団体となって

いますので、シンクスさんが該当するかどうかというのは、また審議しなければいけないのかなという

ふうに思います。 

○米山教育長 シンクスが公益的団体かどうかの判断の前に、今回は教育委員会の共催はありませんの

で本案件については５割にする事由が見当たらないということになります。公益団体か公共団体かとい

うのは、また判断をすると。一定の判断基準としては、社会教育認定団体というのがありますので、社

会教育認定団体については、今後公益団体にするかどうか。なぜかというと、社会教育認定団体につい

ては、公民館の利用料を減免しているのが現状ですので、その辺も含めて、出てきた案件ごとに協議を

したいと思っております。 

○石亀委員長 よろしいでしょうか。新しい使い方をしていくということで、より活性化されるという

メリットがこれから出てくると思います。細かいことについては、その都度、協議をしていく、事務局

側の協議はこれから必要になってくるかと思いますので、その点をこれからまた考えていっていただけ

ればと思います。皆さん、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石垣委員 今協議された決定をもって、どこかに反映されるわけですか。 

○石亀委員長 今回の件が前例として残るかということですか。 

○石垣委員 この条例は変わらないんでしょうけど、今後、料金設定が変わるとか、具体的にどういう

感じで反映されるのかなと思ったんですが。 

○米山教育長 今回の結果を見ますと、協議１、市内、協議２、３割減免なので、おおむね規則どおり

の裁量に当たるというふうに思いますので、規則の変更、条例の変更には影響を及ぼしません。ただし、

練習のためというのが、範囲が狭められているので、有効活用する上には、この練習のための文言が今

後の検討課題になるということで理解をしてもらいたいと思います。 

○石亀委員長 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、協議第２号につきましては、基本料金としては市内、そして減免は３割減免

にすることで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、そのように決定いたします。 
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     ○協議第３号 白井市立小中学校における体験入学について 

○石亀委員長 協議案第３号「白井市立小中学校における体験入学について」説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 協議第３号「白井市立小中学校における体験入学について」。白井市立小中学校にお

ける体験入学の対応について別添のとおり定める。平成２５年７月２４日。白井市教育委員会教育長 

米山一幸。提案理由。本案は、白井市立小中学校の体験入学の対応について定めるために協議するもの

です。本案につきましては、海外の学校へ就学している児童生徒が夏季休業中に来日したり、オースト

ラリアとの青少年交流事業以外で海外の児童生徒が一時的に来日した際、市内の小中学校での授業の体

験を希望する児童生徒が増えてきました。本年度は、６月末から７月にかけて小学校で４校、中学校で

４校、体験入学をしております。体験入学の際、登下校や体育の授業、部活動でのけがについては、日

本スポーツ振興センターでの保険が適用になりません。また、給食を希望する場合には給食費を支払っ

ていただくことにもなります。学校の事情によって一時的に受け入れが不可能という場合もございます。

そこで、これまでは体験入学に関するものにつきましては、保護者及び保護者の代理人となる保証人や

祖父母を含めた代理人の方が学校と協議をして、例えば給食費や教材費等の支払い、または登下校等の

事故の責任等につきまして、保護者のほうで保険の負担等をお願いしておりました。それについては、

学校長と口約束で行っていました。ところが、先ほど申したとおり、体験入学する児童生徒が増えたこ

とや、中学校での部活動体験を希望する生徒が増えていて、けが等が発生することが非常に予想されま

す。そこで、口頭ではなくて書面にて、そういったけが等の責任の所在、給食費とか教材費の費用に関

することについて、保護者と教育委員会とで契約をとっていきたいという形で、本案を作成いたしまし

た。手続きにつきましては、希望する方は保護者や代理人が教育委員会へ連絡をしていただいて、希望

する学校と期日を伺い、教育委員会と学校とで協議していきます。その後、児童生徒が来日した後、本

人と保護者、または代理人がパスポートと体験入学許可申請書を教育委員会に提出いただく形になりま

す。その申請書をもとに、受け入れ予定校と審査協議をします。その結果をお伝えし、受け入れ可能の

場合は体験入学許可通知書を発行いたします。その後、体験入学開始前日より、保護者や代理人が指定

された学校に行って、体験入学許可通知書を提示して、体験入学に係る具体的な相談をするという流れ

になります。お手元の資料の中に許可申請書がございます。これは保護者または代理人が提出するもの

でございます。 

 最後のページにつきましては、体験入学許可通知書、これは教育委員会が保護者に提出するものでご

ざいます。なお、本案が可決しましたら、一般に周知するため教育委員会のホームページに掲載して周

知をしていきたいと思います。以上でございます。 

○石亀委員長 協議第３号について、質問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。 

 そういうお子さんが夏休みに長期にいらっしゃるとかありましたが、今、アレルギーだとか、いろい

ろな細かい事例がありますので、こういう体験入学について、責任の所在であるとか、口約束ではなく
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て、こういう取り決めがきちんとあるということは、より過ごしやすくするための一つの方法でもある

のかなという気はします。体験入学の対応について、一つの決まったものがあるのは、とてもいいこと

だと思います。皆さんいかがですか。 

○小林委員 基本的に、こういうことも一つの交流になるのでいいと思うんですけれども、学校の立場

に立って考えた場合に、例えばこの市で対応できないような国のお子さんで、通訳が必要だとか逆に要

望があってしまうと学校も困るので、学校も許可するときにこの点では無理なのでということをはっき

り言えるような形になっていたほうがいいんじゃないかと思います。 

○田代教育部長 そういった部分がありますし、今後、インフルエンザ等の問題もあったりして、そ

ういった部分でも情報をしっかりとりながら、はっきりとしていく。そのために教育委員会が間に入っ

て、学校長が直接やるよりも、やりやすいという形になります。 

○石垣委員 児童生徒の国籍は、どこに書くんでしょうか。 

○田代教育部長 在籍校、現住所欄でも結構でございます。その辺がわかりづらいのであれば、記入

例に載せておきます。 

○石亀委員長 申請書については、わかりやすい形でやっていただければと思います。 

 それでは、学校だけの負担ではなく、教育委員会が窓口になるということで、双方にとって負担がな

く、楽しい交流ができるような形で体験入学ができるようにしたいと思います。 

 では、協議第３号については、そのような対応でやっていただく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 それでは、よろしくお願いいたします。 

                                              

     ○報告第１号 契約の締結について 

○石亀委員長 報告第１号「契約の締結について」説明をお願いいたします。 

○五十嵐教育総務課長 報告第１号「契約の締結について」。七次台小学校の校舎改修工事につきまし

て、教育委員会議で議案として報告させていただきました。前回のときに落札者が決定されていません

という話をさせていただきました。その後、再度入札を行いまして、相手方が決定しましたので、議会

に報告して承認をいただきました。それにつきまして報告させていただくものでございます。 

 １枚めくっていただきますと、議案第５号となってございます。これにつきましては、議会に上程し

た資料でございます。市長から議会のほうに付議した議案でございます。 

 契約の目的が七次台小学校校舎改修工事、契約方法は指名競争入札でございます。２回目、一般競争

から指名して競争入札になっています。契約金額は３億２,９７０万円です。契約の相手方は、千葉市

中央区中央三丁目３番１号、前田建設工業株式会社千葉営業所です。 

 議会に上程したのが６月１３日でございますけれども、入札の開札日が６月４日でございます。そし

て、入札回数は１回でございます。契約の締結日から、工期のほうは２６年１月１４日までという工期
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になってございます。工事図面のほうは前回ご説明したとおりでございます。 

今現在、どのくらいまで進んでいるかというのを説明させていただきます。準備・調査が６、７月に

棒線が入っていると思いますけれども、この部分が終了しまして、契約から、市と前田建設、それと学

校と毎週、定期的な打ち合わせを実施してまいりました。その中で、学校の校長先生、教頭先生も出席

いただきまして、お互いに情報を共有しながら現場の調整をさせていただいております。 

 続きまして、仮設の関係ですけども、現在、現場事務所が正門から入って右側、すぐグラウンドに入

るわけですけども、桜並木がありますが、そこに現場事務所、それと倉庫の建設が終了しております。

今後、機材を置く仮囲い等が夏休み期間中に早急に設置する予定でございます。 

 続きまして、内部の関係なんですけれども、現在、廊下部分は全部シートが張られて、養生がされて

おります。それと、階段スペースのビニールのシートを全部はがし終わっております、階段スペースに

つきましては、廊下部分の照明器具の撤去等が完了しております。それと、大きな仕事になろうかと思

っておりました職員室を体育館への移動というのが、終業日以降に、２日間にわたって行いまして終了

しており、職員室の機能が体育館に全部移動しております。職員室の内部の改修が今後行われる予定で

ございます。それと、特別教室の備品類につきましても、特別教室の理科室の部分、そういうものにつ

いては倉庫のほうに移動しているところで、終了しているところがあります。また、音楽室等の備品に

ついて、今移動をしているところでございます。防水の関係は、今後になります。外部の足場の関係も、

これからの設置でございます。その他で、職員管理部門の体育館移動、特別教室等の機材の移動という

のが終了しているような状況でございます。 

 定期的に毎週何曜日ということで現場で打ち合わせをしておりますので、学校のほうには、学校の先

生、特に教頭先生にご迷惑を掛けているんですけれども、１週間に１回、定期的打ち合わせに出席して

いただきます。今後、音の出るもの、子どもに影響が出るものにつきましては、８月いっぱいに終了し

たい。また、土日につきましては、できるだけ音が出ないように、近隣の住民の皆さんに影響がないよ

うに、避けるということでやっております。今そういう状況で事が進んでおります。以上でございます。 

○石亀委員長 ただいまのご説明について、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。 

 それでは、報告ということですので、こちらは報告としてお受けいたしまして、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１号については終わります。 

                                              

     ○報告第２号 白井市文化センター運営協議会委員の委嘱について 

○石亀委員長 報告第２号「白井市文化センター運営協議会委員の委嘱について」説明をお願いいたしま

す。 
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○黒澤文化課長 報告第２号「白井市文化センター運営協議会委員の委嘱について」。白井市教育委員会

は、白井市文化センター設置条例に基づき、別紙のとおり委嘱する。平成２５年７月２４日提出。白

井市教育委員会教育長 米山一幸。本案につきましては、文化センター運営協議会委員の任期が２５

年６月３０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。 

 構成メンバーにつきましては、６月に承認いただきました図書館、文化会館、郷土資料館、プラネ

タリウムの協議会の代表者並びに知識経験を有する者ということで、条例のほうで構成比が決まって

いるものでございます。新委員につきましては、２番目の髙花さん、４番目の平田さん、７番目、８

番目の森さん、松上さんが新規でございまして、その他の方につきましては留任ということで委嘱を

お願いするものでございます。以上でございます。 

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

 特によろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 白井市文化センター設置条例に基づいて委嘱されたということで、報告をお受けする

ということでよろしいですね。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、報告第２号については終わります。 

                                              

     ○報告第３号 教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定について 

○石亀委員長 報告第３号「教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定について」説明をお願

いいたします。 

○五十嵐教育総務課長 報告第３号「教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定について」。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１９条第８項の規定による教育行政に関する相談に関する事

務を行う職員の指定について、白井市教育委員会行政組織規則第８条第１項の規定により別紙のとおり教

育長が代決したので、同条第３項の規定によりこれを報告する。平成２５年７月２４日提出。白井市教育

委員会教育長 米山一幸。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が平成２５年６月１

４日に交布されました。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の１９条第８項では、教育委員会

は事務局職員のうち所掌事務にかかわる教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し、こ

れを公表することになっておりましたが、今回の改正で公表するという義務づけが廃止されました。

すなわち職員を指定するという文言だけで終わりになりました。この法律は、教育委員会が住民から

意見、要望等に的確に対応する観点から、この相談窓口を明示して、いわゆるたらい回しをなくすと

いうことで、適切に関係部署に引き継いで、迅速かつ的確な対応を図るという趣旨のものです。これ

まで担当者の事務分掌の中で業務を明示しておりましたが、教育委員会で指定を受けておりませんで

した。今回、法律の改正がありましたので、それを受けまして、今回、職員を指定させていただきま
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した。指定する職員として教育総務課総務班の副主幹、伊藤祐子ということで指定させていただきた

いと思います。以上でございます。 

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

 それでは、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、質問がないようですので、ただいまの報告第３号については終わります。 

                                              

     ○その他 

○石亀委員長 公開案件の中でのその他の事項がありましたらお願いします。 

○田代教育部長 平成２５年タウンミーティングについて報告いたします。７月７日、１３日、１４

日にかけて合計６カ所でタウンミーティングが行われました。タウンミーティングにつきましては、

各自治会からの事前に要望、質問を受け付けております。それに対する回答、当日参加者からその場

で提言、質問があります。それにつきまして、教育委員会にかかわるものについて報告をさせていた

だきます。 

 冨士センターでは、通学路問題が主に出ました。西白井複合センターでは、七次台中の砂塵の問題

と中木戸公園の開放の問題。あと、マラソンサイクリング大会についての質問が出ております。七次

台中の砂塵については、今後、自治会と教育委員会、学校で打ち合わせをして、対応策について協議

していく形をとります。桜台センターでは、通学路の問題と運動公園の開放の問題、あとは桜台中の

あじさいが早く切りすぎているので何とかしてほしというような問題が出ました。公民センターでは、

第二小学校地区の通学路の整備ということで、通学路についての要望が多く出ました。駅前センター

では、ボールが使える場所を何とかできないかということが出ました。実は南山小学校が昨年度まで

放課後の使用は禁止していました。笹塚地区の児童の増加によって学童の数がだんだん増えてきてし

まったので、様子を見るということで禁止したんですけども、ある程度安定してきているので、学童

と相談をして、本年度からは放課後はグラウンドが使えるようになっております。また、学校にある

陶芸用の窯の整備についてということで、学校の窯を一般開放しているんですけども、壊れているの

で修理してほしいという要望です。学校では窯を使っておりませんので修繕する予定はない。コミュ

ニティセンターで貸し出ししているので、そちらを使ってくださいということで回答しております。

 また、図書館関係について、図書館開館の、祝日、休日について何とかできないかということのご

意見もいただいています。白井コミュニティセンターでは、通学路問題について多く出ました。 

 なお、通学路問題につきましては、県から派遣された警察関係の方とＰＴＡと一緒に通学路を点検

し、その後、ＰＴＡのほうから意見が上がってくるという形になっております。以上でございます。 

○石亀委員長 タウンミーティングについて説明をいただきました。質問がありましたらお願いします。 

 特になければ、その他で何かありますか。 
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○田代教育部長 それでは、白井第三小学校の事故報告をさせていただきます。７月１６日、１２時１０

分頃、４階の４－２組の廊下に貼ってあった書写の作品及び掲示物が延焼したということです。状況でご

ざいますけども、１２時５分に給食の準備に取りかかったときに、同じ階の５年生の子ども達がトイレか

ら帰る途中にそれに気づき、担任が消火器で消火活動を行いました。その後、４－２組の子ども達はベラ

ンダに出て、ほかの教室から校庭に避難いたしました。４－２組の給食に消火器がかかり食べられなくな

ったので、給食センターに１クラス分の予備がありましたので、そちらを配送してもらいました。事故現

場については、４－２組です。これは給食の配膳室の真ん前です。この時間帯子ども達は配膳のために教

室に基本的には入っています。教室の中にまで消火器が入ったということで、そのクラスの給食が駄目に

なりました。その後、発生後の処理という形で、印西警察署、消防署が現場検証を行いました。その日の

うちに保護者向け文書で火事の事実だけを伝えております。原因については、今のところはっきりしてい

ないということで報告を受けております。 

 校長の所見が出ておりますけども、今後については、校内点検、見回りの強化をし、子ども達には１９

日に説明し、保護者あてにも文章が出ています。今後は、夏休みですのでなかなか難しいんですけども、

子ども達の様子を見ながら、必要に応じてはスクールカウンセラーの要請をするという形で対応していき

たいということでございます。以上でございます。 

○石亀委員長 この件について何かありますか。 

○髙城委員 現在教室は通常どおり戻って使っているんですか。 

○田代教育部長 翌日は通常どおり教室で授業を行いました。この後の処理につきまして、多少壁が黒く

なっていることと、掲示板が焼けましたので、保険を適用して修繕をしていく形になります。 

○石亀委員長 他にありますか。 

○田代教育部長 事業仕分けの日程につきましてご報告いたします。お手元に事業仕分けタイムスケジュ

ールをお配りしております。８月１７、１８日、２日間にわたりまして事業仕分けがございます。教育委

員会では、生涯学習課、文化課、学校教育課の事業がございますので、報告いたします。 

○石亀委員長 今年はこういう内容が仕分け対象になっているということですね。わかりました。他にあ

りますか。 

○黒澤文化課長 図書館関係で、年度別蔵書点検結果について報告いたします。年に１回、蔵書点検を行

っておりますが、今年も６月１８日から２２日まで、５日間、蔵書点検を行いました。その結果でござい

ますが、２５年度での蔵書数は５７万８,０２１件ということで、昨年比で４,３４１点の増になっており

ます。不明数でございますが、３９８点ということで、前年度より約３０点減っております。過去、６年

のデータでいきますと、平成２０年度には９６６点あったわけでございますが、現在のところでは半分以

下に減っているという状況でございます。額につきましては、６７万３,２１１円ということに不明額が

なります。金額的には、昨年比で５１万７,９９０円減っていうことでございまして、パーセンテージに

しますと、０.０７％ということでございます。以上でございます。 
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非公開案件    ○議案第１号 平成２６年度使用教科用図書の採択について 

                                              

非公開案件    ○報告第４号 準要保護児童・生徒の認定について 

                                              

非公開案件    ○報告第５号 教育長の代決について 

 

○石亀委員長 その他何かありますでしょうか。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。 次回の定例会議は、８月６日火曜日となります。本日はお疲れさまでした。 


