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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２５年１１月５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 消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定議案に 

          係る意見聴取について 

    議案第２号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取に 

          ついて 

    議案第３号 白井市教育委員会附属機関規則の一部を改正する規則の制定について 

    議案第４号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に係る 

          意見聴取について 

    議案第５号 職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に 

          係る意見聴取について 

    議案第６号 白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取について 

    議案第７号 白井市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に係る 

          意見聴取について 

    議案第８号 白井市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則の制定について 

    議案第９号 白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取に 

          ついて 

    議案第10号 平成２５年度教育費補正予算に係る意見聴取について 

    議案第11号 給食費の改定について 

 ７．協議事項 

    協議第１号 平成２５年度事業仕分け判定結果の対応について 

 ８．報告事項 

    報告第１号 教育長の代決について 

    報告第２号 準要保護児童・生徒の認定について 

 ９．その他 
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○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 それでは、これから平成２５年第１１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となっております。 

                                              

     ○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 前回会議録の承認を行います。訂正がありましたら、お願いいたします。特にご覧に

なってないようでしたら、先に進みますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

                                              

     ○委員報告 

○石亀委員長 それでは、委員報告を行います。各委員からございましたらお願いします。 

○髙城委員 １０月１２日土曜日に小学校の運動会が７校で開催されました。七次台小学校と清水口

小学校は春に行われております。私は白井第一小学校に行ってまいりました。保護者席の場所取りは

前日の夜９時から並んだ方も多かったようです。６年生の競技の中で「あまちゃん」というＮＨＫの

ドラマのタイトルを付けた競技がありました。内容は、６年生ですが親に甘えて手をつないでゴール

するというもので「あまちゃん」というタイトルも良く、とてもいい運動会でした。 

○小林委員 文科省と愛知県教育委員会主催の市町村教育委員会研究協議会が１０月１７日、１８日

に名古屋市で開催され参加いたしました。１日目は教育委員会制度改革についての講演とパネルディ

スカッションがあり、教育委員会改革についての生の様子を伝えてもらうことができました。２日目

は幼稚園・保育園・小学校・中学校一貫教育についての分科会に参加し、連携を進めている学校の様

子を伺い現状を知ることができました。 

１０月２３日水曜日、印旛郡市特別支援教育振興大会が本市の文化センターで行われ、今回は「なし

坊ファミリーのふるさと案内」と題して、児童生徒が見事な発表をして大変感動しました。午後は体

験会や現状報告があり、徐々に進展してきている特別支援教育の現状を知ることができました。１１

月１日金曜日、七次台中学校の保健体育科公開授業研究会に出席いたしました。バレーボールの授業

展開で、バレーボールのルールを尐し変えまして動きの訓練をさせたり、球技が不得意な子でも同じ

ように一緒に参加できるようにさせたり、途中で生徒達がグループに分かれ互いの評価をし合いなが

ら自分の欠点に気付いたりとか、そのようなことを随所に入れまして、非常に工夫した授業で、約１

５０名の教師も見学している中、大変すばらしい授業展開をしておりました。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 
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 ほかに委員の皆さんからなければ、私から報告します。 

 １０月１１日、成田市役所で印教連教育委員長会議が開催されました。内容については、いじめ防

止対策推進法による教育委員会の取り組みについてということでお話がありました。１０月１１日時

点での最新の情報をもとに、これからどういう取り組みをしていかなければならないかというお話と、

各教育委員会でどういう取り組みをしているかという情報交換となり、活発な意見交換がありました。

次に、１０月２１日から始まりました北総教育事務所の所長訪問、次長訪問について報告いたします。

１０月２１日は单山小学校と白井第一小学校、２４日は桜台小学校と白井中学校、２５日は池の上小

学校、２８日は七次台小学校と大山口中学校の訪問がありました。教育委員も同行させていただきま

したが、所長、次長より学校経営、評語の点検、安全点検等についてきちんとなされているかという

ことについての講評等もありました。そして不祥事根絶、交通安全教育、教職員の皆さんの健康管理

について、また、免許更新がきちんと行われるようにということ、年齢層も各学校によっても差があ

りますけれども、講師の先生も含めて、若手の先生方の人材の育成にもきちんと携わっていってほし

いというようなお話がありました。そのほかにも、全体的な授業を見ての感想や講評等もいただきま

した。どの学校もよくやってくれているというお褒めの言葉を多くいただきました。 

白井市の教育委員は、多い年では年に３回ぐらい各学校を訪問させていただいておりましたが、最

近ではこのような形で北総教育事務所の先生方がいらっしゃるときに同行させていただく機会を持っ

ています。北総教育事務所の先生方からは、教育委員さんが一緒に回られるんですかということで、

毎年驚きと、一緒に来ていただくのはいいですねという言葉もいただいております。先生方の授業の

取り組みの方法も学校によってそれぞれ工夫がなされている様子も見ていただきましたし、先生方が

それぞれの課題に取り組んでいらっしゃる様子が大変よくわかりました。見やすい板書をしていく、

チョークの色を統一するであるとか、中学生であっても、授業で何が行われているかということがき

ちんと子どもに伝わる、わかる授業を心がけているということがかなり伝わってきました。県から加

配の先生をいただいているところはより手厚い授業が行えますし、クラスを増やすことができる学校

もあれば、多くの人数で授業をやっているというクラスもあります。引き続き手厚くきめ細かい授業

ができるように市のほうでも協力をしていただきたいというようなお話もありました。白井市教育委

員会としても、各学校のサポートが十分できるようにしていきたいと感じました。今申し上げなかっ

た学校については管理訪問が行われております。各学校の先生方は一生懸命取り組んでくださってい

ます。 

                                              

     ○教育長報告 

○石亀委員長 次に、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１０月１日の定例教育委員会議以降の報告をします。１日は、定例教育委員会議

が終わりましてから、教育委員と一緒に大規模改修を行った七次台小学校と清水口小学校を見てまい
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りました。３日、高齢者運動会が運動公園で開催されました。同日午後、給食運営委員会の委嘱状交

付を行いました。５日土曜日、福祉センターフェスティバルと青尐年海外派遣報告会に参加いたしま

した。この報告会で例年子ども達は、楽しかった、また行ってみたいというような短編的な内容でし

たが、今年は文化であるとか、日本とオーストラリアの国土の違いといった文化などに触れる報告や

英語を通じて将来こういう職業につきたいというような報告があり、海外派遣事業の有効性が再確認

されたところです。 

 ６日日曜日、梨マラソン大会が開催されました。予定人数を若干超える応募がありました。当日は

ハチに刺された方が何名かいましたが、その他は大きな事故もなく終了できました。体育協会、スポ

ーツ推進委員の皆さんのボランティアの力によるものが大変大きいと感じております。 

９日、主任児童委員会議に参加いたしました。特別支援教育とＬＩＮＥ等の情報教育について聞き

たいということで、話をいたしました。主任児童委員からは、児童虐待、非行防止について、教育委

員会、学校と連携をとって対応していきたいということがありました。双方の情報交換を十分に行い

対応していきたいと思っております。１４日、運動公園でスポーツフェスタが開催され大変多くの参

加がありました。１７日、決算特別委員会が開催され平成２４年度決算は可決されました。反対をし

た委員の討論の内容としては、文化会館の自主事業について、市立高校の吹奏楽の演奏会を自主事業

として実施したことは、プロでもないし、アマチュアが尐し上手なくらいで、虻蜂取らずの事業で反

対であるという討論がありました。それから、西白井地区の七次台小学校への学区の変更が早急すぎ

たのではないかということの反対討論がありました。 

１８日、オーストラリア友好都市団のウエルカム会に出席いたしました。１９日土曜日、大塚杯尐

年野球大会が開催され出席いたしました。同日、総合型スポーツクラブのテニス大会が開催されまし

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、４団体交流のテニス大会が開催さ

れました。２０日日曜日、ＭＯＡ美術館児童作品展の表彰式が印旛日医大で開催され出席いたしまし

た。本市の子ども達も大変多く表彰されました。日医大の副院長さんが挨拶をされましたが、入院し

ている患者さんは子ども達の絵を見て大変癒されており、豊かな心を育てるための絵画は子ども達の

勉強にもなるし、病院側にとっても癒しになり、今後も継続していただきたいということで挨拶され

ておりました。２１日、所長訪問、２３日、印旛郡市特別支援教育振興大会、２４日、所長訪問に出

席いたしました。２５日、放課後子どもプラン策定委員会の委嘱状交付を行いました。先般の事業仕

分けで放課後子どもプランについて大変厳しい評価をいただきましたが、現在取り組んでいる白井第

二小学校だけではなくて、ほかの地区からも放課後子どもプランを実施したいと問い合わせ等があり

ますので、引き続き子どもプランを推進していく方向で検討していきたいと思います。同日、社会教

育委員会議に参加いたしました。来年度の事業計画、事業立案について委員から意見をいただきまし

たので、これをベースに来年度の当初予算に反映させていきたいと思っています。同日、所長訪問が

ありました。２８日、所長訪問、同日、市民ゴルフフェスタの表彰式に出席いたしました。３０日、
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点検・評価に係る教育委員協議会を開催いたしました。３１日、第三部会小中学校音楽発表会に出席

いたしました。１１月１日、七次台中学校の体育公開事業研究会に各委員と出席いたしました。３日

日曜日、市民文化祭、秋の芸能発表会に出席いたしました。４日、防災訓練が白井第一小学校で開催

され、多くの市民の方が参加されました。私のほうからは以上です。 

○石亀委員長 委員報告と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。特によ

ろしいでしょうか。なければ、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。 

 報告第１号「教育長の代決について」は人事案件のため、報告第２号「準要保護児童・生徒の認定

について」は個人に関する情報であるため非公開がよろしいと思われますが、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 消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定議案に 

            係る意見聴取について 

○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。 

 本日は、教育事務の予算、その他、議会の議決を経るべき事項の議案が上程されています。これにつき

ましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条により、市長が議会へ議案を上程する場合

には教育委員会の意見を聞かなければならないと定められておりますので、市長に意見を申し出るかどう

かについてお諮りするものです。 

 議案第１号「消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定議案に係る意見聴取につ

いて」行います。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「消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定

議案に係る意見聴取について」。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき市

長から求められた別紙議案については、原案に同意する。平成２５年１１月５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。本案は、平成２５年第４回白井市議会定例会に上程する

議案について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき意見を求められたも

のによるものです。今回、平成２６年４月１日から消費税の税率が変更になります。５％から８％とい

うことで、市のほうもそれに伴う条例改正するものでございます。内容としますと、今まで１００分の

１０５、５％だったものが１００分の１０８、８％に上がるものでございます。それと料金が明記され

ているものにつきましては、今まで５％の料金だったものが８％になるということで、料金の記載を現

行と改正案で記載したものでございます。 

 まず、教育委員会に関する各条例の分だけご説明させていただきます。第１条になります。白井市文
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化会館の設置及び管理に関する条例、その部分でございますけれども、今までの１００分の１０５が１

００分の１０８。第２条でございます。白井市郷土資料館設置管理条例、これにつきましても、今まで

１００分の１０５が１００分の１０８になります。第５条になります。白井市青尐年女性センターの設

置及び管理に関する条例、これにつきましては、今まで５％を加算した料金だったものを改正案では８

％になった料金を明記しております。第６条でございます。白井市民プールの設置及び管理に関する条

例、これにつきましても、現行５％を改正案では８％に改正した料金を明記してございます。 

 第９条になります。白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例、これにつきましても、現行

５％を８％の改正案になっております。第１０条、白井市公民館の設置及び管理等に関する条例、これ

につきましても、料金が５％から８％に改正になります。以上でございます。 

○石亀委員長 ただいまの議案第１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 施行日は４月１日で、周知期間はいつからになりますか。 

○五十嵐教育総務課長 議会の議決をいただいてからになりますので、それ以降の広報やホームペ

ージ等で周知ということになろうかと思います。 

○石亀委員長 それでは、消費税の税率の引上げに伴う関係条例ということですので、特に皆様か

らご意見がないようでしたら、議案第１号につきましては教育委員会の意見としては異議がないも

のとしても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、議案第１号は異議なしといたします。 

                                              

     ○議案第２号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取に 

            ついて 

○石亀委員長 議案第２号「白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取

について」、説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 議案第２号「白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴

取について」。以下、議案第１号と同じですので省略させていただきます。 

 白井市立桜台小学校及び中学校並びに白井市学校給食共同調理場の調理業務委託につきましては、

現在、民間へ委託を行っております。現在の契約が両契約とも平成２６年７月３１日で満了となり

ます。平成２６年８月１日以降、委託業者選定にあたり選定委員会を設置し業者選定を行っていく

ことから、白井市附属機関条例に２つの選定委員会を追加するものでございます。委員の構成とし

ましては、両委員とも同様の構成となり、学識経験を有する者、公共的団体等の代表者、教育機関

の職員及び市の職員という構成になります。桜台小中学校につきましては９名以内、共同調理場に

つきましては１０名以内となっております。以上でございます。 

○石亀委員長 ただいまの議案第２号について、質問等がありましたら、お願いいたします。 
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○髙城委員 同じ給食で、なぜ選定委員会が２つなんでしょうか。 

○田代教育部長 来年度の８月１日から委託が変わるわけですけども、前回、プロポーザルで委託

選定をしたときに、桜台小中学校につきましては全部で７者が手を挙げてプロポーザルをすること

ができました。しかし、給食センターについては２者しかおりませんでした。桜台小中学校と給食

センターを一緒にしますと１者か２者しか手を挙げる業者がいないことも予想されますので別々に

したところでございます。 

○髙城委員 わかりました。 

○石亀委員長 ほかにご質問等がありましたら、お願いいたします。 

○米山教育長 この条例とは直接関わらないんですけども、教育委員会として、来年度以降も委託

の方法は変えないということで確認をしておきたいと思いますが。 

○石亀委員長 皆さん、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、ほかにご質問等ございませんでしたら、議案第２号につきましては、異

議がないものとしてよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○石亀委員長 それでは、議案第２号は異議がないものと決定いたします。 

                                              

     ○議案第３号 白井市教育委員会附属機関規則の一部を改正する規則の制定について 

○石亀委員長 議案第３号「白井市教育委員会附属機関規則の一部を改正する規則の制定について」、説

明をお願いいたします。 

○田代教育部長 議案第３号「白井市教育委員会附属機関規則の一部を改正する規則の制定について」。

白井市教育委員会附属機関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１１月５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、白井市立桜台小学校・桜台中学校及び白

井市学校給食共同調理場の給食調理業務等の委託業者の選定に当たり、選定委員会を設置するため、規

則の一部を改正するものです。先ほどの条例改正に伴うものでございます。２つの選定委員会を追加

することに伴い、庶務担当を定めるものです。桜台小中学校につきましては学校教育課、学校給食

共同調理場につきましては学校給食共同調理場とするものでございます。以上です。 

○石亀委員長 ただいまの説明について、質問等がございましたら、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 規則につきましては教育委員会が選定いたしますので、お諮りいたします。 

 議案第３号につきましては、原案のとおりに決定することにご異議はございませんでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 
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○石亀委員長 議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 

                                              

     ○議案第４号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に係る 

            意見聴取について 

○石亀委員長 議案第４号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見

聴取について」、説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 議案第４号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に係

る意見聴取について」。以下、議案第１号と同じですので省略させていただきます。現行の第１条、

「職員」の下に「市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条に規定する職員を除く。以下同

じ。」とあります。これにつきましては、県費負担教職員のことを指します。今までは省かれていま

した。そこを改正案によって、第１条、その部分を省いて、第４条としまして、県費負担教職員の関

する読替えという形で、「『任命権者』とあるのは『教育委員会』と読み替えるものとする。」とい

うふうに読み替えの規定を設けております。それとともに、別記様式の、その２（県費負担教職員）

の宣誓書でございますけども、職員の違いは、２段目あります地方自治及び教育の本旨を体するもの

とあります。そこに教育という言葉が入っているところが、今回、つけ加えたところでございます。 

○石亀委員長 ただいまの議案第４号について、質問等がありましたら、お願いいたします。特に質

問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、特にないようですので、議案第４号に関しては、教育委員会の意見は異議

がないものといたします。 

                                              

     ○議案第５号 職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定議案 

            に係る意見聴取について 

○石亀委員長 議案第５号「職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に

係る意見聴取について」、説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 議案第５号「職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定

議案に係る意見聴取について」。以下、議案第１号と同じですので省略させていただきます。 

 職務の義務の免除につきましては、第２条「職員（市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条

に規定する職員を除く。）」とあります。これにつきましては、先ほども出ましたけども、県費負担

教職員のことを指しております。県費負担教職員の部分が除かれております。その部分を削除してお

ります。現行の２条の（３）「前２号に規定する場合を除くほか、市長が定める」とありますが、

「市長」という言葉を改正案では「任命権者」としております。 

 第３条のところで、県費負担教職員に関する読み替えで、「地方教育行政の組織及び運営に関する
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法律第３７条第１項に規定する県費負担教職員に当たっては、条例中「『任命権者』とあるのは『教

育委員会』と読み替える」ものでございます。 

○石亀委員長 ただいまの議案第５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 それでは質疑がないようですので、議案第５号については、教育委員会の意見として

は異議がないものと決定いたします。 

                                              

     ○議案第６号 白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取 

            について 

○石亀委員長 次に、議案第６号「白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取に

ついて」、説明をお願いいたします。 

○笠井生涯学習課長 議案第６号「白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴

取について」。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき市長から意見を求

められた別紙議案については、原案に同意する。以下、議案第１号と同じですので省略させていただ

きます。現行では、競技広場及び庭球場使用料が、庭球場、１面２時間につき、一般で３７０円、高

校・大学生が１８０円、小・中学生が９０円でございます。今回の改正案では、使用料と手数料の見

直しがございました。市の基準算式に基づきまして、使用料について出した結果、改正案では、庭球

場（白井運動公園庭球場を除く。）、全部で１１面ということでございます。１面２時間につき、今

回の改正案では５３０円、高校生・大学が２６０円、小・中学生が１３０円でございます。この料金

につきましては税抜きでございます。これに税金のほうを掛けまして、使用料のほうの料金設定にな

ってございます。使用料の根拠でございますが、市のほうで出しております料金卖価算出基準という

のがございます。これには職員に直接掛かる人件費の部分、物件費ということで、その施設を維持す

るための消耗品とか委託料とか、そういうものが物品費に該当します。さらに、減価償却費というこ

とで、建物の補修、建設した場合のコスト、そういうものを計算しまして、今回料金が変わることに

なりました。この条例につきましては、平成２６年４月１日から施行になってございます。 

 経過措置としまして、この条例によります改正後の白井市使用料条例の規定は、この条例施行の日

以降の申請に係る使用料について適用するということで、４月１日以降の申請について、この料金形

態で料金のほうを徴収する予定です。以上です。 

○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。 

○米山教育長 経過措置の確認ですが、２６年３月２７日に申請をして、実際使うのが４月１日以降

だったら、価格はどちらの価格になりますか。 

○笠井生涯学習課長 申請日が対象になりますので、４月１日以降に申請になれば、新しい料金体系
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になります。 

○米山教育長 今回改定された額は、近隣と比較した場合バランス的にどうなのかデータがあったら

教えてください。 

○笠井生涯学習課長 柏市の場合ですが、オムニコート、これは人工芝のコートです。２時間８４０

円、ハードクレーコートが７８０円。印西市の場合は、これはオムニもハードも一緒ですけども、５

２０円。鎌ケ谷市の場合は、オムニコート、人工芝が１,０００円、クレーが４００円。我孫子市の場

合は、オムニが８００円でクレーが４００円ということで、近隣市町よりも安く設定されています。 

○石亀委員長 ほかにご質問ありませんでしょうか。特に質問がなければ、近隣市町村との比較、ま

た、現在の算出基準に照らし合わせた上での値上げ、プラス消費税が加味されるという計算に基づい

ての金額設定ということでよろしいでしょうか。 

○笠井生涯学習課長 はい。 

○石亀委員長 議案第６号については、教育委員会の意見としては異議なし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 異議はないものと決定いたします。 

                                              

     ○議案第７号 白井市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に係る 

            意見聴取について 

○石亀委員長 議案第７号「白井市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意

見聴取について」、説明をお願いいたします。 

○笠井生涯学習課長 議案第７号「白井市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定議

案に係る意見聴取について」、以下、議案第１号と同じですので省略させていただきます。今回、国

の第３次一括法によりまして、社会教育法の改正がございました。現行では、第１条の部分、社会教

育委員の「設置、」になっております。今回改正では「、委嘱の基準」というものが新たに加わりま

したので、国と同様に委嘱の基準というものを第１条に加えてございます。 

 委嘱の基準については「委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者、学識経験を有する者並びに公募による市民の中から、教育委員会が委嘱する。」ということ

で、公募による市民の中からというのは国はありませんで、国の参酌基準プラス白井市としましては、

「公募による市民の中から」というこの部分を加えて、今回改正するものでございます。「公募によ

る市民の中から」を加えた理由としましては、白井市は広く市民の参画を目指しておりますので、社

会教育委員にも市民参加ということを標榜しまして、公募による市民というのを加えてあります。 

 なお、公民館運営審議会のほうも去年改正があり公募による市民というのを加えてあります。附則

としまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行することにしてございます。以上です。 
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○石亀委員長 国の基準にあわせての改正と白井独自のものを加えたものということでしょうか。 

○笠井生涯学習課長 はい。 

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

○小林委員 委員の中で、社会教育の関係者と書いてありますけども、どういう方が選ばれてきたの

でしょうか。 

○笠井生涯学習課長 ８名の内訳ですが、４名が学識経験者でございます。残りの４名は学校関係者、

青尐年相談員、ＰＴＡ、体育協会の関係者で構成されております。以上です。 

○石亀委員長 任期についてはどうなっていましたか。 

○笠井生涯学習課長 今の考え方は、８名以内の予定でおります。学識経験者４名のうち１名を削っ

て学識経験者を３名にして、公募委員を１名にして合計８名というふうに考えています。任期は、２

５年６月１日から発生をしていまして、２７年５月３１日まで今の委員さんの任期がありますので、

次の改正のときに改選をしたいというふうに思っております。まだこの現委員は任期が２年あります

ので、このメンバーでやって、条例は４月１日から施行になっていますけども、まだ任期があるとい

うことで、次の改正のときに１名を削って公募１名を加えると、このようにやっていきたいと思いま

す。 

○石亀委員長 そのまま再任される方もいらっしゃるんですか。 

○笠井生涯学習課長 再任される方もおります。市のほうの委員の基準の中で、おおむね３期、１０

年以内とあります。ただし、基準はあるんですけども、委員の実態に応じて基準というのはクリアと

いうことになります。 

○石亀委員長 ほかに質問等ありませんでしょうか。 

 ほかにご質問がないようでしたら、議案第７号については、教育委員会の意見としては異議がない

ものとして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、議案第７号は異議はないものと決定いたします。 

                                              

     ○議案第８号 白井市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則の制定について 

○石亀委員長 議案第８号「白井市社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則の制定について」、

ご説明をお願いいたします。 

○笠井生涯学習課長 議案第８号「白井市社会教育会議運営規則の一部を改正する規則の制定について」。

先ほどの条例改正に関するものです。現行では「６条の規定に基づき」とございます。これを「第７条」

に改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、ご質問はありませんでしょうか。 

 それでは、お諮りいたします。議案第８号は、原案のとおり決定することで異議はございませんで
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しょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員長 それでは、議案第８号は原案のとおりに決定いたしました。 

                                              

     ○議案第９号 白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取 

            について 

○石亀委員長 議案第９号「白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取につい

て」、説明をお願いいたします。 

○笠井生涯学習課長 議案第９号「白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定議案に係る意見聴取

について」。以下、議案第１号と同じですので省略させていただきます。 

 平成２５年度に市で使用料、手数料の見直しを行いました。市の基準に基づきまして、新たな使用料の

算定を行った結果、陸上競技場に隣接します野球場とテニスコートの料金を新たに改定するものでござい

ます。現行の白井運動公園陸上競技場は、入場料の類を徴収しない専用利用の場合、一般が、９時から１

時までが９,４５０円のところ見直した結果、９,７２０円に改定してございます。１時から５時につきま

しても、改正案のとおりでございます。料金につきましては、一部を残してアップしてございます。根拠

としましては、先ほど言いました人件費、物件費、建物の減価償却費を再度計算し直した結果、なるべく

料金も受益者負担に近づけるということで改正したものでございます。なお、一部料金を下げたところが

ございまして、附帯設備の写真判定設備でございます。現行７,８７０円のところ、今回の改正案では５,

４３０円ということで、２,０００円ほどダウンいたしました。これにつきましては、従来判定機を使用

するときに、判定機を使う人の人件費も加えて料金設定をしておりました。しかし、これから写真判定機

を使う場合には、市から操作する人を用意しないで指定管理者でやっていただくということでその分の減

額でございます。附則としましては、施行期日、この条例は、平成２６年４月１日から施行となります。 

○石亀委員長 写真判定設備の使用についてですが、写真判定をするにはプロでなければならないと

いうような決まりがあったので当市で準備をしていたということですか。 

○笠井生涯学習課長 判定機を使うのにある程度研修、講習をやらないとなかなか操作しにくいとい

うのがありましたが、ここ何年かは、大会をやる人達が判定機の操作もできてしまいますと。初めて

の人でも、陸上競技場にいる指定管理者が説明をすればできるということで、その分を省いてありま

す。 

○石亀委員長 わかりました。皆さんが使えるということですね。使用料が下がるというのは、使用

する方にとってはいいことだと思います。 

○笠井生涯学習課長 はい。使えない人も指定管理者が教えればできると判断をさせていただいてい

ます。 

○石亀委員長 わかりました。ほかに質問はありませんでしょうか。 
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 それでは、ただいまの第９号についてはほかに質問がないようですので、教育委員会の意見として

は異議がないものとして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、議案第９号は異議はないものと決定いたします。 

                                              

     ○議案第１０号 平成２５年度教育費補正予算に係る意見聴取について 

○石亀委員長 議案第１０号「平成２５年度教育費補正予算に係る意見聴取について」、補正額及び補正

理由について各課長からご説明をお願いいたします。 

○五十嵐教育総務課長 各課にまたがりますので、初めに教育総務課のほうからご説明させていただきま

す。学校教育費（９款２項１目）ですけども、０３小学校施設整備に要する経費７２４万３,０００円で

ございます。児童生徒数の増加に伴う各種備品購入ということになります。白井第三小学校につきまして

は２０人、单山小学校につきましては１学級増で２４人、七次台小学校については２学級増の６６人、個

別支援学級については、白井第一小学校が１学級増の１人増、单山小学校１学級増の８人増、七次台小学

校は１学級増の１人増ということで、机、椅子、教員の机、ロッカー等、なおかつ教室に設置されていな

い場合にはテレビまでということで、総額７２４万３,０００円の補正をするものでございます。 

 続きまして、教育振興費（９款２項２目）です。小学校教材備品に要する経費でございますけども、そ

れにつきましても、单山小学校の１学級増、２４人増の関係で、教材備品、理科教材等いろいろあるわけ

ですけども、その分の不足が生じてまいりましたので２８万１,０００円を増額補正するものでございま

す。続きまして、９款３項１目、中学校管理運営に要する経費、補正額が５３１万６,０００円でござい

ます。この分につきましては、中学校の水道料金の関係でございます。使用料の増ということで、水道料

金、また、それに伴う下水道料金も両方掛かってきますので、その分の増額を補正するものでございます。 

 続きまして、学校管理費（９款３項１目）、中学校施設整備に要する経費２２８万８,０００円でござ

います。この部分につきましては、１８節備品購入費になります。先ほど小学校でご説明しましたのと同

じように、大山口中学校で２学級増の７９人、個別支援学級で白井中学校の１学級増の１人増ということ

で、各種備品を整備するために補正額を上程するものでございます。 

○田代教育部長 それでは、学校教育課のほうについて説明させていただきます。 

 指導費（９款１項３目）、学校安全対策事業に関する経費、補正額３０万９,０００円でございます。

これにつきましては、自転車通学者となる中学生の交通安全対策を目的として、例年自転車通学者用

にヘルメットを配付し通学時に着用を義務付けています。当初予算では当該年度の新入生分を計上し

ていましたが、４月当初の始業前に確実に対象生徒へ配付することが困難でありました。よって来年

度は新入生配付について、すぐに配付できるように増額補正をするものでございます。 

 続きまして、教育振興費、要保護準要保護児童就学援助に関する経費でございます。こちらにつき

ましては、小学校の準要保護に係る就学援助対象児童が当初見込みより増加したため、１１０万４,０
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００円を増額補正するものでございます。続きまして、教育振興費といたしまして、９款３項２目、

中学校特別支援教育就学援助に要する経費、補正額２３万３,０００円。これにつきましては、中学校

の個別支援学級に在籍する生徒が当初見込みより増加したために増額補正するものでございます。 

 続きまして、指導費（９款５項３目）、桜台小中学校給食運営事業、補正額４万４,０００円。これ

につきましては、先ほど出ました現在の桜台小中学校の給食調理委託業務の契約が来年７月３１日で

満了となります。来年８月以降の業者選定を行っていくに当たって、桜台小学校・中学校の学校給食

調理業務委託業者選定委員会を設置し、当該委員会を白井市附属機関条例に追加するため、委員報酬

を補正するものでございます。委員報酬の対象者は３名となります。保護者２名、薬剤師１名を考え

ています。続きまして、債務負担行為の設定でございます。平成２５年度から２７年度の歳出でござ

います。指導費（９款５項３目）、債務負担行為設定額１億１,５１３万２,０００円でございます。

桜台小中学校給食運営事業でございます。これにつきましては、現在の桜台小中学校の給食委託業務

の契約が７月３１日で満了になるために、業者選定を円滑に進められるように、翌年度以降の事業の

債務負担行為を補正するものであります。 

○笠井生涯学習課長 冨士センター管理運営に要する経費ということで４１万７,０００円の増額の補

正でございます。内容としましては、電気、ガス、上下水道料金が当初予定よりも多く出ていること、

今後も見込まれるということで４１万７,０００円を増額するものでございます。補正理由は、冨士セ

ンターは２５年度から地区の方達が事業運営を行っており、たくさんの講座、事業等が当初からの計

画時より多かった。また夏の暑さもありまして、当初予定していた光熱費を上回った、このような状

況でございます。以上です。 

○黒澤文化課長 債務負担行為の関係でございます。９月議会のほうで文化会館自主事業について、

２６年５月の実施予定の実施事業につきまして債務負担行為により補正をお願いしたところでござい

ますが、消費税引き上げに伴ってプラス９万円のさらに補正をお願いするということでございます。 

○田代教育部長 学校給食共同調理場につきまして説明させていただきます。歳入につきまして、一

般会計繰入金、歳出増額補正に伴う一般会計繰入金の充当を４５９万１,０００円。 

 繰越金、歳出の増額に伴う繰越金の充当を、充当額として９９５万４,０００円でございます。 

 続きまして、事業費（１款１項１目）、給食総務事務に要する経費、補正額５万３,０００円でござ

います。これにつきましては、平成２６年７月３１日で給食の委託業務が終了するために、新たに委

託業者選定委員会を設置いたします。そのための委員の報酬及び茶菓代を補正するものでございます。 

 続きまして、給食事業に要する経費、補正額１,４４８万８,０００円。これにつきましては、平成

２６年度学級増に伴う給食用消耗品及び備品購入のために補正するものでございます。内訳としまし

ては、給食用で使う食缶、皿等を購入するものです。 

 続きまして、１１節需要費（光熱水費）でございます。これにつきましては、児童生徒数の増加、

猛暑のための電気使用量の増加、電気料・ガス料金の値上げ等によって増加した分でございます。 
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 １８節備品でございます。こちらにつきましては、２６年度の学級増に伴って、給食用消耗品及び

備品購入のため、コンテナ及び洗った食器を保存しておくための消毒保管庫が入りきれなくなったた

めに、１つ購入するものでございます。続きまして、債務負担行為の設定でございます。歳出、給食

事業に要する経費、債務負担行為設定額でございます。３億５０１万６,０００円でございます。これ

につきましては、来年度７月３１日で給食調理業務委託の契約が終了するために、新たに業者選定事

務を進めるため債務負担行為を設定するものでございます。 

 続きまして、同じく債務負担行為でございますけども、給食事業に要する経費、債務負担行為の補

正額２１９万円でございます。これにつきましては、平成２６年４月１日から消費税率（５％から８

％）の改正に伴って、現在行われている給食の配送業務委託につきまして８％で再計算したものに差

額が生じましたので、その部分を債務負担行為の補正を行うものでございます。以上でございます。 

○石亀委員長 給食事業に関する経費について、補正理由、平成２５年度学級増に伴いということで

すが、何クラス増加となっていますか。 

○田代教育部長 平成２６年度の学級増は、現在、通常学級３学級、特別支援学級４学級を見込んで

おり、給食の中で食缶とか、かごとか、パンを挟むもの、おたまとか、そういったものに対して掛か

る消耗品でございます。 

○石亀委員長 わかりました。平成２６年度の学級増ということで、合計２７クラス分ということで

すか。 

○田代教育部長 ７クラス分プラス予備という形で、何かあったときにすぐに対応できるよう予備を

作っております。 

○石亀委員長 ２６年度春の増加見込みとして補正額を要求しているということですよね。 

○田代教育部長 そうでございます。新１年生の増加という形です。 

○米山教育長 全体的に、２６年度当初から学級増になるから、いろんなものが増えますが、教材備

品の中にオルガンとか入ってないですが。学級増に伴う教材備品が、どっちかというと簡素な感じが

したので。 

○五十嵐教育総務課長 管理備品のほうで、七次台小学校が２学級６６人増するんですけども、オル

ガンについては管理備品で２台計上してございます。なおかつ、配膳台、パン箱とか牛乳箱とか、そ

ういうものも含めて、２学級増しますので、その辺で、トータルでいくと４００万ほど補正をしてご

ざいます。全部管理費でまとまっております。設備に要する経費、教材備品ではなくて、小学校施設

整備に要する経費の中でオルガン等も計上しているということでございます。 

○米山教育長 オルガンは教材備品ではなくて管理備品になるのですか。 

○五十嵐教育総務課長 管理備品で計上してございます。 

○米山教育長 そうすると、教材備品って何になりますか。 

○五十嵐教育総務課長 教材で使う液晶テレビ等です。教室で使うものは管理備品で計上しておりま
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す。授業で使うものについて、その他でも使う液晶テレビについては、单山小は教材備品で計上して

いる。 

○米山教育長 同じテレビでも分かれますか。 

○五十嵐教育総務課長 使い方によって教材と管理を分けているみたいですが、本来、管理備品でも

いいんじゃないかなと思います。 

○米山教育長 テレビ１台で２８万１,０００円ってことですか。 

○五十嵐教育総務課長 ４２型で、設計で２５万２,０００円、定価は２８万円でございます。 

○米山教育長 もっと安いものありそうですが。 

○五十嵐教育総務課長 これはあくまでも定価です。 

○米山教育長 中学校、これも３学級増え施設整備は補正をするんだけど、教材備品はないわけです

ね。 

○五十嵐教育総務課長 教材備品はなくて、生徒の机、椅子、教卓、教師の机、給食用のパン箱、牛

乳箱、給食の運搬車、それと移動式黒板、そういうものを購入する金額が２２８万８,０００円です。 

○米山教育長 そうすると、さっき田代部長が説明した７学級ではないんじゃないですか。給食セン

ター関係は中学校もある。小学校が３学級増えて、中学校が２学級増えて、トータル５学級増えて、

個別支援学級が４学級増えるから、９学級増えることになる。説明するときは、給食用備品は学級増、

生徒増に、クラスをいうんだったら、３学級、４学級じゃなくて、５学級、４学級、中学校分もある

ので、説明するときはそのようにしてください。あと給食用の備品は、コンテナと消毒庫だけの追加

だけで、食器かごとかは増えないということですね。食缶は備品ではないですか。 

○五十嵐教育総務課長 消耗品にしてあります。 

○米山教育長 足りなくなると困るので、施設的な保管庫とかコンテナじゃなくて、クラスが増える

ことによってワンセット増えるから、給食センターのほうに確認しておいてください。あと、給食委

託費の債務負担行為ですが、桜台のほうは、２６年度からスタートするわけですね。 

○田代教育部長 はい。 

○米山教育長 ３月の債務負担行為を３月議会で設定するんじゃまずいのですか。 

○田代教育部長 委託の選定に当たりまして、選定委員会を設定するときに、既にこれだけの予算が

あるので委託をかけるという形で、選定委員会を開くためには債務負担行為を事前に設定しておく必

要があります。 

○米山教育長 わかりました。 

○石亀委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ほかに質問がないようですので、議案第１０号について、教育委員会の意見は異議がな

いものとしてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 
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○石亀委員長 議案第１０号は、異議はないものと決定いたします。 

                                              

     ○議案第１１号 給食費の改定について 

○石亀委員長 議案第１１号「給食費の改定について」、説明をお願いいたします。 

○田代教育部長 議案第１１号「給食費の改定について」。白井市教育委員会は、白井市学校給食共同調

理場管理規則第８条の規定により、給食費を別紙のとおり改定する。平成２５年１１月５日提出。白井市

教育委員会教育長 米山一幸。本案は、平成２６年４月１日より消費税が８％に改正すること、及びご飯、

パン、牛乳の値上がりにより賄材料費に不足が生じることから、給食費を改正するものでございます。 

 給食費の改定につきましては、現行の４,３００円、中学校においては５,１００円をそれぞれ２００円

ずつ上げて、月４,５００円、中学校では５,３００円とするもので、平成２６年４月から改定するもので

す。なお、桜台小中学校については自校方式のため本件には含みません。以上でございます。 

○石亀委員長 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 保護者の意見として、もしかしたら、質を尐し落してもいいから上げないでほしいとい

う意見もあるかもしれませんが、ＰＴＡの意見については確認されましたでしょうか。 

○田代教育部長 この後、ＰＴＡの会議がありますので、話はしていきたいと思います。 

○石亀委員長 前回は何年に値上がりしたんでしょうか。 

○田代教育部長 平成２１年４月に食材費の高騰で値上げをしております。 

○石亀委員長 給食費の改定については、ＰＴＡの意見を聞いていただくということで、その内容を

伺ってからということでもよろしいですか。 

○米山教育長 今、髙城委員から意見がありましたが、質もしくは量を落して現状のままとか、また、

給食回数を１回か２回減らすことで現状の価格で給食を供給するという考えもあります。 

給食運営委員会には、ＰＴＡの保護者が入っていますが、ＰＴＡ連絡協議会がありますので、Ｐ連

の意見も聞いて出てきた意見をもう一回この議案に添えて、１２月定例会で正式な決定をお願いした

いと思います。 

○石亀委員長 桜台小学校及び桜台中学校については、どういう見通しでしょうか。 

○田代教育部長 既に両校長とも話をして、現在、同じように来年度の給食についてどうするかは、

ＰＴＡを交えて協議をして、最終的には、１月中には結論を出して保護者に通知をするという形をと

る方向になっています。確定しましたときには、教育委員会にて報告させていただきます。 

○石亀委員長 ほかに質問ありませんでしょうか。では、ただいまの議案第１１号「給食費の改定に

ついて」は、１２月の定例会議において再提案していただくということでお願いいたします。 
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○協議第１号 平成２５年度事業仕分け判定結果の対応について 

○石亀委員長 協議第１号「平成２５年度事業仕分け判定結果の対応について」、各課長から説明をお願

いいたします。 

○田代教育部長 協議第１号「平成２５年度事業仕分け判定結果の対応について」。平成２５年度事業仕

分け判定結果に対する市の対応について別紙のとおり協議する。平成２５年１１月５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年度事業仕分け判定結果を受けて、今後の対応方

針について協議するものです。それでは、各担当課から説明をしています。 

 まず、開かれた学校づくりでございます。開かれた学校づくりにつきましては、開かれた学校づくりの

事業名と事業内容である学校評議員、部活動サポーターの目的が一致していないということで、事業名の

変更をしていく予定でございます。評議員の意見やその後の対応については、今後公表をしていく予定で

ございます。報酬の見直しについては、見直しを検討していくという形で現在行っております。 

 続きまして、特色ある学校づくり支援事業です。これは要改善になっております。主な意見としまして、

具体的な目標に沿った活動になっていない、もっと公表すべきである、また、各学校の予算配分のめりは

りをつけてほしいということです。学校としましては、学校の評価結果をきちんとしていくという形で、

学校評価にこれを反映させていく。きちんと予算の計画を立てて予算配分をしていくという形で、その予

算も児童生徒の活動に伴った予算の計画をきちんと出すということで改善をしていこうと思っています。

次に、特別支援教育事業でございます。これは現在、現行どおりで行っております。介助員の資質向上と

いうか達で、今後研修を行っていきます。 

 次に、教育相談事業でございます。これも現行どおりという判定結果でございます。今後、相談窓口の

周知をきちんとしていくという形にしています。続きまして、適応指導教室事業でございます。この判定

結果も、現行どおりでございます。今後、さらなる取り組みをしていくということでご意見をいただきま

した。以上でございます。 

○笠井生涯学習課長 白井市運動公園管理運営事業、要改善。主な意見・論点ですけども、３つござ

いました。施設の活用方法を考えるべきではないか。利用者を増やすための工夫を指定管理者に提案

させたらどうか。民間企業の活用を検討したらどうかでございます。市の対応としましては、２６年

で事業計画にご意見等できるものは反映する。見直し内容ですけども、地域だけではなくて広く白井

運動公園の存在をＰＲするとともに、大会の誘致など施設の有効活用及び指定管理者へ従来の自主事

業のみではなく利用者増加につながるようなイベントの提案を求めていきたいと思います。企業から

の協賛やネーミングライツ等民間企業の活力を検討することも進めてまいります。野球場に名前を入

れたり、企業の旗を大会等に入れて、それでお金をいただくような仕組みを検討してまいりたいと思

っています。次に、運動公園以外の社会体育施設管理運営事業でございます。要改善。主な意見、白

井市運動公園管理運営事業、都市公園等維持管理事業などの類似事業を一体化し、事業費の削減を図

るべきだということで、公園部分は都市公園ですから都市計画課になっておりまして、運動場などは
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生涯学習課の管理と、こういうことで二重の管理があるんだったら、一括まとめて管理運営したほう

がいいんじゃないかというようなご意見でございました。それと稼働率です。テニスコートにつきま

しては５１％、野球場につきましては約３０％弱でございます。この辺の稼働率をもう尐し上げたら

というご意見でした。それと、利用者の一部のために利用料を上げるなど受益者負担を再考すべきだ

と。要するに、あまりにも料金設が安いのではないかというようなご意見でございました。 

 市の対応ですが、他の事業と統合して推進したほうが経費の削減につながるか、効率的な運営が可

能かどうか担当部署と協議をして、一体化について検討していく。競技広場については、平日の昼間

の利用者が尐ない時間帯を活用して、青尐年の健全育成を目的として、地域の子ども達への無料開放

について協議・検討を進め施設の有効活用を図っていくということで、具体的には、地域住民の方が

自分達で見守り管理をしてもいいよということで、子ども達に好きな遊びをさせるような無料公園に

してほしいということで、協議を進めているところです。地域の子ども達のあそびの場として活用し

ていきたいと思っております。施設の稼働率を上げるための普及活動、ＰＲ活動を進めていきたい。

それと、２５年度の市全体の使用料の見直しに伴いまして、適正な使用料の徴収を図っていくという

ことで、先ほど使用料のアップにつきましてはご説明をさせていただいた内容でございます。 

 次に、西白井複合センターの管理運営事業。判定の結果は、要改善。指摘内容ですけども、パソコ

ンルーム、保健室の有効利用ということで、現在、開放しておりませんので、これをもっと開放しな

さいと。それと、祝日会館の実施検討ということで、休みがあるのはおかしいんじゃないかというご

意見がございました。３点目が指定管理者の業務における裁量権の拡大ということで、余りにも仕様

書の中に市のほうの言い分が多過ぎると、こういうような内容でございました。もっと裁量権を与え

て、自由な民間の発想を取り入れたらどうかというようなご意見がございました。 

 市の見直しですけども、パソコンルーム、保健室については、利用用途を見直して有効利用を図っ

ていきますということで、前回、教育委員会議でも協議をお願いしましたが、パソコンルームを廃止

して一般の市民に開放をしています。保健室については、管理している課が健康課でございますので、

健康課に、市民に開放するということで今準備を進めております。祝日開館、指定管理業務内容等に

ついては、契約期間中ですので、次回の更新時に指摘された事項について見直し、検討を進めるとい

うことにしてございます。次に、放課後子どもプラン事業でございます。これにつきましては、不要

・凍結と、厳しいご判断をいただいております。主な意見ですが、放課後児童クラブ、学童保育との

違いがわからない、白井第二小学校のみの実施ということがわからないということで、平成２０年度

から試験的に白井第二小学校をモデルにしまして事業を行っております。白井第二小をやった理由と

いうのは、白井第二小には学童保育がございません。それだけの環境があったということで、試験的

に文部科学省の事業を進めてまいりました。市の対応ですけども、事業の見直し等に伴う影響、効果、

必要等を検証するために、すぐ結論は出ませんと、こういう内容でございます。 

 見直しの内容ですが、放課後子どもプラン事業は、学童クラブと比べて専門の部屋の確保や保育料
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などの費用面、保護者自身の運営に伴う拘束時間などの面で負担が尐なく、事業内容についても一定

時間子どもを預かることを主な目的とする学童保育にいたしまして、事業を通して子どもの自立・自

主、地域住民などによる講師・協力者との交流の促進を図れることなど、２つの事業がこれらの点で

相違しており、子どもプラン事業のメリットは多いと考えられますということで、説明をしたんです

が、事業仕分けでは、なぜ学童保育がないのと、それの一点張りで、まずは学童保育を白井第二小に

もつくることが優先でしょうと。しかいし、仕分け結果でも不要・凍結であるという判断した人が、

市民判定人では１票の違いです。要改善と不要・凍結は１票しか違いがありません。一方で、プロの

仕分け人の意見は、要改善であることから、判定結果は微妙でありました。プロの判定人の方は、す

ぐにやめろじゃないと、まずはもう一度、白井第二小だけじゃなくて、他につなげるような方策と学

童を白井第二小に普及する、これを検討したらどうかというようなご意見でございました。 

 今後は、指摘内容を検討するため、来年度ですぐ結論を出すのではなくて、今年度中に検討委員会

を作って、事業結果を受けてどう進めるかということで検討を始めております。２６年度は、この指

摘された内容について十分精査する期間としていきたいと思っております。学童保育については、白

井第二小学校でのニーズ、施設設備面の費用面など、実施の適否の検討を児童家庭課に依頼するとい

うことで、指摘されている学童保育の普及に関しては児童家庭課にお願いしておりますが、全体が１

２０人しか子どもがいませんから、そこに学童をつくることは、費用と保護者の面から負担があると

いうことです。次に、青尐年女性センター管理運営事業。事業仕分けの結果は、要改善です。 

 主な意見は、青尐年女性センター事業と他の公民館事業との事業内容の差異が明確化していないと

いうことで、公民館でもできるのではないかというようなご意見が中心でございました。 

 市の対応は、２６年度予算及び事業計画に反映させるということで、平成２６年度青尐年女性セン

ター自主事業計画に関連部署と連携をして青尐年・男女共同参画に関する事業をさらに盛り込むよう

検討をしていきたいと思っております。事業の整合性を確保したい。また、当センターは、青尐年・

男女共同参画に関する事業を実施する一方で、施設は社会教育施設として位置づけてありますので、

公民館と同じような活動をしてもいいことになっていますので、この辺の違いを、仕分け人は同じじ

ゃないかと言っているのですけども、同じでいいんだというようなＰＲを市民に広く周知をしていき

たいというふうに思っております。以上です。 

○黒澤文化課長 次に、市民学芸スタッフ古文書修補活動事業、結果につきましては要改善となって

おります。主な意見・論点でございますが、非常に貴重な事業なので近隣市町村等と連携を検討すべ

きじゃないかというお話もございました。担当職員の業務内容のわりには予算が高いじゃないかとい

う話もございます。貴重な作業をやられた古文書をもっと市民にＰＲ等をして還元していくべきじゃ

ないかというお話もございました。古文書のスタッフ関係につきましては非常に評価をいただきまし

て、ボランティアでやっていただいているんですけども、逆に、貴重な仕事なので、ボランティアじ

ゃなくて報酬の支払いとかも検討すべきじゃないかという意見もございました。 
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 見直しの内容でございますが、近隣自治体との連携ということを言われたんですけども、現在、宮

内庁で５０年以上やっていた方が中心になって教えていただきながらやっているわけでございますが、

近隣自治体に今以上に広げていくというのは業務的にも難しい部分がございますので、現状におきま

しては、関係所属機関の研修生の受け入れとかをやっているので、そんな形でまずはいきたいと考え

ております。事業費における職員人件費につきましては、削減できるのか、これから努めていきたい

と、考えております。終了した資料の還元ということでございますが、市民への還元をもっと積極的

に行いながら、いろんな媒体を通じました事業の内容等もＰＲしていきたいと考えております。 

○石亀委員長 ２５年度事業仕分け結果の対応について説明をしていただきましたが、質問等ありま

したらお願いいたします。 

○米山教育長 まず、学校評議員の報酬２万円の見直しをするとなっていますが、見直しを検討する

に直してください。学校評議員が学校のほうへ来て相談を受ける、いろんな形で校長を含めた団体と

の協議や行事に参加しています。例えば年間１０回出ていれば、交通費も払っていない中で、１日出

て１回２,０００円というのは、見直しをするのに値するのかどうか。その辺を含めて検討をしてくだ

さい。 

 白井運動公園管理運営事業、都市公園等維持管理事業、類似事業を一体化し、事業費削減を図るべ

きとなっていますが、これは類似事業ではないですよね。きちんと説明をして、別事業を一括にでき

るんですかというのを、よく話をしたほうがいいです。仕分人の考え方だと、学校プールの開放も、

学校の先生とか保護者が見守れば業者に委託する必要ないだろうということだと思いますが、これは

違反になります。そういう危険な、子ども達がおぼれたりしないよう監視する立場にある者は、警備

業法にある研修を受けたりしていないとできないので。 

それから保健室の利用について。衛生的にいつもきれいに保っておかなければいけない場所を一般

開放することが衛生的にどうなのか。保健室を健康診断等で使う前の日に一般の人達を入れて、きち

んとした衛生的な管理が保てるのかどうか。 

○笠井生涯学習課長 以前は、予防接種とかやっていたので、事前に予防接種の薬を保健室に保管し

ていました。ですから、外部の人は入れないようにしたんですけども、今確認したら、やっているの

は健康相談だけで、予防接種も何もやっていないと。ただ集団検診はやっています。 

○米山教育長 集団検診、やっていますよね。だから、その辺踏まえて。 

○笠井生涯学習課長 そうですね。わかりました。 

○米山教育長 衛生上の問題がクリアできるなら開放するけれども、そうでなければ、限定的な日の

開放になるということで検討してみてもらったほうがいいと思います。 

○笠井生涯学習課長 わかりました。もう一度確認します。 

○米山教育長 それから放課後子どもプランと学童保育は全然違う事業なので、認識を持っていただ

きたいと思います。白井第二小学校だけやっている理由がわからないとありましたが、全地域に働き
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かけをして、白井第二小学校からのみ来たので、ほかの学校区からも依頼があれば、放課後子どもプ

ランは導入していきます。検討委員会の中では、その辺の必要性を十分に話し合いをしてもらいたい

と思います。 

 それから、古文書修補活動事業について、人件費の割合が高いから、削減に努めるのですか。 

○黒澤文化課長 修補に係る費用は、消耗品関係は２５万ぐらい年間使っていまして、のりだとか紙

を買ってボランティアの方に直してもらっているんですけども、職員が事前に写真などで確認とった

りしているんです、修補する前と後。そちらに人件費が掛かっているので、その分を予算上は乗せて

あったんですけども、ボランティアの方にできることはやってもらったほうがいいんじゃないかとい

うのがあったので、簡易な作業については職員ではなくてボランティアにやっていってもらうように

尐しずつやっていきます。今話し合いをしているところでございます。 

○米山教育長 こういう古文書とか修補というのは、技術力とか専門的性が高いので、これに伴う人

件費を下げろという発想がどうなのか。掛かる経費というのは、のりだとか紙くらいで、それとの比

較は技術的なものでできない。これは下げる必要もない。ただ、ボランティアスタッフでできるもの

はボランティアスタッフにお願いする。コストを下げるためにボランティアにお願いするのではなく、

修補をできる人材を育成し、結果としてコストダウンということです。コストダウンを優先に仕事を

頼むではなくて、人材の育成、修補のスタートからエンドまで全部できる人を育成し、結果として、

コストダウンにつながるということになります。 

○小林委員 放課後子どもプラン事業と古文書修補活動事業とも、むしろ推進して白井市の特徴にす

べき事業だと思いますので、一般的な見方で減らしていくような、そういうのは方向が違うと思うん

です。導入したときの趣旨と、白井の健康文化都市という、それらに沿ってスタートしていると思い

ます。ただ、それを推進していくスタッフともう尐しよく話し合って、それをよりよくするための検

討は必要かなと思いますけれども、ぜひ続けていくべき事業だと思います。 

○石亀委員長 プールの監視等については、先生とか保護者がやっていた時代もあったと思いますが、

今のような法律にのっとった対策は必要だと思います。確認ですけども、仕分け判定結果の対応につ

いては、判定結果をそのまま受け入れなければならないということではないんですね。判定結果に意

見を言って、判定結果をし直してもらうという流れについてはどうですか。 

○米山教育長 市民の判定結果については、最大限配慮するという形になっています。ただ、事業自

体が市民の代表である議員が集まった議会で可決されていますので。市民からいただいた意見につい

ては十分配慮しながら、教育委員会議の中で十分検討した上で、今後の事業については判断していき

たいと考えております。 

○石亀委員長 わかりました。要改善については改善する余地はあるのかなと思いますが、自信を持

って進めていったものについては進めていく、不要・凍結に関しても、ほかの委員から出た意見をも

とに続けていくなり、改善してやっていくなりという方向性をきちんと自分達の意思を持って進めて
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いく必要はあると思います。 

○髙城委員 放課後子どもプラン事業は、せっかく軌道に乗ってきたところで、不要・凍結はあって

は困ると思います。ぜひこれは残していただきたいと思います。 

○石亀委員長 いい事業は自信を持ってやっていってもらいたいと思っています。 

 この事業仕分け判定結果の対応については、この案のとおりに承認するということではなく、今出

た意見をもとに、修正していただいて、再度提出していただきたいと思います。 

                                              

非公開案件    ○報告第１号 教育長の代決について 

                                              

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 

○石亀委員長 そのほか、何かありますでしょうか。 

○黒澤文化課長 第５７回市民文化祭が先月の３０日から行っているところでございますが、一般部

門のほうはほとんどこの連休で終わっていますが、今週７日、８日から学校部門を展示ということで、

幼稚園の関係、小中学生の作品の関係、キャンパスピ市の子どもの関係の絵であるとか、市民音楽祭

とか、ダンスフェスティバル等々ございますので、ご案内させていただきます。 

○石亀委員長 皆さんには積極的に足を運んでいただけたらと思います。そのほかありますか。 

○笠井生涯学習課長 先程の市民プールと運動公園の料金の関係ですけども、今回条例で改正します

けども、指定管理者の募集の関係がありまして、指定管理者は旧料金でやっていますので、今回は市

民プール、運動公園というのは、条例上は変わっていますけども、金額はそのままでございます。ち

ょっとややこしいんですけども、指定管理費といったときに旧料金で料金設定していますから、実際、

市民の方がお金を払うのは、来年度も今現在の料金のほうを徴収するという仕組みです。 

○米山教育長 いつまでですか。 

○笠井生涯学習課長 更新日までです。運動公園でいきますと２６年度から５年間は現行どおりの料

金、９,４５０円です。 

 ２６年の指定管理者が今度新しく運動公園はなりますので、２６年度は、条例上は９,７２０円と変

わっていますけども、実際もらうのは９,４５０円です。 

○米山教育長 テニスコートもですか。 

○笠井生涯学習課長 はい。それは市民プールと運動公園と指定管理者の部分だけです。社会体育施

設は指定管理者が入っていませんから、直営ですので、料金は変わってきます。指定管理のほうは、

それで募集をかけていって、料金の収入を算出していますから、この指定期間中は料金を変えないと

いう内容だそうです。 



 25 

○米山教育長 運動公園のテニスコートと市直営のテニスコート、金額が変わるんですか。 

○笠井生涯学習課長 運動公園のテニスコートは、これでいきますと、料金そのままです。社会体育

施設の料金は５３０円に変わります。 

○米山教育長 もう一回よく考えて、１２月議会に改正の条例を出さなければいけないのかどうか確

認してください。市内で５３０円と３７０円はおかしいです。 

○笠井生涯学習課長 あくまでも指定管理者の収入だけでそれをやるのは。 

○米山教育長 であるなら、さっき言ったとおり、指定管理者と変更契約を結んで、金額をどうにか

するとか検討しないと。 

○笠井生涯学習課長 これはもう一回確認します。 

○石亀委員長 ほかにはありませんでしょうか。 

 では、特になければ、以上をもちまして、本日の議事は終了いたしました。 

 次回の定例会議は１２月３日火曜日となります。本日はお疲れさまでした。 


