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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２８年４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．委員報告 

 ４．委員長報告 

 ５．議決事項 

    議案第１号 平成２８年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出について 

    議案第２号 白井市スポーツ推進委員の委嘱について 

    議案第３号 「平成２８年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて 

    議案第４号 学校給食共同調理場建替事業実施方針（案）について 

    報告第１号 白井市文化財審議会委員の委嘱について 

    報告第２号 準要保護児童・生徒の認定について 

                                         

○出席委員 

   委員長  石亀 裕子 

委 員  小林 正継 

   委 員  高城 久美子 

   委 員  川嶋 之絵 

   教育長  米山 一幸 

 

○欠席委員 

   な し 

                                         

○出席職員 

   教育部長          染谷 敏夫 

   教育部参事         小泉 淳一 

生涯学習課長        鈴木 栄一郎 

   教育部参事         小松 正信 

   書   記         武藤 善勇 

   書   記         品川 太郎 
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午後２時０５分 開 会 

     ○委員長開会宣言 

○石亀委員長 平成２８年第４回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 本日は、事務局も新しいメンバーと入れ替わっておりますが、よろしくお願いします。 

 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。高城委員と川嶋委員にお願いします。 

                                             

     ○委員報告 

○石亀委員長 それでは、委員報告から行います。各委員からお願いします。 

○小林委員 ３月８日、白井高校の卒業式に行ってきました。１８４名の卒業生でしたけれども、参

加された来賓等は、近年では一番よく印象に残った卒業式だというようなことを言っておりました。

というのは、私は昨年も参加しましたけど、それで何かひどいということではないけれども、帰り際

にお菓子を配ったり、ちょっとそういうところがあったものですから、その辺のところも加味しまし

たら、今年の学年は、学年でまとまって、そういうことはせずに、きちんと式というものはやってと

いう形で整然となっております。そして、担任と、やはり最後の生徒たちのお別れのところは、あり

がとうございましたという挨拶があって、そういう意味でも、整然とする中でも感動があったという

ことで、立派な卒業式だったと参加された方が言っておられました。 

 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。 

○川嶋委員 ３月９日の水曜日、放課後子ども教室の実行委員会議がございました。平成２８年４月

より、中木戸公園競技場広場で放課後子ども教室が実施されます。私は、コーディネーターとして、

実行委員会委員に委託されましたことを報告します。 

 第１回の会議では、実施についてと第１期の教室内容について、委員の皆様と検討しました。放課

後に、子どもたちが地域の方の見守りの中、野外でスポーツ等、体を動かせる遊びができる居場所づ

くりをします。子どもたちの体力づくりとコミュニケーション能力を高め、社会性を身につける大変

良い機会になるのではないかと思います。 

 ４月１８日より、毎週月曜日午後３時から５時に、コーディネーター１名と安全管理委員３名によ

る見守りの中、大山口小、清水口小、七次台小の３校にて実施します。周知方法は、４月の広報と市

のホームページにおいて行う予定です。 

 ３月１８日、七次台中学校の卒業式に行ってまいりました。この日は小雨の降る寒い日だったけれ

ども、七次台中学校では１１０名が晴れやかな面持ちで卒業しました。沖永校長先生の話の中で、小

さいことの積み重ねが大事だよということと、栄枯論ずるに足らずという話を通しまして、祝辞を述

べておりました。中学生の生徒達の自覚と成長を感じる、とても凜とした素晴らしい式典で、私自身

初めて参加しましたけれども、大変感動しました。 
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 以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 

 あとは、他に。 

○高城委員 私は３月１８日、七次台小学校の卒業式に行ってまいりました。七次台小学校は８２名

の卒業生でした。その日は、小学校の子にはとても素晴らしいことに小春日和で、とても暖かな日で、

最高な１日でした。 

 特に伊藤校長先生は、大山口小学校から３年前に七次台小学校に移ってこられて、ちょうどそのと

きに大山口小から七次台小に移動した児童もいらっしゃって、伊藤先生と大山口小学校の児童２３名

とともに七次台小学校に来られました。そして、その子がちょうど６年生で卒業するということで、

６年間、その２３名の児童を伊藤先生が見守ったということで、伊藤先生もさらに感動した、目を真

っ赤にされて感動しているご様子でした。素晴らしい卒業式でした。 

 以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 

 小中学校の卒業式は分担して、皆、出席しておりますので、それぞれの感じた思いがあったのかと

思いますが、代表して報告していただきました。 

 その他にありますでしょうか。 

 では、私ですが、平成２７年度の第２回になりますが、白井市青少年問題協議会に出席してきまし

た。３月２９日ということで、年度末で出席された方もちょっと限りはありましたけれども、平成２

７年度の市内小中学校いじめ関連事案の状況報告について、詳しく説明、報告がありました。 

 その中で、専ら委員の間でも、ＳＮＳの扱い方であるとか、個人情報について、大人も追いつけ追

い越せで学んでいかなければいけないのではないかというような話も出ておりました。 

 もう一つの話題については、白井市における放課後子ども教室事業ですが、教育委員会としては、

今後、他にも手を広げるつもりはあるのかというような質問も出ていましたけれども、先ほど川嶋委

員からも報告がありましたように、中木戸公園での屋外を使っての開放的な、そういった子どもたち

が自由に遊べる場づくりというものは、非常に期待されているというような話がありましたので、ご

報告をしておきたいと思います。 

                                             

     ○教育長報告 

○石亀委員長 以上となりますが、各委員からないようでしたら、続いては、米山教育長から報告を

お願いします。 

○米山教育長 それでは、３月の報告をいたします。 

 まず、３月２日、議会の方で文教民生常任委員会、これは給食センターに関する給食の陳情が再度

出されまして、給食センターの案件については、既に議会で議決がされている中で、また陳情が出さ

れております。決定事項として決まっているので、当面、議会の方では、この陳情は否決をされてお

ります。 

 ３日、文教民生常任委員会、２日連続でありました。議案については、予算を含めて可決をしてお

ります。また、可決内容は、各委員の方に別紙で報告をしたいと思います。 

 同日、通学路安全推進協議会が開催されております。市内の全学校のＰＴＡ本部役員、それと市側
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から、市長を初め環境建設部までの部長が参加をいたしまして、まず通学路の危険箇所の点検を警察、

市、また県を含めて、ＰＴＡと一緒に確認をいたしました。その確認した結果を保護者の方に報告を

しましたけれども、やはり大山口中学校へ自転車で通学するマクドナルドの角のところ、大松交差点

のところが大変危険だと、早急な対応をお願いしますということで、各単Ｐを含めまして、Ｐ連の方

から危険箇所の確認と早期の解決に対して、市に要望がありました。 

 それから５日、冨士センターフェスティバル、５日土曜日ですけど、午前中、雨が若干降っていた

けれども、その後、晴れまして、大勢の方が参加をしております。今、冨士センターを委託している

運営協議会、ＮＰＯを取得しましたので、今後、市直営の委託方式か、または指定管理か、運営協議

会の考え方を含めて協議をしていきたいと思っております。 

 それから９日、先ほど川嶋委員から報告がありました、放課後子ども教室の実行委員会が開催され

ております。４月１８日からスタートいたします。 

 それと１１日、中学校の卒業式で、午後から、給食センターに関する住民監査請求が出されており

まして、この市側の陳述ということで、給食センターの修繕の監査請求が重立った内容ですけれども、

これに対する陳述を行いました。監査請求の結果は大変重要ですので、各委員の方には内容を、監査

委員からの内容を含めて、また協議会等を開いて、説明会を開きたいと思っております。  

 １３日、日曜日、運動公園で少年野球大会の開会式が開催をされております。新チームの編成とい

うことで、新しいメンバーで組織づくりから始めるということで、子どもたちは大変張り切っており

ました。 

 １７日、給食の運営委員会が開催されまして、アレルギー食の対応、また行事食、学校給食を通し

た食育ということで、学校給食運営委員会が開催されております。 

 １８日、金曜日に小学校の卒業式に行っております。 

 １８日、その日の夜、梨マラソンの実行委員会が開催されました。今年の梨マラソンの実行委員会、

大きな改善点があります。１点目は、募集人員は変わらないけれども、市にふるさと納税をしていた

だいた方には、優先的に参加ができるということで、最初は、まず３００名を予定しております。１

万円寄附をいただくと、３００万円が市のふるさと納税として収入になると。エントリー費より１万

円は高いけれども、申告をすると、エントリーされた方は、所得によって違うけれども、おおむね７

割から８割は戻ってくるということで、参加する方々にも人気があるし、市にとっても３００万円と

いう、ふるさと納税としての収入があるということで、参加動向を見ながら、もう少し増やせたらと

思っております。 

 それから、２２日に議会が最終日で終わっております。執行部側の提案した議案は、全て可決をし

ております。その内容については、また教育委員の方には報告をしたいと思っています。 

 ２３日、午前中に総合教育会議、午後から臨時教育委員会議を開催しております。総合教育会議に

ついては、会議の内容は、大綱（案）について、パブリックコメントをこれから行うということで決

まっていると思います。 

 ２５日、市の表彰式がありました。子どもたちを含めて、多くの市民の方々を表彰させていただい

ております。 

 ２６日、土曜日、学校給食共同調理場建替等事業者選定委員会ということで、大学の先生３名、そ

れとＰＴＡ代表者、学校代表者、行政の代表者が私ということで、１時半から５時過ぎまで、いろい
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ろな形で検討されております。実施方針等、その中でいろいろな意見をいただきまして、決定をして

おります。 

 その日の２６日、土曜日の夜ですが、医師会との説明会に行っております。今までの健診に新しく

健診内容が加わりまして、子どもたちを立ったり座らせたりということで、いろいろな形で健診の時

間を要するということで、医師会からの要求としては、１日たくさん診られないということで、健診

の見逃しによる損害賠償請求等が他の市町村で起きております。医師会の方でも、新しく健診項目が

加わったので、現在の報酬が１日３万円、ある一定の人数でやっているけれども、到底、その人数を

こなせない。だからといって、日を延ばすと、今度は自分たちの診療ができなくなってしまうので、

休診をしてまでは来られないということで、できれば対応策を、また１日の人数を含めて、対応策を

検討してもらいたいということで、医師会からの要求がありましたので、まず教育委員会議の方で、

どのような形で健診の日を設定するのか、また、１日の健診人数を何人ぐらいにするのかということ

について、検討していきたいと思っております。 

 それから、２８日に教職員の辞令交付式に出席をいたしました。第一小学校の水崎校長先生と白井

中学校の永長校長先生を初め、退職される教員の先生方、北総教育事務所で約２３０名、新採が約１

８０名の辞令交付式がありました。 

 翌日、火曜日に文化財センターの理事会に出席をしております。文化財センター、やはり印旛の文

化財センター以外は、大半が、各県内でも文化財センターがなくなってきまして、今残っているのが、

県内で印旛だけですけど、やはり仕事量が減っているということで、ただ、その分、他地区の文化財

の委託業務があるということで報告を受けております。 

 ３１日、辞令交付式。これは市職員一般職の辞令交付式、石亀委員長に来ていただいて、３１日、

１日と辞令交付式を行っております。 

 ４月２日、中ホールで総合体育大会が開催されました。これはやはり体育に関わる功労者の表彰、

または前年度の印旛郡市体育大会での優勝者の表彰ということで、中ホールで開催されております。

大人のスポーツ大会が２日、土曜日。３日には子どもたちのスポーツ少年団の開会式が開催されてお

ります。 

 その日、スポーツ団体、少年団の開会式の後、芸能振興会の総代会に出席いたしました。芸能振興

会はやはり後継者の育成を含めて、各学校と連携をとって、例えば三味線であったり、詩吟であった

り、民謡であったり、やはり子どもたちに伝えていきたいということで、学校との橋渡しをお願いし

たいということで、会長からの報告もありました。 

 昨日、会計検査院が、これは国の方からと言っていいのかどうか分かりませんが、検査がありまし

て、平成２５年度から２７年度までの大規模改修、耐震補強についての会計検査が入りましたので、

内容については、後ほど、その他で染谷教育部長から報告をいたします。 

 あと、住民監査請求には、また別の場所、別の日を選んで、まだ全然内容を見ておりませんので、

分析した結果を皆さんの方に報告したいと思っております。 

 以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これまでの委員報告、教育長報告について、質問等がありましたらお願いします。 
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○石亀委員長 それでは、ないようでしたら、続いて、非公開案件についてお諮りします。 

 議案第１号「平成２８年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出について」、これは公正な採択

をするために、そしてもう一つ、議案第４号「学校給食共同調理場建替事業実施方針（案）について」

は、今後の計画に影響を与える事項であるということ。そして、報告第２号「準要保護児童・生徒の

認定について」は、個人の情報に関する事項であるため、この３点については、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、非公開とします。 

                                             

     ○議案第２号 白井市スポーツ推進委員の委嘱について 

○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２号「白井市スポーツ推進委員の委嘱について」、説明をお願いします。 

○鈴木生涯学習課長 議案第２号「白井市スポーツ推進委員の委嘱について」。 

 初めに、訂正の方で申し訳ございません。今、委員長から議案第２号「白井市スポーツ推進委員の

委嘱について」ということで、議案書真ん中の「委員会」、そちらの方は削除していただきたいと思い

ます。申し訳ございません。 

 提案理由でございますが、本案は、白井市スポーツ推進委員の１名が辞任したため、新たに委嘱す

るものです。任期については前任者の残任期間です。 

 裏面をご覧いただきたいと思います。スポーツ推進委員の名簿でございます。任期につきましては、

平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日となっています。今般、新たに委嘱する者については、

最下段２７番の白子素子さん、この方を本年度から委嘱したいということでございます。１名の辞任

につきましては、前任者、保科孝典さんが、一身上の都合により辞任をしてございます。 

 以上でございます。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の議案第２号について、質問がありましたらお願いします。 

 これでよろしいでしょうか。 

 議案第２号について、原案のとおり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、議案第２号は原案のとおりとします。 

                                             

     ○議案第３号 「平成２８年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて 

○石亀委員長 議案第３号「平成２８年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて、説

明をお願いします。 

○小泉教育部参事 議案第３号「平成２８年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて。 

 提案理由でございますが、本案は、文部科学省が４月１９日に実施する「平成２８年度全国学力・

学習状況調査」の結果公表について、提案をするものです。 

 裏面をご覧ください。内容は、昨年度と同様の公表の仕方での提案となります。ただ今、資料をお

配りさせていただきました。合わせてご覧ください。 
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 １ 市の結果公表について。 

 教育センター室ホームページで公表します。内容は、教育委員会議を経てからになります。 

 別添資料の１ページをご覧ください。中段にありますように、教科に関する調査と生活習慣や学習

環境等に関する調査の二つの調査があります。 

 教科に関する調査については、数値を公表せず、全国と市の観点別結果をレーダーチャートにて公

表します。国語、算数、数学、理科について、観点別に分析・考察し、市としての授業の改善ポイン

トを示します。 

 ３、４ページには、昨年度、公表の一部を載せてございますので、参考にお願いします。 

 ５、６ページが、生活習慣や学習環境等に関する調査の昨年度、公表の一部です。こちらは数値を

入れて、グラフにて公表いたします。 

 続きまして、２ 学校の結果公表について。 

 全校で公表します。方法としては、学校だより、学級懇談会等で文書または口頭で報告します。内

容につきましては、市の公表と同じように、学力の状況調査の数値については、学校間の序列や過度

な競争が生じる恐れがあるため、行わず、考察やグラフなどで公表します。公表の時期は、市での公

表の時期と合わせます。 

 別添資料の７ページから１０ぺージまでが、昨年度、学校だよりに記載した公表の一部でございま

すので、ご覧いただきたいと思います。 

 最後に、個票でございますが、１１ページには各家庭に渡す個票の例がございます。全国の状況が

上段の棒グラフであらわされ、その下に個人の正答数が載っております。子どもを通じて、保護者に

個票を渡すことになっています。個票を渡すときは一斉に渡すのか、個別に面談をしながら渡すのか

は、それぞれの学校で判断して行っております。返却時期は、中学校区で同じ日に返却しております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○石亀委員長 これまでと、公表の仕方について変わったところはありますでしょうか。ほぼ同じな

のかなと思いますけれども、特に変わったところがあればお願いします。 

○小泉教育部参事 昨年度と同様でございます。 

○石亀委員長 同様ですか。 

 もう一つ、すみません。それについて、各学校で保護者の方からの反応などがあると思いますが、

質問とか、改善してほしいとか、そういった声というものは上がってきているのでしょうか。 

○小泉教育部参事 保護者の声として、直接は伺っておりませんけれども、学校の中では、この結果

を基にして、その後の１年間、小学校６年生、それから中学校３年生の長所短所を判断しまして、１

年間の指導の中で生かしているというふうに理解しております。 

○石亀委員長 お伺いしますが、特に１４校、それぞれの情報として、情報交換というのか、こうい

ったことがあったけれども、改善ができないかとか、そういったことは、特に大きな問題はなかった

ということですか。ほぼ皆さん、今後の方向性も示されているということで、ほぼ満足して受けてい

ただいているというように思ってもいいですか。 

○小泉教育部参事 学区によっては、中学校区でお互いの結果を交流して、９年間の学びの中に生か

している学区もあると聞いております。有効な活用をさせていただいているというように思っており

ます。 
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○石亀委員長 ありがとうございました。 

 他に皆さんから。 

○米山教育長 ２８年度は理科をやらないのですか。あれだけ鳴り物入りで、２７年度は理科を入れ

て、今後に、理科教育の重要性があると言っていたのを、文科省も１年でやめるのか。それとも、こ

のパンフレット以外に、何か理科の時間割が入っているのかどうか、後で確認してもらえますか。反

対に文科省で、もしやらないのであれば、要はずっと通年的に子どもたちの理科の学力だとか、理科

の関心を高めると言うのであれば、１年だけ単発で入れて、この全国学力テストも、年度によっては、

全児童生徒、私立を入れてやってみたり、幾つか選択でやってみたりということで、経年変化がつか

ないので。多分、２８年度、このパンフレットを見る限り、理科はないので、この辺はやはり文科省

の方でやるのであれば、通常的に１回やったら、やっていくのが普通かなと思いますけれども、また

どこかで機会があったら聞いてください。多分、今年、２８年度はやらないと思います、これを見る

と。確認しておいてください。 

○小泉教育部参事 はい。 

○米山教育長 あと、もう１点。この全国学力・学習状況調査の別添資料で、この裏側の上段に、国

は何をやるのか、市教委は何をやるのか、学校は何をやるのかということで、調査結果の活用方法の

概略が出ております。この中で、生活習慣、家庭学習への子どもたちの意識付けと意欲について、こ

の裏側のところに出ておりますので、市教委が何をするのか、また国は何をするのかということで、

これを読むと、国が理科を抜かすことがちょっと理解できない内容ですけれども、こういう形で、試

験をやること自体ではなく、やった結果に対して、分析をして、どのような授業改善をして、子ども

たちに授業に対する取り組みの姿勢を変えていくのかということが、大変大切だと思いますので、教

育委員会としての改善に向けた取り組みの推進ということを進めていきたいと思っています。  

 以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 

 では、他に皆さんから、今の教育長のお話を聞いてでもいいですが、よろしいですか。 

 それでは、例年どおりに公表されるということで、議案第３号について、原案のとおりということ

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、議案第３号は原案のとおりとします。 

                                             

     ○報告第１号 白井市文化財審議会委員の委嘱について 

○石亀委員長 次に、報告第１号「白井市文化財審議会委員の委嘱について」、説明をお願いします。 

○小松教育部参事 報告第１号「白井市文化財審議会委員の委嘱について」。 

 本案は、白井市文化財審議会委員の任期が平成２８年３月３１日をもって満了となったため、新た

に委嘱したので報告するものです。 

 裏面をご覧いただきたいと思います。委員の任期につきましては、平成２８年４月１日から平成３

０年３月３１日です。各委員につきましては、全て再任ということでお願いするものでございます。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

○石亀委員長 ありがとうございました。 



- 9 - 

 では、ただ今の報告について、質問等ありましたらお願いします。 

 それでは、皆さん、再任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１号について終わります。 

 これから非公開案件に入りたいと思います。 

 傍聴の方、ありがとうございました。 

                                             

非公開案件 ○議案第１号 平成２８年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出について 

                                             

非公開案件 ○議案第４号 学校給食共同調理場建替事業実施方針（案）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 では、他に何かありますでしょうか。 

○染谷教育部長 その他ということで、先ほど教育長からも話がありましたけれども、学校施設等の

整備に関する会計検査がございましたので、ご報告をさせていただきます。 

 国の会計検査は、昨日の４月４日に午前１０時から午後５時までということで、１日かかっており

ます。内容は、書類審査及び現地確認を行いながら、実施したものでございます。対象施設につきま

しては、平成２５年度から平成２７年度に実施しました小中学校の校舎及び体育館の耐震化を含む大

規模改修事業と、各小学校に整備しました耐震性非常用井戸整備事業となっております。  

 具体的には、白井第一小学校、七次台小学校、南山小学校及び南山中学校の４件の校舎と、大山口

中学校、清水口小学校の２件の体育館、それから白井第三小学校と清水口小学校を除く、七つの小学

校の耐震性非常用井戸となっております。 

 検査の結果でございますが、校舎及び体育館の大規模改修事業につきましては、実績報告書の記載

内容について、再確認を求められておりますが、大きな指摘事項ではないことから、調整の上、後日、

報告をすることとされております。 

 次に、耐震性非常用井戸につきましては、非常用発電機の固定ボルトの規格について、その強度等

が計算されているものかどうかという、ご指摘があり、現地を確認したところ、施工方法やボルトの

規格が統一されたものとなっていないことから、その理由と説明資料などが求められております。こ

れは教育委員会ではなくて、市長部局、市民経済部の市民安全課が防災担当としておりますが、大変、

重要な指摘事項ということで、速やかに設計業者や施工業者などと確認をしながら、対応することと

なっております。 

 教育部の対応でございますが、今回の会計検査につきましては、いずれも文部科学省の所管の補助

金を活用して、実施した事業となっておりますので、今後とも教育部が取りまとめの部署として、関

係部署と調整をしながら、解決に向けて、丁寧に対応していきたいということで考えております。 

 以上が、会計検査の結果についての報告でございます。 

○小泉教育部参事 先ほど、お答えできませんでした、理科でございますけれども、３年に１回とい
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うことで、今後も実施予定ということで確認ができました。ご報告します。 

○石亀委員長 聞いたことがあるかもしれないですね。 

○米山教育長 はい、聞いたことがあるかもしれないです。 

○石亀委員長 あるかもしれない。初めての。 

○小泉教育部参事 私が答えなければいけなかったので、すみません、自信がなかったので。 

○石亀委員長 やってみて、分かったので。 

 定期的に、３年に１回ということで。分かりました。ありがとうございます。 

 では、他に。 

○小松教育部参事 会議前に資料を配らせていただきましたけれども、前回の教育委員会のときに、

文化財の見学ということで、お話がございまして、次回は、５月１０日に教育委員会会議が予定され

ています。午後２時からということで、その前、１時間ほど少し時間を頂戴いただければ、午後１時

に市役所玄関前に集合していただいて、文化財担当の方でワゴン車を用意しますので、そこで委員さ

ん方がご同乗いただければ、折立の来迎寺と木の鷲神社、他にも何件か、指定文化財がございますの

で、そちらをご見学ということで、予定させていただければと思います。前回のときに、ご都合はと

いうことで、大体、皆さんは了承いただけましたが、一応、４に出欠ということで書いてあります。

もし、出席ができないようでしたら、また、この時間までに、連絡をいただければと思っております。

よろしくお願いします。 

 あと、もう１件、しろい散策マップということで、今回、新しく改正しました。内容は、前回とほ

とんど変わっていないけれども、ページ数が若干増えまして、コースも２コースほど増えております。

今後、郷土資料館の方で、１冊３００円で頒布ということで予定しておりますけれども、参考までに、

委員の皆様にご覧いただければと思って配付しました。よろしくお願いします。 

○小林委員 お金を取るの。 

○石亀委員長 ２００円ですよね。 

○小松教育部参事 はい、そうです。印刷単価が上がってしまって。 

○石亀委員長 良い資料ですね。これは白井市に越してきたときに、何かこういうものを配られた気

がしましたけれども、当時は。 

○米山教育長 以前は、市民課でいろいろなものを配っていたよね、転入のとき。でも、今は、ほと

んど必要なものだけを配っています。 

○石亀委員長 そうですか。必要なものだけですか。大きな地図は、すごい役に立ちました。 

○米山教育長 はい、大きな地図ですよね。 

○石亀委員長 白井市の地図です。 

○米山教育長 配っていたよね。 

○石亀委員長 分かりました。これはぜひ個人的にも。 

○米山教育長 使えます。 

○石亀委員長 活用していきたいと思います。 

 それでは、他によろしいですかね。前回に、委員会の議事日程予定表が配られていると思いますの

で、ほとんど第１火曜日ですけれども、この日程を把握していただき、次回は５月１０日ということ

で、その前に文化財の見学が予定されているということで、今日の時点では大丈夫ですか。 
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○小林委員 はい。 

○石亀委員長 出席できますか。 

○髙城委員 はい。 

○川嶋委員 はい。 

○石亀委員長 他にございませんでしょうか。 

では、特にないようですので、以上をもちまして、本日の会議は終了します。 

 次回は、５月１０日午後１時に玄関に集合ということで、よろしくお願いします。 

会議は午後２時からです。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。 

午後３時５５分 閉 会 

 


