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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和元年６月４日（火） 

 白井市役所東庁舎３階会議室３０２ 

 １．教育長開会宣言 

 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３１年度教育費補正予算（第２回）に係る意見聴取について 

 ７．報告事項 

    報告第１号 白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

    報告第２号 平成３１年度白井市教育委員会事務事業点検・評価委員の選任について 

    報告第３号 準要保護児童・生徒の認定に係る報告について 

 ８．その他 

                                              

○出席委員等 

   教育長  井上 功 

   委 員  小林 正継 

   委 員  川嶋 之絵 

   委 員  髙倉 聡子 

   委 員  齊藤 豊 

○欠席委員等 

   な し 

                                              

○出席職員 

   教育部長          小泉 淳一 

   教育部参事         鈴木 直人 

   教育総務課長        板橋 章 

   生涯学習課長        石戸 啓夫 

   文化センター長       石田 昌弘 

   書   記         山本 麻奈美 

   書   記         楢原 拓真 

午後２時００分 開 会 

     ○教育長開会宣言 

○井上教育長 それでは、令和元年第６回白井市教育委員会定例会を開会いたします。 
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 本日の出席委員は４名です。教育長の私を合わせると、本日の出席は５名となります。 

 議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございますけれども、齊藤委員から委員質疑がござ

いまして、７の報告事項の後、非公開案件の前に、一つ委員質疑を加えさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

                                              

     ○会議録署名人の指名 

○井上教育長 ２番、会議録署名人の指名、会議録署名人の指名をいたします。 

 小林委員と齊藤委員に署名をお願いいたします。よろしくお願いします。 

                                              

     ○前回会議録の承認 

○井上教育長 ３番、前回会議録の承認。 

 前回の会議録の承認を行います。訂正などがありましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

                                              

     ○委員報告 

○井上教育長 それでは４、委員報告。 

 委員報告を行います。各委員からお願いいたします。 

○小林委員 ５月２１日火曜日、千葉県の市町村教育連合会の定期総会に茂原市まで行ってまいりま

した。今回の講演のテーマが「新しい学習指導要領におけるプログラミング教育について」というこ

とで、文科省の方が話をされました。非常に情報機器が発達しまして、今後の社会がＳｏｃｉｅｔｙ

５．０と呼ばれるような社会に変わっていくと、全ての分野において、情報機器を使って情報を得た

り、整理したりしながらと社会になるということで、そういう社会においては、主体的に、こちらの

人間の側が取り組むプログラミング教育というのが必要となるということで、特にこの数年の統計で

は、千葉県、埼玉県がおくれていると。全国でも千葉県がおくれているというようなことですので、

追いつくという意味もありますし、千葉県もこれからそういうことで、学習指導要領とともに千葉県

も力を注いでいくと、そういうような内容を聞いてまいりました。以上です。  

○井上教育長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○川嶋委員 ５月３０日、北総教育事務所の指導室学校訪問がありました。清水口小学校の午後の授

業を参観させていただきました。１５学級ということで、児童数もちょうどよく、学校施設も有効に

活用されており、一人一人の児童にも指導が行き届く学校環境が魅力的だなというふうに感じました。

子供たちは非常に伸び伸びとしておりまして、個性が感じられてよかったことと、教員の方々は若手

の先生が多くてフレッシュな印象を受けました。こういった訪問に行くことで、学校の負担もあるか

とは思いますけれども、教員の働き方や指導における悩みや努力していることなどを知ることができ

て、ありがたいことだなというふうに感じます。先生方が、子供の視点に立って、向き合いながら指

導してくださっているところに感謝したいというふうに思います。以上です。 

○井上教育長 ありがとうございました。 
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 ほかにございますでしょうか。 

○齊藤委員 私は５月３１日に、関東甲信越静総会ということで、山梨県北杜市にあります女神の森

セントラルガーデンに行ってまいりました。総会は１都１０県、約１，０００名の参加ということで、

総会の前段で特別公演ということで、山梨県立北杜高等学校ギター部というところが、２０１３年、

１４年に全国学校ギター合奏コンクールで、２年連続１位となったというギター部のほうの演奏を聞

いてきました。約３０名の部員で６種類のギターを使いまして、弾くだけではなく、ギターのボディ

ーをたたいて演奏するという珍しい演奏を聞いてきました。 

 また、先ほど小林委員からもありましたけれども、文科省課長補佐の佐藤様という方から、教員の

情報化の動向についてということで、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０という政府広報のムービーというのがあ

るということで説明がありました。どういうことかというと、ドローンなどを使って、少子高齢化で

地方の過疎化などに役立てるとか、あとはＡＩによって複雑なコンピューターの作業から解放される

社会をつくるというような説明がありました。 

 また、長野県立大学の学長の金田一真澄氏より、記念講演ということで、「人生１００年時代を見

据えた教育のあり方」ということで、七つの項目の講演がありました。「学力とともに人間としての

力を問う」、２番目が「自己肯定感からプラス思考へ」、３番目が「文章の表現理解力を重視」、４

番「読書は人生１００年時代の必須アイテム」、５番「知るを楽しみ、学ぶを喜ぶ人生」、６番が

「幸せな働き方と仕事の選択」、７番が「健康は心からの笑いから」というような記念講演を聞いて

きました。なかなか人数が多い総会だったのですが、充実した時間を過ごせたと思います。以上です。  

○井上教育長 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○井上教育長 それでは、続きまして、教育長報告を行います。 

 私からですけれども、まず５月１１日土曜日、市の文化団体協議会の定期総会に出席いたしました。  

 同日、市の市Ｐ連の総会のほうにも出席いたしました。 

 ５月１２日日曜日、しろいチャレンジド・スポーツクラブ総会に出席いたしました。 

 ５月１５日水曜日、三部会陸上大会、三部会というのは、印西市と白井市の二市を合わせた団体で

すけれども、松山下運動公園、印西市ですけれども、大会が行われ、応援に行ってまいりました。 

 ５月１９日日曜日、スポーツコミュニティみなみの総会に出席しました。 

 ５月２４日金曜日、市民プールの安全祈願祭に出席いたしました。 

 ５月２６日日曜日、市民大学校の入学式に出席いたしました。 

 ５月２８日火曜日、印旛地区小学校陸上競技大会、これは先ほど申し上げました三部会陸上競技大

会を勝ち抜いた小学生の大会ですけれども、陸上大会が行われました。市内で、５年生女子の１００

×４のリレーにおいて、白井第三小学校が１位、桜台小学校が２位、郡でリレー、ワンツーフィニッ

シュでございまして、大変すばらしかったです。 

 それから、５月３１日金曜日、先ほど齊藤委員からもありました関東甲信越静市町村教育委員会連

合会総会に出席いたしました。以上でございます。 
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 それでは、委員報告及び教育長報告について、何か質問がございましたらお願いします。  

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○非公開案件について 

○井上教育長 続きまして、非公開案件についてお諮りします。 

 本日の日程の報告第３号 「準要保護児童・生徒の認定に係る報告について」、これは白井市情報

公開条例第９条第１項第１号の個人に関する案件であるため、非公開がよろしいと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、報告第３号につきましては非公開といたします。 

 これから議事に入ります。公開案件から先に行います。 

 本日の議事の進行につきましては、白井市教育委員会会議規則第２９条の規定により、髙倉委員を

指名したいと思います。 

 髙倉委員には、６の議決事項及び７の報告事項、先ほど加えました委員質疑の進行について、よろ

しくお願いいたします。 

○髙倉委員 それでは、ご指名にあずかりました髙倉でございます。 

 これより、６の議決事項、７、報告事項に係る議事を進めてまいりますので、よろしくお願いしま

す。 

                                              

     議案第１号 「平成３１年度教育費補正予算（第２回）に係る意見聴取について」 

○髙倉委員 まず、議決事項について、議案第１号 「平成３１年度教育費補正予算（第２回）に係

る意見聴取について」事務局から説明をお願いします。 

 どうぞ。 

○板橋教育総務課長 議案第１号 「平成３１年度教育費補正予算（第２回）に係る意見聴取につい

て」説明いたします。 

 本案は、令和元年第２回白井市議会定例会に上程する議題について、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ことによるものでございます。  

 次のページをごらんください。平成３１年度６月補正一覧表です。 

 一般会計歳出、担当課は文化センターになります。科目は９款４項５目文化センター費、事業名称

は文化センター管理運営に要する経費、予算は当初予算１億１９５万８，０００円を６４万円増額し

まして、補正後、１億２５９万８，０００円にするものです。 

 内容は、７節賃金、臨時職員の賃金です。増額の理由といたしましては、令和元年５月の人事異動

により正職員が１名減となり、事務補助として臨時職員１名を雇用するため、補正するものです。１

日６時間、週３日を想定しておりまして、７月以降、１１４日の勤務日を見込んでおります。 

 補正額の内訳としましては、賃金として６１万６，０００円、交通費としまして２万４，０００円、

合計６４万円となります。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
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○髙倉委員 ありがとうございました。 

 では、議案第１号について質問等ございましたら、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○髙倉委員 では、ご質問等ございませんので、議案第１号についてお諮りします。 

 原案のとおり、議案第１号を決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○髙倉委員 では、議案第１号は原案のとおり決定いたします。 

                                              

     報告第１号 「白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」 

○髙倉委員 それでは７、報告事項に入ります。 

 報告第１号 「白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」説明をお願いします。 

 お願いします。 

○鈴木教育部参事 「白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」説明をさせていただ

きます。 

 本案は、白井市学校給食センター運営委員会の委員に欠員が生じたため、白井市学校給食センター

設置条例第４条第４項の規定により、委嘱するものです。 

 裏面の名簿をごらんください。 

 今回の委員の選出につきましては、ＰＴＡ連絡協議会からの推薦により、白井第三小学校ＰＴＡ会

長の川越美加子氏と大山口中学校ＰＴＡ会長の長沼美穂氏を新たに委嘱したものです。  

 委員の任期につきましては、令和元年５月１７日から令和元年７月３１日までの前任者の残任期間

となります。以上でございます。 

○髙倉委員 ありがとうございました。 

 では、報告第１号について、ご質問等ありましたらお願いします。 

 特にございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○髙倉委員 欠員補充ということですので、報告第１号について、質問はないということで終わりま

す。 

                                              

     報告第２号 「平成３１年度白井市教育委員会事務事業点検・評価委員の選任について」 

○髙倉委員 では、報告第２号 「平成３１年度白井市教育委員会事務事業点検・評価委員の選任に

ついて」説明をお願いします。 

○板橋教育総務課長 報告第２号 「平成３１年度白井市教育委員会事務事業点検・評価委員の選任

について」ご説明いたします。 

 本案は、今年度において、平成３０年度の白井市教育委員会事務事業について、点検・評価を実施

するに当たり、学識経験者を選任しましたので、報告するものです。 

 裏面をごらんください。 

 選任する委員につきましては、学識経験者３名でございます。 
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 昨年度に引き続き、伊藤久男さん、浅利範子さん、山本香緒利さんを選任したものでございます。  

 皆さん、平成３０年度から選任しており、今年度で２年目となります。説明は以上です。よろしく

お願いします。 

○髙倉委員 ありがとうございました。 

 では、報告第２号についてご質問ありますか。 

 こちらもよろしいでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○髙倉委員 では、ご質問等ないようですので、報告第２号について終わります。 

                                              

     ○委員質疑 

○髙倉委員 次に、非公開案件の前に委員質疑に入ります。 

 齊藤委員からの質疑ということで、説明をお願いします。 

○齊藤委員 項目がなかったということで、急遽、質問させていただきます。 

 質問というよりも確認なのですけれども、今月から学校の空調、クーラーの件、使用されていると

は思うのですけれども、その中で調理室とか音楽室ですか、教室ではないところには設置されていな

いということで、今後の設置予定というのが、まず一つです。 

 あとは、桜台小中につきまして、これはオープンスペースの学校なのですけれども、その中でクラ

スがないところにはエアコンがついていないということで、それについて、容量が足りているのかど

うかというところの確認をお願いしたいと、質問させていただきます。以上です。 

○板橋教育総務課長 白井市の空調につきましては、５月２９日から各学校、運転できることとなっ

ており、教育委員会から通知をしまして、５月２９日から試運転を開始し、試運転は６月いっぱいま

でです。その間に不都合がないかを私たちが点検して、７月１日から本格稼働ということになります。 

 今、齊藤委員さんから、まず質問１点目なのですけれども、白井市立小中学校空調設備の整備に関

する基本方針というものを、平成３０年８月に策定していまして、その中で、普通教室については３

１年度をめどに実施するということで、特別教室の設置については整備時期についての検討を進める

となっております。今現在、教育総務課としましては、普通教室につけたばかりですので、効果とか

を見ながら、今後どう拡張していくかということを考えていきたいと思います。学校からは、やはり

音楽室につけてほしいとか、図書室につけてほしいという声は、私たちにも届いておりますけれども、

整備の時期はいつかといったことは、決まってはいないということになります。 

 それと、もう一つ、桜台小中学校のオープンスペースなのですけれども、３部屋あるうちの一部屋

にエアコンががなかったりしている状況でございます。ただ、事前の基本設計の段階ですけれども、

シミュレーションをしております。全部開けっ放しの状態でエアコンをつけたときに、１０分後にほ

ぼ設定温度になるというシミュレーションになっております。シミュレーションですので、例えば太

陽光の状況ということでも変わってくるのかなということですけれども、理論上は、１０分たつと、

ほぼ設定温度に冷やされるということであります。ただ、冷房よりも暖房のほうがシミュレーション

どおりにならないことが多いそうなので、暖房時はパーティションを閉めてもらうほうが、暖房効率

が高いのではないかということでした。回答としては以上です。 

○髙倉委員 ありがとうございました。 
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 齊藤委員、追加でいかがですか。 

○齊藤委員 特別教室については、今後検討していくということでわかりました。 

 桜台のオープンスペースの件に関しては、特別なスペースということで、パーティションもあるの

は知っているのですけれども、なかなかパーティションのないところがオープンスペースというとこ

ろの特徴かなと思います。その中でのエアコンということで、初めての試みだとは思うのですけれど

も、今後、シミュレーションで実際理論上は、冷えるようになっているところだとは思うのですけれ

ども、１年これから見ていて、異常気象も続いていますので、それを踏まえた中で今後検討していた

だければなと思いますので、よろしくお願いします。 

○髙倉委員 ほかに、質問等ありますか。 

○小林委員 今までエアコンなしで我慢してきて、今年からですから、今年は、初めての試みかと思

うのですけれども、もし今まで使っていたとした場合に、６月からとか、初めのスタートを決めると

思うのですけれども、今年みたいに異常に５月から暑くなっちゃったりとか、そういう場合も今後は

考えられるような気がするのですけれども、その辺のところも考慮に入れて、運営していったらいい

のじゃないかと思いました。 

 それと、５月の異常な暑さで、学校で特に問題はなかったのでしょうか。一つだけお聞きしたいと

思います。 

○髙倉委員 前半は意見ということで、後半の質問に対して、おわかりになりますか。 

○鈴木教育部参事 特に大きなけがとか熱中症とか、そういったことについては受けておりません。 

○小林委員 わかりました。 

○髙倉委員 ほかに質問等ございますか。 

○井上教育長 先ほどの桜台小中学校については、オープンスペースという形になっているので、理

論上は大丈夫だということです。ぜひ私も行って体験したいなと、近いうちにどのぐらい効果がある

のかは見てみたいなと思っております。 

○髙倉委員 ほかに、この件に関して質問等ございますか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○髙倉委員 では、委員質疑を終わります。 

 これから非公開案件に入りますので、傍聴者の方、失礼しますが、お願いいたします。 

                                              

非公開案件     報告第３号 「準要保護児童・生徒の認定に係る報告について」 

                                              

 以上で、本日の議決事項及び報告事項に係る議事について終了いたしました。 

 これ以降の進行については、井上教育長にお願いいたします。 

○井上教育長 髙倉委員には、議事の進行をありがとうございました。 

 ここからは、私のほうで進行させていただきます。 

                                              

     ○その他 

○井上教育長 ８のその他ですけれども、何かありましたら、お願いいたします。 
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○板橋教育総務課長 それでは、資料の最後ページの白井市教育委員会各課の行事予定（２カ月）と

いうのをごらんいただきたいと思います。 

 まず、上から説明いたします。 

 教育総務課です。６月は４日、定例教育委員会議があります、１４日から議会招集日（第２回定例

会）があります。１９、２０、２４、２５と一般質問を予定しております。２６日が委員会付託、２

８日金曜日が教育福祉常任委員会でございます。７月です。７月２日火曜日、定例教育委員会議がご

ざいます。１１日が議会閉会日です。７月は２５日に臨時教育委員会議を行う予定です。  

 学校政策課です。６月１４日金曜日、教科書展示、７月５日金曜日、第２回印教連教科書採択協議

会がございます。 

 教育支援課です。６月２１日金曜日、青い麦の子ふれあい運動会がございます。 

 生涯学習課です。６月８日、白井市小・中学校ＰＴＡ親睦バレー大会、２３日、文化財講演会、２

９日、第２７回白井市スポーツレクリエーション祭、２９日土曜日、文化団体協議会主催事業。 

 文化センターです。６月はございません。７月が７月１３日土曜日、千葉県警察音楽隊コンサート

となっております。 

 もう一つでございます。先ほどエアコンの話が出たのですけれども、エアコンは先ほども言ったよ

うに、５月２９日から運用を開始しております。以前に、そのガイドラインでいろいろご意見をいた

だきまして、１カ所だけ修正したところをご案内いたします。 

 設定温度なのですけれども、設定温度２８度以上としますと説明したのですけれども、２８度じゃ

なかなか冷えないだろうということで、２７度以上と設定温度を変えておりますので、ここだけ報告

をさせていただきます。以上です。 

○小泉教育部長 追加でお願いいたします。今、エアコンについてのご報告がございましたけれども、

本日の校長会の中で、環境を考えて一定の使用のラインは教育委員会としては出させていただいたけ

れども、あくまでも子供たちの健康を優先して、柔軟に有効に活用してくださいということを校長先

生方にお願いをしたところです。以上でございます。 

○井上教育長 今の件につきまして、ご質問等ありますでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 ほかに、その他でございますでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 なければ、以上をもちまして本日の会議は終了いたします。 

 次回は７月２日火曜日、午後２時からとなっております。次回の議事の進行につきましては、齊藤

委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はお疲れさまでございました。 

午後２時２８分 閉 会 


