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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 平成２９年４月４日（火） 

 白井市役所４階第１会議室 

 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２９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 「平成２９年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて 

７．報告事項 

    報告第１号 白井市スポーツ推進委員の委嘱について 

    報告第２号 白井市教育相談員の委嘱について 

    報告第３号 白井市適応指導教室指導員の委嘱について 

    報告第４号 白井市学校支援アドバイザーの委嘱について 

    報告第５号 準要保護児童・生徒の認定について 

８．その他 

                                            

○出席委員等 

   教育長  井上 功 

   委 員  石亀 裕子 

   委 員  小林 正継 

   委 員  髙城 久美子 

   委 員  川嶋 之絵 

○欠席委員等 

   な し 

                                            

○出席職員 

   教育部長          染谷 敏夫 

   教育部参事         吉田 文江 

   学校教育課長        岡本 和哉 

   生涯学習課長        川上 清美 

   文化課長          山本 敏伸 

   書   記         中村 秀樹 

   書   記         品川 太郎 
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午後２時０３分 開 会 

     ○教育長開会宣言 

○井上教育長 これから平成２９年第４回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 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。 

                                            

     ○会議録署名人の指名 

○井上教育長 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署名をお願いいたします。 

                                            

     ○前回会議録の承認 

○井上教育長 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 次に委員報告を行います。各委員からお願いします。 

○川嶋委員 私は、３月１３日に中木戸公園競技場広場放課後子ども教室にコーディネーターとして

行ってまいりました。もう年度が変わりましたので、昨年度、約１年開催しまして、最終日は、本当

に自分でもびっくりしたのですが、入れかわりではありましたが３０名近い児童が集まりまして、そ

れも以前は本当に男の子ばかりでしたが、女の子も大分増えてきました。エブリーさんという外部の

児童をお預かりするような団体さんと、あと大山口小学校の学童だと思われますが、先生に付き添わ

れて子供たちが遊びに来るようになりまして、バドミントンをしたり、サッカーをしたり、野球をし

たり、のびのびと子供たちの元気に体を動かしている姿が見られます。 

 やはりトータルして見ますと、天候に随分左右されるなという感じが見受けられます。暖かくなっ

てきましたので、子供たちは、とても体を動かしたくてしょうがないという感じで元気いっぱいに遊

んでいて、なかなかいい感じに盛り上がってきている事業だと思います。 

 また、今年度も同様の内容で進めてまいりますけれども、子供たちの口コミも大分広がってきてい

るかなと思いますので、今年度はさらに事業が展開するように、私のほうでも子供たちとたくさん関

わりながら元気に遊んでいきたいと思います。 

 また、事務局のほうで、大山口小、清水口小、七次台小学校の対象校へ向けて、昨年度中に手紙を

配布していただいたので、これでまた児童・保護者に伝わって、今年度はたくさんの子供が遊びに来

てくれるのではないかと思います。以上です。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

○髙城委員 私は、３月１７日金曜日に白井第一小学校の卒業式に行ってまいりました。卒業生は 

４０名の卒業児童と、あとは在校生１年生から５年生まで出席して、みんな一生懸命歌を歌って、

とても感動のある、とてもいい卒業式でした。 
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 特に毎年感じますけれども、第一小の校歌「印西のお山深みどり」ここからの歌詞とブラスバンド

と歌声が毎年心に響いております。以上です。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

○小林委員 続きまして、中学校の卒業式ですが、各学校いろいろ特徴があるのでが、今年は白井中

に行ってきまして、受付それから接待の段階で在校生が協力してくれていました。そして、卒業式自

体も非常にきちんと整然と行われ、そしてまた、歌もしっかり皆さん歌っていてとてもいい卒業式で

した。 

 それからもう一つ、特に行政と直接関係があるわけではないのですけれども、白井高校の卒業式は、

サッカーでベスト８となり、活躍しているということもありましたので、今年は川嶋委員、それから

髙城委員の３人で行ってきました。やはり卒業式もきちんと整然とやっていたのですけれども、高校

生の場合は、最後に、ありがとうございましたと担任に対する感謝の言葉をクラスが全員で言うので

すね。そこがやっぱり非常に感動的なところがありまして、とても良かったなと思います。 

 そして、白井高校が唯一の市内の高校ということで、白井市との関係がありましたので、市として

応援していくということを考えていきたいなと思いました。私個人としても、いろいろな学校との協

力ということを、白井市全体として考えていくのにいいチャンスかなと思っています。以上です。  

○井上教育長 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。 

                                            

     ○教育長報告 

○井上教育長  それでは、私から教育長報告を行います。 

 私は、まず３月９日木曜日に、中央自動車大学校の卒業式に出席させていただきました。市内にあ

る大学校、大山口中学校の前にある大学校でございますけれども、あることはわかっていたのですけ

れども、実際、活動等が、初めてなもので、卒業式に参加して卒業生の卒業後の活躍ですとか、実際

の卒業生の姿であるとか、自動車産業において、かなり優秀な人材をあの学校から輩出しているのだ

なということが実感できました。 

 それから、３月１１日土曜日には、市内の中学校の野球大会の開会式。それから夕方には、ともし

びの夕べを見学させていただきました。 

 それから続きまして、３月１４日には、七次台中学校の卒業式。 

 ３月１７日には、清水口小学校の卒業式に出席いたしました。先ほど委員の方々からもお話があり

ましたけれども、私ももともと中学校に在籍しておりましたけれども、中学校は式ということで、礼

儀、儀礼を重んじる卒業式であるかなと。小学校のほうは、温かみがある卒業式であるかなというふ

うな印象を持ちました。 

 それから、３月２７日に市の表彰式のほうに出席いたしました。市内の優良児童・生徒の表彰が行

われました。 

 続きまして、３月２８日には、北総教育事務所管内の教職員の辞令交付式があり、そちらに出席い

たしました。今年度をもって退職される方々の辞令交付で、市内よりも参加がございました。また、

新規採用者の紹介もありまして、もう各学校に勤めておりますけれども、本年度は１５名ですね。１
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４人の教員と１人の学校事務職員ということで、１５名の新規採用者が配置されております。お会い

しましたけれども、皆生き生きと若者らしく元気はつらつとした様子で、今後期待が持てるなという

ふうに感じております。 

 私からは以上でございます。 

 それでは、今の委員報告、教育長報告についてご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。 

                                            

     ○非公開案件について 

○井上教育長 それでは続きまして、非公開案件についてお諮りします。 

 議案第１号の「平成２９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

採択を行うため、報告第５号「準要保護児童・生徒の認定について」、これは個人に関する情報であ

るため、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〕 

○井上教育長 それでは、議案第１号及び報告第５号については、非公開とします。 

 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いては、白井市教育委員会会議規則第２９条の規定により、石亀委員を指名

したいと思います。石亀委員よろしいでしょうか。 

○石亀委員 はい。 

○井上教育長 それでは、６、議決事項及び７、報告事項に係る議事の進行について、よろしくお願

いします。 

○石亀委員 よろしくお願いいたします。 

 ただいま、教育長から指名されました石亀でございます。 

 これより、６、議決事項及び７、報告事項に係る議事の進行を行いますので、皆様のご協力をお願

いいたします。 

                                            

     ○議案第２号 「平成２９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 議案第２号「「平成２９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。 

 吉田参事、お願いします。 

○吉田教育部参事 それでは、よろしくお願いいたします。 

 議案第２号「「平成２９年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて」ご説明いたし

ます。 

 提案理由は、市と各学校の平成２９年度全国学力・学習状況調査結果を公表することによるもので

す。今月の１８日、火曜日に小学校第６学年と中学校第３学年の全児童・生徒を対象にした全国学

力・学習状況調査が実施されます。この調査の結果公表の取扱いについては、次のように考えており

ます。 

 まず、白井市の結果公表ですが、これは教育センター室のホームページで公表いたします。公表内
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容ですが、学力状況調査については、数値は公表しませんが、全国と市の観点別結果については、レ

ーダーチャートにて公表いたします。 

 また、分析結果や授業の改善点などを文章にしてあらわしていきます。なお、この公表内容につい

ては、１０月の定例教育委員会議を経て１０月中旬に公表いたします。 

 次に、各学校の結果公表ですが、これは学校ごとに学校だよりやホームページ等で公表いたします。

公表内容は、学校間の序列化や過度な競争を生じることがないよう、分析結果や授業の改善点等、文

書での公表を原則としていきます。 

 以上で説明を終わりにします。 

○石亀委員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました議案第２号について、ご質問等がありましたらお願いし

ます。 

○石亀委員 この公表の仕方についてですが、これまでと変わった点は特にないと思われますがいか

がでしょうか。あと、結果公表について、質問とかご意見があったようなことが、今までにあったか

どうか、もしわかれば教えてください。 

○吉田教育部参事 これにつきましては、昨年度と同様の公表内容になっております。結果公表につ

いては、特に大きく問題点は出ておりません。昨年度、理科については、どのような形になっている

かというご質問がありました。それにつきましては、２７年度にやっております。３年ごとに理科に

ついては行うということで昨年度お答えしていると思います。 

○石亀委員 ありがとうございました。 

 ほかに委員の皆さんから、ご質問等ありましたらお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員 ありがとうございました。 

 それでは、議案第２号についてお諮りいたします。 

 議案第２号について、原案のとおりに決定することにご異議ございませんか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員 それでは、議案第２号は原案のとおり決定いたします。 

                                            

     ○報告第１号 白井市スポーツ推進委員の委嘱について 

○石亀委員 次に、７、報告事項です。 

 報告第１号「白井市スポーツ推進委員の委嘱について」説明をお願いいたします。 

 川上課長、お願いします。 

○川上生涯学習課長 報告第１号「白井市スポーツ推進委員の委嘱について」は、本案は、白井市ス

ポーツ推進委員の任期が平成２９年３月３１日をもって満了となったため、張貝正夫氏ほか２４名を

再任したので報告するものです。 

 裏面をごらんください。 

 氏名、性別、年齢、特技資格。一番右側に経験年数。一番下に男１４名、女１１名、合計２５名。 

 以上、報告いたします。 
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○石亀委員 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの報告第１号について、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

○川嶋委員 こちらのスポーツ推進委員さんには、特技資格がなくても委員になれるということだと

は思いますけれども、２３番の川口順子さんはどのような種目をされているのか、お聞かせください。 

○川上生涯学習課長 すみません。ちょっと私どもで把握してない部分がありまして、特技資格とし

てはないかというふうには思われます。 

○川嶋委員 質問したのは、こういうスポーツに偏りがないのかなというのが知りたくて、自分でど

んな競技をしている方が何人いるかなと見たときに、この川口さんは何をされているのかなと思って

今質問させていただいたので、それだけです。 

○小林委員 関連しまして、最近は各学校区にスポーツクラブもできたりして、昔から白井市はスポ

ーツに力を入れているところなのですけれども、一応もう一度確認のために、この白井市スポーツ推

進委員の年間の活動について教えていただけますか。 

○石亀委員 川上課長、お願いします。 

○川上生涯学習課長 スポーツ・レクリエーション祭などの主催事業の開催や白井市の１０月に行わ

れるスポーツフェスタ、９月の終わりに行われる梨マラソンなど、市が実施するイベントへの協力、

総合型地域スポーツクラブの運営・設立、スポーツ指導者の養成などにおいて活躍されております。 

○石亀委員 よろしいですか。 

○小林委員 はい、わかりました。 

○石亀委員 皆さん再任ということですので、先ほどの川口さんについて、もし何かわかりましたら

参考までに教えていただければと思います。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、一旦、報告第１号については、終わります。 

                                            

     ○報告第２号 白井市教育相談員の委嘱について 

○石亀委員 では、次の報告第２号です。 

 報告第２号「白井市教育相談員の委嘱について」説明をお願いいたします。 

○吉田教育部参事 報告第２号「白井市教育相談員の委嘱について」ご説明いたします。 

 本案は、教育相談員の任期が平成２９年３月３１日をもって満了となったため、竹内敦子氏ほか４

名を再任し、本橋良三氏を新たに委嘱したので報告するものです。 

 まず、訪問を主とする教育相談員の採用に当たりましては、広報しろい及び白井市役所内の職業相

談室ハローワークにて公募を行った結果、５名の応募がありました。１名の辞退者を除く４名に面接

を行い、書類とあわせて選考いたしました。その結果、茨城県で３３年間小中学校の教諭として勤務

され、平成２８年３月に退職された本橋教育相談員を採用するに至りました。したがって別紙にあり

ますとおり、本年度の教育相談員は、竹内敦子、興津圭子、長島宣子、藤澤泰子、杉山充子、本橋良

三の６名となります。 

 以上で説明を終わります。 

○石亀委員 ありがとうございました。 
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 報告第２号について、ご質問等がありましたらお願いいたします。 

○川嶋委員 私が聞き逃してしまったかもしれないのですけれども、３３年間教諭をされていたとい

うことですが、この本橋さんは茨城県内でお仕事、教諭をされていたのでしょうか。  

○吉田教育部参事 そうです。茨城県内で小学校、中学校の教諭をされておりました。 

○石亀委員 特にお住まいについては、規定はないということで、通えるところであればというよう

な受けとめ方でいいのでしょうか。茨城の方ですが、千葉にお越しいただくということは問題ないと

いうことでいいですか。 

○吉田教育部参事 今日も本橋相談員とお話をしましたが、１時間ぐらいかかるかなということでし

たが、４０分少々で勤務できるということで、特に支障はございません。 

○石亀委員 この本橋さんという方のお人柄について、もしご存じの情報が、今なければいいのです

が、ございましたら教えてください。 

○吉田教育部参事 茨城県では、小学校のみではなく、小学校・中学校それぞれ義務教育をいろいろ

兼任されるということで、教員としての経験年数も豊富で、相談活動等においても、しっかりされて

いるということです。ご本人は介護関係のことがございまして３月に退職しておりますが、そちらの

ほうは解消したということで、また教育現場で活動をしたいということでお話を伺っております。  

○石亀委員 ありがとうございました。 

 ほかにご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、質問がないようですので、報告第２号については以上で終わります。  

○川上生涯学習課長 先ほど報告第１号の２３番の川口さんの、何かスポーツやられているのですか

というご質問ですが、主にウオーキングをやっているということです。以上です。 

○石亀委員 川嶋委員よろしいでしょうか。 

○川嶋委員 ありがとうございます。 

○石亀委員 では、報告第１号の補足していただきました部分と、報告第２号については、以上で終

わります。 

 それでは続けます。 

                                            

     ○報告第３号 白井市適応指導教室指導員の委嘱について 

○石亀委員 報告第３号「白井市適応指導教室指導員の委嘱について」説明をお願いいたします。  

○吉田教育部参事 それでは、「白井市適応指導教室指導員の委嘱について」ご説明いたします。  

 本案につきましては、適応指導教室指導員の任期が平成２９年３月３１日をもって満了となったた

め、水﨑明代氏ほか１名を再任し、佐久間 昭氏ほか１名を新たに委嘱したので報告するものです。 

 新規の適応指導教室指導員の採用に当たりましては、広報しろい及び白井市役所内職業相談室ハロ

ーワークにて公募を行った結果、１１名の応募がありました。書類選考及び面接での評価を総合的に

判断した結果、以下の２名を採用するに至りました。 

 １名は、佐久間指導員になります。佐久間指導員は６３歳の男性になります。印旛管内の中学校で

教諭として１８年間勤務された後、佐倉市教育委員会、千葉県教育庁北総教育事務所指導主事や管理

主事として勤務されました。平成２０年４月から２年間は、白井市教育委員会教育部参事としても勤
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務されております。平成２６年３月に定年退職された後は、佐倉市の適応指導教室にて指導員として

勤務されていました。 

 もう１名は、渡瀬里香指導員になります。渡瀬指導員は、幼稚園や清水口小学校特別支援学級介助

員、障害者施設生活相談員としての勤務経験がある５２歳の女性になります。 

 したがって本年度の白井市適応指導教室指導員は、水﨑明代、日吉昭博、佐久間昭、渡瀬里香、以

上４名となります。 

 以上で説明を終わります。 

○石亀委員 ありがとうございました。 

 それでは、報告第３号について、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

○井上教育長 この適応指導教室の成果としてなんですけれども、今年度の卒業生の進路等について、

個人情報ですので、差し支えない範囲でご紹介していただければと思います。  

○吉田教育部参事 卒業生は、中学校３年生が６名おりまして、１名が県立高校、４名が県立高校の

三部制の高校です。そして１名が柏にありますサポート校です。６名全員、進路が決定しております。

以上です。 

○井上教育長 ありがとうございます。 

○石亀委員 ありがとうございました。 

 ほかにご質問はありませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 経験豊富な方々がご新規で指導員として活躍してくださるということで、期待したいと思います。 

 皆さんから特にご質問がなければ次へ行きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員 では、報告第３号については以上で終わります。ありがとうございました。 

                                            

     ○報告第４号 白井市学校支援アドバイザーの委嘱について 

○石亀委員 報告第４号「白井市学校支援アドバイザーの委嘱について」説明をお願いいたします。 

○吉田教育部参事 本案は、学校支援アドバイザーの任期が平成２９年３月３１日をもって満了とな

ったため、青木清一氏を再任したので報告するものです。 

 別紙をご覧ください。よろしくお願いいたします。以上です。 

○石亀委員 ありがとうございました。 

 再任ということで、青木先生に引き続き学校支援アドバイザーとしてお骨折りいただくということ

です。 

 皆さんからご質問等がありましたらお願いいたします。 

○井上教育長 このアドバイザーについても、昨年度まで２名だったものが青木先生１名ということ

になった経緯について、簡単に説明していただければと思います。 

○吉田教育部参事 まず１点目は、市内に配置しております読書活動推進教員の配置、また、その読

書活動推進教員の育成につきまして、定着したということと、それから学校図書館を活用しての公開

研究会が、昨年度大山口小学校で、また、国語関係で図書館等を活用しての第一小学校さんの公開の

ほうも無事終わりまして、大きな成果があり、一区切りついたということがまず一つ目です。 
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 ２点目は、不登校児童が小学校・中学校、特に中学校では大きな課題となっておりますが、その不

登校児童・生徒の支援を強化するということで、訪問相談員さん等を市でも委嘱するというような形

で、この学校支援アドバイザーについては、２名から１名ということになっております。以上です。 

○井上教育長 簡単に言うと、学校支援アドバイザーの枠というのが、訪問相談員に変わったという

ことでよろしいですね。 

○吉田教育部参事 はい、そうです。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

○石亀委員 ２名が１名になったということで、枠としては２名で、多いほうが安心というのはあり

ます。今年度は１名ということで、対応していっていただけるというご判断ということで、そういう

ふうに受けとめてよろしいでしょうか。 

○吉田教育部参事 中澤孝子先生のほうで、非常に読書活動等については力を入れてくださっており

まして、市で配置しております推進教員の皆様も大変力をつけております。また、それにあわせまし

て会議等を定期的に開きまして、学校の教員との連携も図りながら、図書館活動については十分な活

動が今後ともできるというふうに考えております。また、ここについては、青木清一先生のほうも、

引き続き中澤先生が築いてくださったものを定着していけるように活動するような形になっていると

思いますので、大丈夫だと考えております。 

○石亀委員 ありがとうございました。国語の支援については、一区切りついたということで受けと

めています。不登校の児童、またこれからどんなことが、想像している以上のことがもしかしたら、

悪いふうには全然受けとめていないのですけれども、何か学校からサポートや支援があったときに総

合的な意味でのサポートとして、青木先生お一人で何とか対応して頑張っていただけるということと、

あと市の学校教育課ですね。ほかに青木先生とプラス、市の学校教育課の体制としても、あるいはセ

ンター室との連携というか、その辺についてはどのような形でやっていけそうなのか。今までもやっ

てこられていると思うのですが、お一人と、市による情報共有と連携については、どういうふうにや

っていけそうなのか見通しを、もしあれば教えてください。 

○吉田教育部参事 青木先生、そして先ほどの本橋相談員さん、それからセンター室には相談員の皆

様もおります。また、学校教育課の指導主事、そして教育センター室の指導主事、それぞれ連携を図

りながら学校の先生方と定期的に会議等も開いておりますので、昨年度同様一人一人に対する支援は

しっかりとやっていけると考えております。 

○石亀委員 ありがとうございました。 

 ほかの皆さんから、ほかにご質問はありませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○石亀委員 それでは、以上で報告第４号について終わります。 

                                            

【非公開案件】 ○議案第１号 平成２９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】 ○報告第５号 準要保護児童・生徒の認定について 
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     ○その他 

○井上教育長 その他、何かありましたらお願いいたします。 

○岡本教育総務課長 それでは、教育総務課からお知らせをさせていただきたきます。 

 この教育委員会議の日程になりますが、日程については事前に予定表を配付させていただいたとこ

ろなのですが、今年度の最終回は、平成３０年の３月２３日とお知らせさせていただいているのです

けれども、今、文書を配付させていただきます。 

 最終日が、議会開催の関係で３月２３日から３月２２日、木曜日の開催に変更をさせていただくよ

うな形でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。 

○井上教育長 この表の一番下のところですよね。 

○岡本教育総務課長 はい。 

○井上教育長 ありがとうございます。２３日から２２日へ変更になったということでございます。 

 ほかにありますでしょうか。 

○井上教育長 それでは、なければ以上をもちまして本日の会議は終了といたします。 

 次回は５月２日、火曜日、午後２時からとなっております。 

 次回の議事進行、議長についても石亀委員にお願いいたしますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○石亀委員 お願いします。 

○井上教育長 お疲れさまでございました。 

午後２時５６分 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


