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白井市教育委員会会議録  

 

○会議日程  

 平成３０年７月３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 白井市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する規則の制定について  

    議案第２号 新たな白井市学校給食共同調理場の愛称について  

 ７．報告事項  

    報告第１号 白井市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について  

    報告第２号 平成３０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  石亀 裕子  

   委 員  小林 正継  

   委 員  川嶋 之絵  

○欠席委員等  

   委 員  髙倉 聡子  

                                              

○出席職員  

   教育部長          吉田 文江  

   教育部参事         小泉 淳一  

   教育総務課長        岡本 和哉  

   生涯学習課長        石戸 啓夫  

   文化センター長       川上 清美  

   書   記         山本 麻奈美  

   書   記         中村 秀樹  

午後２時００分 開 会  

     ○教育長開会宣言  
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○井上教育長 これから平成３０年第７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３名です。教育長の私を合わせると、本日の出席は４名です。  

 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 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。  

 小林委員と川嶋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 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。  

〔「はい」と言う者あり〕  

                                              

     ○委員報告  

○井上教育長 それでは、４番、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。  

○川嶋委員 私は、６月８日、第三部会ふれあい運動会に、印西市の松山下公園に石亀委員とともに

行ってまいりました。昨年度より各地域ごとの事業に変更になったようで、本年で２回目となる運動

会でした。  

 特別支援教育の合同学習会ということで、印西、白井の子供たちの運動する姿を見てきたのですけ

れども、中学３年生の生徒さんから、閉会のときだったかなと思うのですけれども、その男の子が９

年間最後の運動会でしたというような挨拶を聞いたときに、教員はもとより、保護者の方々において

も、子供たちの成長を見守り教育してきたことを振り返って、感慨深い思いで参観していたのではな

いかなというふうに思いました。去年も伺ったのですけれども、毎回思うのが、子供たち一人一人の

表情がとてもいいことです。楽しいというのを全身で表現している姿に、見ているほうが元気づけら

れます。それはやはり日ごろの先生方の細やかな指導によるところが大きいと感じます。特別な教育

ニーズのある子供たちへの理解や支援を考えるよい機会となりました。  

 続きまして、６月２２日、南山中学校と大山口小学校の所長訪問に同行させてもらいました。両方

の学校に共通するようなお言葉を所長さんのほうからいただいたのですけれども、言葉と気持ちをと

ても大切にしている学校ですねというご指導や、また学ぶ環境が整っている、また一人一人の人権が

守られて大切にしている学校ですねという感想があったり、また細かな先生方へのご指導等ありまし

たので、今後の参考にして、学校運営していただけたらよいかなと感じます。報告は以上です。  

○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。  

○小林委員 北総教育事務所の次長訪問について報告いたします。  

 ６月２９日に七次台中学校、昨日の７月２日に桜台中学校と第２小学校に行ってきました。  

 七次台中学校では、２学期制にして、夏休みの有効活用とか、２学期制にするいい面を活用して、
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学校運営を進めているということがわかりました。しかし、相変わらず、風が強かったのでほこりが

すごくて、大変だなと思いました。  

 それから７月２日の桜台中学校では、やはり暑い日で、特にプールで暑さというのをすごく感じま

した。働き方改革の中でノー部活デーを月曜日に設けているということがありました。  

 また、第２小学校では、小規模特認校にしまして、特に出席率が全校で９５％、１、２年生ですと

９８％をうたっているということで、一人一人が少ないけれども、元気に登校しているということを

理解できました。七次台中学校にしましても、桜台中学校にしましても、第２小学校にしましても、

全体的に落ち着いて生活しているということで、いい方向に進んでいると思いました。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。  

〔「なし」と言う者あり〕  

                                              

     ○教育長報告  

○井上教育長 それでは５番、教育長報告。  

 私から教育長報告を行います。  

 まず６月６日水曜日に青少年海外派遣団結成式に出席いたしました。  

 ６月４日、先ほども出ましたけれども、第三部会ふれあい運動会のほうに応援に参りました。  

 ６月９日土曜日、市内の小中学校ＰＴＡ親睦バレーボール大会のほうに応援に行きました。熱戦が

繰り広げられましたけれども、桜台小中学校の合同チームが優勝ということでございました。  

 ６月２１日には、市民プール安全祈願祭に出席いたしました。スライダーがきれいに修理されてい

て、景観もよくなりましたし、安全も確保されたのかなと感じました。  

 ６月２３日土曜日には、スポーツレクリエーション祭に出席いたしました。  

 ６月２９日金曜日ですけれども、千葉県の都市教育長協議会がございました。ここでは、千葉県教

育委員会の要望事項について、都市教育長、各市の教育長からの要望事項を取りまとめる協議会を行

いました。  

 ６月３０日には、文化財講演会に出席いたしました。七次の板碑というものについて、お二人の方

からご講演をいただき、大変勉強になりました。以上でございます。  

 それでは、教育委員報告、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。  

 よろしいですか。  

〔「はい」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。  

 議案第２号「新たな白井市学校給食共同調理場の愛称について」これは、白井市情報公開条例第９

条第１項第７号の当該事務事業の構成もしくは円滑な執行に支障が生じる案件のため、また報告第３

号「準要保護児童・生徒の認定に係る報告について」は、これは同項第１号の個人に関する案件であ

るため、それぞれ非公開がよろしいか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、議案第２号及び報告第３号については、非公開といたします。  
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 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。  

 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、よろしくお願いいたします。  

○石亀委員 それでは、ただいま教育長より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、ご協力お願いいたしま

す。  

                                              

     議案第１号 「白井市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する規則の制定につ

いて」  

○石亀委員 それでは６、議決事項。  

 最初に、６の議決事項について説明をお願いします。  

 議案第１号「白井市特別支援教育就学奨励費支給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。  

○吉田教育部長 それでは、議案第１号「白井市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する

規則の制定について」ご説明します。  

 提案理由でございますが、本市の特別支援教育就学奨励費については、国庫補助を活用しているこ

とから、補助限度額については、国の基準に準じて定めております。本案は、平成３０年度に係る特

別支援教育就学奨励費の国庫補助限度額の改正に伴い、規則を改正するものでございます。  

 裏面をごらんください。  

 白井市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する規則につきましては、規則第４条の別表

中で定めております支給額を改正するものでございます。  

 ２ページの新旧対照表とあわせてごらんください。  

 改正箇所につきましては、新入学児童生徒学用品、通学用品購入費の支給額の限度額でございます。

小学校の限度額１万２３５円を２万３００円に、中学校の限度額１万１，７７５円を２万３，７００

円に改めるものでございます。  

 附則としましては、この規則は交付日の日から施行し、改正後の白井市特別支援教育就学奨励費支

給規則の規定は、平成３０年４月１日から適用するものでございます。  

 以上で議案第１号の説明を終わります。  

○石亀委員 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまの議案第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。  

 よろしいでしょうか。  

〔「はい」と言う者あり〕  

○石亀委員 国庫補助限度額の改正に伴う改正ということですので、特に問題がないということでよ

ろしいでしょうか。  

 それでは、改めて議案第１号についてお諮りいたします。  

 原案のとおり決定することでよろしいでしょうか。  
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〔「はい」と言う者あり〕  

○石亀委員 それでは、議案第１号は原案のとおり決定いたします。  

                                              

     ○報告第１号 「白井市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について」  

○石亀委員 次に７、報告事項です。報告事項についてお願いいたします。  

 報告第１号「白井市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について」説明をお願いします。  

○川上文化センター長 報告第１号「白井市郷土資料館運営協議会委員の委嘱について」ご説明いた

します。  

 白井市教育委員会は、白井市郷土資料館設置管理条例第７条第４項の規定により、白井市郷土資料

館運営協議会委員を別紙のとおり委嘱したので、報告するものです。  

 裏面をごらんください。  

 ４番目の白井市文化財審議会から委員として、先日の６月５日開催の文化財審議会議の際、横山謙

次氏の後任として、新たに文化財審議会からの推薦がありました横山陽子氏を委員として委嘱したの

で報告するものでございます。以上です。  

○石亀委員 ありがとうございました。  

 ただいまの報告につきまして、ご質問があり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〕  

○石亀委員 では、人事に関する決定事項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 それでは、質問等特にございませんでしたので、報告事項については終わります。  

                                              

     ○報告第２号 「平成３０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」  

○石亀委員 続きまして、報告第２号「平成３０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」説明をお願いいたします。  

○岡本教育総務課長 それでは、報告第２号「平成３０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」ご説明をさせていただきます。  

 本案につきましては、今年度において、平成２９年度中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まして、学識経験者を選任しましたので報告をさせていただくものでご

ざいます。  

 裏面をごらんください。  

 選任する委員につきましては、学識経験者を新たに３名選任するものでございます。今年度は伊藤

久男さん、元七次台小学校の校長先生でございます。浅利範子さん、元学校補助教員及び個別の支援

学級介助員をされております。山本香緒利さん、元七次台中学校のＰＴＡ会長を務めていた方でござ

います。以上の３人を説明したものでございます。  

 以上で説明のほうを終わりにさせていただきます。  

○石亀委員 ありがとうございました。  
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 ただいまの報告第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。  

○小林委員 昨年までは２名の方と、メンバーが変わっていまして３名となりましたが、その経過を

お聞かせください。  

○岡本教育総務課長 委員につきましては、定期的に新たな委員を選任することによって、行政に参

画していただく機会をふやしていきたいという部分と、やはり一定の方が長い期間をお務めになると

いうよりも、新しい方を順次入れかえさせていただきたいというような考えでございます。  

 あと人数につきましては、去年までは２名ということだったのですが、今回から３名ということで、

より多くのご意見いただきながら、事務事業の点検・評価を進めていきたいと考えているところでご

ざいます。以上です。  

○小林委員 わかりました。  

○石亀委員 よろしいですか。  

 任期については、特に規定はありませんでしたでしょうか。  

○岡本教育総務課長 １年ごとに学識経験者についてはお願いをするような形で、特に再任は拒まな

いという形にはなっていようかと思います。何年という形での任期でのお願いではなくて、今年度、

平成３０年度の学識経験者については、この３人にお願いするという形で選任をさせていただくもの

でございます。  

○石亀委員 もう一つ。石亀です。同時に全員交代するということについては、問題ないでしょうか。

そのあたりについては。  

○岡本教育総務課長 学識経験という形で、今まで校長先生をやられた方であるとか、元補助教員を

やられていた方という形で、そういった形での見識を持って参加をしていただくという形になってお

ります。この点検・評価の方法等につきましては、今後、始まる前に、新しい委員さんには事務局か

ら細かい説明をさせていただいて、滞りなく進めていきたいと考えているところでございます。以上

です。  

○石亀委員 確認ですが、このお三方、結構点検・評価については内容も多いですし、かなり全部見

ていただくのは大変だと思いますが、事前にその辺について、研修ではないですが、準備をしていた

だく時間を設けていただくというようなことですか。  

○岡本教育総務課長 事務事業の点検につきましては、十分時間をとって進めていきたいと考えてお

るところでございます。そういった部分を含めまして、事務局でそういったフォローをさせていただ

いて、進めていきたいと考えておるところでございます。以上です。  

○石亀委員 ありがとうございました。  

 ほかにご質問ありませんでしょうか。  

〔「なし」と言う者あり〕  

○石亀委員 それでは、特に質問がほかにないようでしたら、今年度はこのお三方にお願いするとい

うことで、報告としてするということでよろしいですか。  

〔「はい」と言う者あり〕  

○石亀委員 それでは、報告第２号について終わります。  

                                              

【非公開案件】 ○議案第２号 「新たな白井市学校給食共同調理場の愛称について」  
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【非公開案件】 ○報告第３号 「準要保護児童・生徒の認定にかかる報告について」  

                                              

○石亀委員 本日の議決事項及び報告事項に係る議事については終了いたしましたので、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 石亀委員には、議事の進行を行っていただきまして、ありがとうございました。  

 これより、私のほうが会議の進行を行います。  

                                              

     ○その他  

○井上教育長 それでは８、その他につきまして、ありましたらお願いします。  

○岡本教育総務課長 ６月に開催されました平成３０年の第２回白井市議会定例会の概要をまとめさ

せていただいております。こちらにつきまして、簡単にご説明をさせていただきます。  

 第２回白井市議会定例会については、平成３０年の６月１日から２６日までを会期として開催され

たところでございますが、今議会においては、教育部から議案の提出はありませんでした。また、議

会の前半においては、一般質問が行われまして、教育部関係の一般質問は、今回お示しさせていただ

きました資料のとおり７名の議員の方から質問をされたところでございます。詳しい質疑の内容につ

きましては、今後、議会事務局のほうが作成する会議録をごらんいただきたいと思いますが、本日は

概要をまとめさせていただきました。後ほどご一読いただければと思いますので、よろしくお願いし

ます。以上です。  

○井上教育長 ほかにございますでしょうか。  

 それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了したいと思います。  

 次回は７月２４日火曜日、午後２時３０分から臨時会となっております。どうぞよろしくお願いい

たします。  

 本日はお疲れさまでした。  

午後３時１５分 閉 会  


