
1 

 

白井市教育委員会会議録  

 

○会議日程  

 平成２８年６月７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 準要保護児童・生徒の認定について  

 ７．報告事項  

    報告第１号 白井市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について  

    報告第２号 平成２８年度教育費補正予算について  

    報告第３号 準要保護児童・生徒の認定について  

 ８．その他  

                                              

○出席委員  

   委員長       石亀 裕子  

   委 員       小林 正継  

   委 員       髙城 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  

教育部参事     小松 正信  

   生涯学習課長    鈴木 栄一郎  

   書   記     武藤 善勇  

   書   記     品川 太郎  
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午後２時０３分 開 会  

     ○委員長開会宣言  

○石亀委員長 これから、平成２８年第６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５名です。  

 議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりです。  

                                              

     ○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。小林委員と川嶋委員にお願いします。  

                                              

     ○前回会議録の承認  

○石亀委員長 前回の会議録の承認を行います。  

 訂正等がありましたら、お願いします。  

 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 次に、委員報告を行います。  

 各委員から報告がありましたら、お願いします。  

○小林委員 ５月２８日、大山中学校の運動会がありまして行ってきました。  

朝、涼しい感じのちょうどいい運動会日和だったと思います。  

 校長先生の後藤先生も写真を撮りながら、あちこち動き回って、そして生徒も熱心に参加しており

ました。 

学区対抗の地区の綱引きもありまして、今年は三小地区が勝ったとか、その他、いろいろと楽しい

行事もありました。 

私は、午前中で帰って来ましたけど、その後、組体操とか、マーチングなど、いろいろと安全面に

配慮して実施したようです。 

以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございました。  

○川嶋委員 私は、５月２３日と６月６日、中木戸公園競技場広場の放課後子ども教室へコーディネ

ーターとして行ってまいりました。  

 もう開催して、随分と経ちますけど、日によって子供の顔ぶれは様々です。 

決まった子供だけが来ているのではなく、入れかわりのような形です。 

思いっ切り、サッカーや野球ができることを楽しみにやってくる子供たちが、入れかわりで来てい

るように感じます。 

最近では、同じ小学校であれば、話し合いをしながら、競技ボールを共有したり、道具を共有した

り、あとは異年齢で試合をする場面も見られます。 

 毎回、感心していることは、子供たちは挨拶がきちんと出来て、ルールを守れる子供がとても多い

ということです。 
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こんにちは、さよなら、ありがとう。何か子供だけで困ったことがあると、すみませんというよう

に話しかけてきます。 

そのように家庭から離れて、社会の中で生き抜く力というものを持っている子供たちの姿は、とて

も頼もしく、私自身も一保護者として大変うれしく思います。 

また、中には私に会いに来てくれるお子さんもいらして、とても励みになりますし、また、そうい

ったお子さんとの交流も積極的に行っていきたいと思います。 

 続きまして、５月２７日に関東甲信越静市町村教育委員会連合会の総会と研究会へ教育委員の皆さ

んと行ってまいりました。会場は、東京都八王子市でした。 

開会式の前に、国の無形民俗文化財であり、東京都の指定無形文化財に指定されている八王子車人

形のお芝居で迎えられました。 

来賓祝辞の中で、以前テレビでヤンキー先生として活躍されていて、現在は文部科学副大臣の義家

弘介氏の話が、とても印象深かったです。その中で、倉敷開催のＧ７教育大臣会合がありましたけど、

その中で各国の大臣が、日本の子供たちが熱心に廊下や教室のお掃除をしている姿が印象的だったと

驚いていたこと。 

また、部活動、特に武道には大変関心を持たれていたそうです。日本型教育の深さを肌で知っても

らういい機会となって、日本の先生方もいろいろとご苦労があって、調整してくださっていると思い

ますけど、このように諸外国の方からの評価をいただけると、ご苦労も少しは報われるのではないの

かと思いました。 

 また、記念講演では、ソウルオリンピック金メダリスト、現在はスポーツ庁長官の鈴木大地氏から

のお話でした。スポーツの価値を高めるため、新しいスポーツ行政の形について、学校等における子

供のスポーツの機会の充実のための試み、また、週に一度スポーツをしている大人は１９．２％、５

人に１人ということで、大変驚かれておりまして、企業で健康経営の勧めをされているなど、様々な

お話がありました。 

また、スポーツで日本と世界をつなぐ国際貢献事業をしてこられた鈴木氏は、東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員長、理事としてもご活躍しています。 

余談ですが、リオデジャネイロ五輪、ウエイトリフティング日本代表に選ばれました白井市初のオ

リンピック出場選手の安藤美希子選手にも期待していますので、市を挙げて応援してほしいと思いま

す。 

 ほかにも、文部省初等中等教育局長の小松氏より、教育改革に関わる今後の方向性の具体的な講話

もありまして、内容の濃い１日でした。 

 以上です。  

○石亀委員長 ありがとうございました。  

 ほかにありましたら、お願いします。  

○髙城委員 ６月１日水曜日に、平成２８年度千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会が佐倉市

民音楽ホールで開催され、委員の皆さんと出席しました。 

総会後、千葉県内市町村教育委員会の現状についての特別講演がありました。 

 以上です。 

○石亀委員長 ありがとうございます。  
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 各委員からの報告は、以上でよろしいでしょうか。  

〔「はい」と言う者あり〕  

                                                 

     ○教育長報告  

○石亀委員長 それでは、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、前回の定例教育委員会議以降の報告をさせていただきます。  

 まず、１１日、第１回目の教科用図書採択協議会が開催されまして、石亀委員長と出席をいたしま

した。今回は、附則９条本の採択ですけど、白井市が会長ということで、私が今回の附則９条本の採

択地区委員会の会長として、会議を進めることになりました。今後の会議日程、また附則９条本の選

定の方法等が決定しました。  

教科用図書について、一部教科書会社等からのお金の受け渡しがあったということが、全国的にマ

スコミに出ておりましたけど、教育委員を含めて、全体の採択地区協議会委員から、教科書関連会社

とは一切関わりがないということで、それぞれ全員が確認書を提出したということで、一切教科書会

社とは関連なしで採択を行うということで決定をいたしました。  

 １５日、日曜日にスポーツコミュニティみなみの総会が開催されまして、順調に会員も増加してい

るという状況になっております。  

 １８日、水曜日に第三部会小学校陸上競技大会が松山下公園で開催されまして、白井の子供たちも

大変いい記録が出て行われましたけど、１人、長距離走でインコースを走っていたら、外から一遍に

かぶせられて、それでそのまま中に倒れて、骨折をした子が出てしまいました。やはり、スタートし

てから、すぐ皆でインコースを取りたがるので、一遍にインに入って、ぶつかったというような状況

です。 

 ２１日、土曜日は子どもワンパク大会、今回は白井第一小学校を会場として、大変多くの子供が参

加しておりました。また、ボランティアの方の参加も多く、体育館、校庭の両方でいろいろな子供た

ちの遊び場の提供ということで、第一小学校区に限らず、他地区の子供たちも相当たくさんの参加が

あったと思います。 

 ２３日の月曜日、社会福祉協議会の第２回評議員会に出席しております。これは午前中で、午後か

らは桜台中学校で指導室訪問がありました。指導室ということで、各教科の指導室の訪問がありまし

た。主に各校の学力、国、県を含めての学力ですけど、やはり無難に表すと、上位の子の山と下位の

子の山と両方が出てきているということで、二極的な学力を平均化させるということで、どのように

授業改善を含めてやっていったらいいのか、というような指導室からの指導等がありました。 

 ２６日、木曜日は学校給食共同調理場運営会議に出席しております。その後、学校保健会総会に出

席しました。今年から、健診項目が増えまして、子供たちの運動能力とか、座ったり立ち上がったり

とか、体を動かして、子供たちの体の状況がどうかということで、それらの話が学校保健会の会長か

らありました。  

 ２７日、金曜日は委員の皆さんと一緒に、関東甲信越静市町村教育委員会連合会の総会等に出席し

ています。 

 ６月１日、水曜日は市民プールの安全祈願祭に行ってまいりました。同日、教科用図書専門調査会

ということで、教科用図書採択に当たっての専門調査員の委嘱状交付と今後の日程、それと選択の仕
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方等について話し合いを行っております。専門調査員は、それぞれ各市町から推薦のありました先生

方が委員となっております。 

 ２日、木曜日は文化団体協議会の新会長さんが挨拶等に来られまして、今後の文化団体協議会の方

向性等について、話を伺っております。 

 ３日、金曜日は市議会定例会が開会しております。 

 ４日、土曜日は市民大学校入学式、三学部の入学式が行われ、出席しました。 

 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。  

 教育長の報告ですが、文化団体協議会の新会長さんから、ご挨拶があったということですが、これ

までと何か方針など、大きく変わったりするようなことはありますか。 

○米山教育長 文団協の新会長さんの挨拶の中では、やはりそれぞれの分野、例えば、音楽であり、

ダンスであり、または盆栽であったり、将棋であったり、囲碁であったり、それぞれ皆さんの分野が

違いますので、その代表者が集まっているので、やはり自分の団体のことが優先的になってしまわな

いように、白井の文化、芸術を発展させるために、自らの団体の組織強化よりも文団協の組織強化に

努めていきたいという話がありました。 

ただし、まだ発足して３年目ですので、これから、いろいろな形で文団協の方向性とか、進め方が

出てくるのかなと思っております。 

それと、文団協の事務局長として、今年度から、白井第一小学校の元教頭先生の海老原先生、少年

少女合唱団を主宰されている海老原先生が事務局長になりましたので、舞台芸術、また子供の教育の

面でも連携が取れるかなと思います。 

 以上です。 

○石亀委員長 わかりました。ありがとうございました。  

 ほかに、質問等はありませんか。  

〔「はい」と言う者あり〕  

○石亀委員長 それでは、委員報告、教育長報告については以上で終わります。  

                                                 

○石亀委員長 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「準要保護児童・生徒の認定について」及び報告第３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すので、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。  

 これから議事に入ります。公開案件から先に行います。  

                                              

     ○報告第１号 白井市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について  

○石亀委員長 報告第１号「白井市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について」、説明をお願

いします。  

○小泉教育部参事 報告第１号「白井市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について」、ご説明
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します。  

 本案は、白井市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会からの推薦により、新たに委員を委嘱したので報告を

するものでございます。  

 裏面をご覧ください。  

 太字部分が新たな委嘱者となります。五木田白井第三小学校ＰＴＡ会長、阪野南山小学校ＰＴＡ会

長、加藤大山口中学校ＰＴＡ会長の３名となります。  

 以上でございます。  

○石亀委員長 ありがとうございました。  

 これは、前回、決まっていなかったＰＴＡの皆さんについて、新しく委員として、やっていただく

ということでよろしいですね。  

○小泉教育部参事 はい、そのとおりでございます。  

○石亀委員長 ありがとうございます。  

 ただ今の報告について、先に質問してしまいましたが、ほかに質問等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〕  

○石亀委員長 それでは、前回から引き続きの報告ということで、報告第１号については、以上で終

わります。 

                                              

     ○報告第２号 平成２８年度教育費補正予算について  

○石亀委員長 次に、報告第２号「平成２８年度教育費補正予算について」、説明をお願いします。  

○染谷教育部長 それでは、報告第２号「平成２８年度教育費補正予算について」、ご説明します。  

 本案は、平成２８年５月１０日の教育委員会議において、ご審議いただきました案件について、補

正額が確定しましたので、報告をするものでございます。  

 裏面をご覧ください。  

 前回の会議において、ご説明しましたとおり、教育部各課から総務部財政課に予算を要求した補正

額につきましては、右側に記載している補正確定額と全て同額となっております。  

 一般会計の歳出につきましては、３件で総額１，４４１万２，０００円、歳入につきましては、２

件で総額３４万円を補正確定額としたものでございます。  

 債務負担行為につきましては、総額６３億７，６７９万６，０００円に、金利変動及び物価変動に

よる増減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額を、補正確定額としたものでございます。  

 なお、教育費を含めた、平成２８年度白井市一般会計補正予算（第２号）につきましては、６月３

日に開催されました、平成２８年第２回市議会定例会において、議案として提案されております。  

 以上でございます。  

○石亀委員長 ありがとうございました。  

 ただ今の報告について、質問等がありましたらお願いします。  

○米山教育長 前回の教育委員会議において、このような補正予算を要求しているということで、教

育委員会議では審議しているけど、今日は確定後の金額ですけど、どこか前回の会議と変更があった

ところはありますか。  
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○染谷教育部長 はい、変更はございません。  

○米山教育長 それでは、前回、委員の皆さんからの質問と、いろいろな意見をもらった内容で、今

回、補正額が確定したということで決定した金額です。  

○石亀委員長 改めて、再確認ということで、ご質問等があればお願いします。  

 よろしいでしょうか、大丈夫ですかね。前回も、この案件は結構話されたことですので。  

 それでは、よろしいですか。  

〔「はい」と言う者あり〕  

○石亀委員長 それでは、前回と変更点がないということで報告されておりますので、報告第２号に

ついては、以上で終わります。  

 これより、非公開案件に入ります。  

 傍聴の皆さん、ありがとうございました。  

                                              

【非公開案件】  ○議案第１号 準要保護児童・生徒の認定について  

                                              

【非公開案件】  ○報告第３号 準要保護児童・生徒の認定について  

                                              

○その他 

○石亀委員長 それでは、他に何かありますでしょうか。  

○米山教育長 その他はなしで、ここで一度閉めてください。 

○石亀委員長 はい、わかりました。  

それでは、以上をもちまして、本日の会議は終了します。  

 次回の会議は、７月５日、火曜日となっています。  

本日はお疲れ様でした。 

午後２時５５分 閉 会  

 

 

 

 

 


