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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和３年９月２日（木） 

 白井市役所東庁舎３階会議室３０２・３０３ 

 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．報告事項 

    報告第１号 白井市教育支援委員会委員の委嘱について 

    報告第２号 白井市学校薬剤師の解嘱及び委嘱について 

    報告第３号 白井市スポーツ推進委員の解嘱について 

    報告第４号 準要保護児童・生徒の認定に係る報告について 

    報告第５号 代理処分について 

 ７．委員質疑 

 ８．その他 

                                              

○出席委員等 

   教育長  井上 功 

   委 員  川嶋 之絵 

   委 員  髙倉 聡子 

   委 員  齊藤 豊 

   委 員  中里 敏康 

○欠席委員等 

   なし 

                                              

○出席職員 

   教育部長          和地 滋巳 

   教育部参事         本間 賢一 

   教育総務課長        金井 早苗 

   生涯学習課長        寺田 豊 

   書   記         山本 麻奈美 

   書   記         鈴木 美菜 

午後２時００分 開 会 

     ○教育長開会宣言 

○井上教育長 それでは、これから令和３年第９回白井市教育委員会定例会を開会します。 



- 2 - 

 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 

○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。 

 本日は、髙倉委員と中里委員に署名をお願いします。 

                                              

     ○前回会議録の承認 

○井上教育長 ３、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。各委員からお願いします。 

○中里委員 先日、スクールサミットのほう一日参加させていただきした。小中学生のいろいろな意

見を聞き、とても勉強になりました。 

 その中で一番思ったのが、どうしても大人は先に予算とか損得を考えて、この行事とか事業はやめ

ようとかちゅうちょしてしまうのですけれども、子供は先に純粋に夢を語ったり、思いをみんなで語

り合って、それからどうしたらいいのだというふうに方法を探すという考え方は、すごい今の自分た

ちも見習わないといけないと思って、大事なものだと思いました。 

 以上です。 

○井上教育長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○井上教育長 それでは、５、教育長報告。 

 私から教育長報告を行います。 

 まず８月２１日、土曜日に、なし坊ホールで天文講演会というのが行われました。一部拝聴をさせ

ていただきました。 

 ８月２４日、火曜日には、東京オリンピック銅メダリストの安藤選手が市役所に表敬訪問されまし

た。そこで少し懇談させていただきましたけれども、私のほうで、安藤選手に小中学生に何かお話あ

りますかという質問をしたところ、何でもいいから夢中になれるもの、自分に自信がつくようなもの

を見つけてほしいということをおっしゃっていました。 
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 続いて、２６日木曜日、スクールサミット、ただいま中里委員からもお話がありましたけれども、

この行事は、とかく日本人は自己表現が苦手であるというような傾向があるということも踏まえて、

何とか子供たちには、スピーチ力やプレゼン力をつけていただきたいと。 

 また、同じ市内に暮らす同じ年代の小学生や中学生に、仲間の声を聞いてほしいというような思い

で始めましたけれども、この意図は十分達成できたのかなと。私は、当日の話でもしたのですけれど

も、私の予想をはるかに超えたすばらしい発表、プレゼンが全てであって、大変私も勉強させていた

だいたという思いです。 

 最後に、９月１日、昨日から議会が始まっております。 

 私から以上です。 

 それでは、委員報告、教育長報告について質問があり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 それでは次に、非公開案件についてお諮りします。 

 報告第４号 「準要保護児童・生徒の認定に係る報告について」、報告第５号 「代理処分につい

て」、これらは白井市情報公開条例第９条第１項第１号に該当す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４号及び報告第５号につい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いては、白井市教育委員会会議規則第２９条の規定により、齊藤委員を指名

したいと思います。齊藤委員には、６の報告事項に係る議事の進行についてお願いいたします。 

 ７の委員質疑につきましては、夏休み後の学校再開のコロナ対策に向けてということで、質問が１

点ございます。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○齊藤委員 それでは、ただいま教育長より指名されました齊藤でございます。 

 これより、６、報告事項に関わる議事の進行、また７の委員質疑に関わる議事につきまして進行を

しますので、御協力のほどお願いをいたします。 

                                              

     報告第１号 「白井市教育支援委員会委員の委嘱について」 

○齊藤委員 それでは初めに、６の報告事項について、お願いをいたします。 

 報告第１号 「白井市教育支援委員会委員の委嘱について」について、説明をお願いします。 

○本間教育部参事 報告第１号 「白井市教育支援委員会委員の委嘱について」について、御報告さ

せていただきます。 

 白井市教育委員会は、白井市附属機関条例第４条の規定により白井市教育支援委員会委員を別紙の

とおり委嘱いたしましたので御報告させていただきます。 
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 裏面を御覧ください。 

 令和３年度から令和４年度の２年間の教育支援委員会委嘱者一覧でございます。 

 教育支援委員会では、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に対して、個々の教育的ニーズに

応じた適切な就学指導について調査審議し、適切かつ継続的な支援を行うことを主たる目的としてお

ります。医学、心理学、教育学の見地から幅広く意見を聞き、審議することとなっており、表のとお

りの委員構成といたしました。 

 再任の小児科医師の福原先生や発達センター心理士下堂薗先生、県立特別支援学校の２名の先生方

については、この数年、子供たちの心身への影響、変化等も含め、大きな流れでの白井市の特別支援

教育、子供たちについて御検討いただくため、継続して委嘱させていただきました。 

 新任として、近年の学校教育の変化、小中学校児童・生徒の多様性や成長、個別最適化された学び

について、深い見識をお持ちの白井第三小学校尾身英明校長、池の上小学校岩﨑順子校長の２名の先

生方につきましては、校長会からの推薦により委嘱いたしましたことを御報告いたします。 

 そのほか、同じく教育機関の職員７番、８番、９番として、長く特別支援教育に携わっていらっし

ゃる小中学校特別支援学級担任の先生方、言語の通級指導担当の先生方を委嘱させていただきました。 

 どの先生も特別支援教育の各種免許を所有され、特別支援学校勤務の経験をお持ちの方もいらっし

ゃり、幅広い経験や最新の知見からの御意見を頂けると存じております。 

 以上、９名の委嘱委員で、１１月から全３回の教育支援委員会で、様々な角度から個々の児童・生

徒にとって最適な学びの場の調査審議を行い、適切な就学や継続的支援について検討してまいります。 

 以上でございます。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 報告第１号について、御質問等がありましたらお願いいたします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○齊藤委員 それでは、ないようですので、報告第１号について、これで終わりにしたいと思います。 

 続きまして、報告第２号 「白井市学校薬剤師の解嘱及び委嘱について」説明をお願いします。 

○本間教育部参事 報告第２号 「白井市学校薬剤師の解嘱及び委嘱について」説明をさせていただ

きます。 

 白井市教育委員会は、白井市立小学校及び中学校管理規則第５条の規定により、白井市学校薬剤師

を別紙のとおり解嘱及び委嘱したので御報告させていただきます。 

 裏名を御覧ください。 

 令和３年４月１日に、白井市学校薬剤師として真木貞行先生を委嘱したところでございますが、先

生御自身の御都合により、令和３年８月３１日をもちまして解嘱いたしました。それに伴い、担当し

ていただいておりました白井第三小学校、南山小学校、池の上小学校、南山中学校を土橋太輔先生の

御担当に変更し、委嘱しましたことを御報告いたします。 

 なお、委嘱期間は、別紙のとおり前任者の在任期間となります。 

 以上でございます。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 報告第２号について、御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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○齊藤委員 それでは、御意見がないようですので、報告第２号については、これで終わりにしたい

と思います。 

                                              

     報告第３号 「白井市スポーツ推進委員の解嘱について」 

○齊藤委員 続きまして、報告第３号 「白井市スポーツ推進委員の解嘱について」御説明をお願い

いたします。 

○寺田生涯学習課長 報告第３号 「白井市スポーツ推進委員の解嘱について」。 

 白井市教育委員会は、白井市スポーツ推進委員に関する規則第４条第２項の規定により、白井市ス

ポーツ推進委員を別紙のとおり解嘱したので報告いたします。 

 裏名を御覧ください。 

 白井市スポーツ推進委員解嘱該当者は、下記のとおりになります。 

 解嘱の理由ですが、一身上の都合による辞退によるものです。 

 解嘱日は、令和３年７月３１日となります。 

 これによりまして、白井市スポーツ推進委員は、全員で２２名おりましたが、２１名になります。

男性は１４名で変わりません。女性は８名から７名に変わります。 

 委嘱期間は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までで変わりはございません。 

 スポーツ推進委員に関する規則では、委員は３０人以内となっておりますので、改めてここで委員

を募集する予定は、現在はありません。 

 説明は、以上のとおりになります。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 報告第３号について、御意見、御質問等ありましたら、お願いいたします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○齊藤委員 御意見がないようですので、報告第３号については、これで終わりにしたいと思います。 

                                              

     委員質疑 

○齊藤委員 続きまして、７の委員質疑について、お願いをいたします。 

○川嶋委員 新学期が始まりましたけれども、今、千葉県は緊急事態宣言下で、白井市内における学

校のコロナ対策はどのようにされているのか、教えてください。 

○本間教育部参事 それでは、小中学校学校再開におけるコロナ感染症対策について、特に四つ御説

明をさせていただきます。 

 一つ目でございます。 

 ９月１日より、市内１２校に、市の会計年度職員としてスクールサポートスタッフ、ＳＳＳと略し

て言いますけれども、配置いたしました。この方たちに児童・生徒の健康管理の補助、それから水道、

手すり、用具と施設の消毒作業等をやっていただき感染予防に努めております。今回配置されなかっ

た２校につきましては、１校は既に県のスクールサポートスタッフが配置されている学校でございま

す。もう１校につきましては、市の会計年度職員が多く配置されている学校ですので、その方たちで

賄えるということで配置しておりませんが、その方たちに消毒作業などをやっていただいて感染予防

に努めているところでございます。 
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 ２点目につきましては、市内教職員が夏休み中にワクチンの予防接種を打てるようにいたしました。

これにより、多くの職員が現在接種済みとなっております。ちなみに８月末現在で接種を希望した教

職員の89.4％、約９割ですけれども、が２回目のワクチン接種が済んでおるところでございます。 

 三つ目につきましては、夏休み中に市内全児童・生徒にタブレットを持って帰らせて、タブレット

を使ってオンラインのテストをしたり、朝の会をやってみたり、またオンラインで授業をしたりと、

オンラインでつながることが確認できました。 

 今後、このタブレットを活用したオンラインでの授業ができるようになりますので、本日の校長会

でも、学級閉鎖等になった場合にオンラインでの授業の例を示したところでございます。 

 四つ目でございますけれども、以前から市のほうで行われております市ＰＣＲ検査、こちらのほう

も今後も行っていく予定でございます。ちなみに夏季休業中には、６回、市独自ＰＣＲ検査を行いま

した。全員陰性でございました。 

 以上でございます。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 御意見等ございましたら、お願いします。 

○井上教育長 追加ですけれども、教職員のワクチン接種につきましては、他市に先駆けてといいま

すか、白井市は、白井市在住以外の教職員も白井市で接種できるようにしていただきましたので、白

井市の教職員、市在住、在住じゃないにかかわらず予防接種が進んだというふうに思っております。

これにつきましては、教職員の方々、市のほうに感謝をしているところです。 

 以上です。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

○髙倉委員 学級閉鎖のことでお伺いしたいのですが、文科省が基準を出したというところで。ただ

余り何人とは決して書いておらず、結局は現場で決めていくような形なのだと思うのですが、白井市

としては、何か基準はお考えなのか。 

○本間教育部参事 白井市としての基準でございますけれども、国とか県から出されているガイドラ

インを基にしていきますが、校長それから教育委員会、それから校医さんと相談の上、その辺は考え

ていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○髙倉委員 関連で、あと文科省のニュースレベルなので、細かいことは分からないのですけれども、

保健所が対応できなくなっているので、もう保健所を待たずにやりなさいというような通達なのか何

か出ていると思うのですね。そうすると、学校で必要とあれば、さっきもおっしゃっていたＰＣＲで

すとか、そういうのを教育委員会というよりも、今後、学校の単位でやっていくことになるのですか。 

○本間教育部参事 今、新聞報道等でされているかと思うのですけれども、国のほうからのお金で、

ＰＣＲを公費でやるよというようなことが出されているかと思うのですけれども、まだ具体的な文書

は、こちらのほうに下りてきていないところなのです。ですから、今後その文書を見て考えていくこ

とになるかと思います。 
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 以上です。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○齊藤委員 それでは、ないようですので、これで委員質疑のほうを終わりにしたいと思います。 

                                             

非公開案件     報告第４号 「準要保護児童・生徒の認定に係る報告について」 

                                             

 以上で、本日の報告事項に関わ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。 

 それでは、教育長お願いします。 

○井上教育長 齊藤委員には、進行を行っていただきましてありがとうございました。 

 この後は、私のほうが進めさせていただきます。 

                                              

     ○その他 

○井上教育長 それでは、８番、その他ですけれども、その他につきまして、委員の皆様から何かあ

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 それでは、事務局からありましたらお願いします。 

○金井教育総務課長 それでは、９月、１０月の白井市教育委員会の各課の行事予定を御報告させて

いただきます。 

 まず、教育総務課です。９月２日、本日、教育委員会議でございます。明日９月３日の印旛地区教

育長職務代理者等会議につきましては、こちらは中止となりました。６日から１４日までは議会の日

程になります。９月６日、７日、９日につきましては一般質問です。今回１３名の議員から一般質問

を頂いており、そのうち５名が教育委員会へ直接質問を受けております。１０日は委員会付託となっ

ております。１４日は教育福祉常任委員会です。９月２４日、教育委員協議会、こちらは事務事業の

点検・評価を行う予定となっております。１０月５日、教育委員会議があります。また、引き続き総

合教育会議を予定しております。１０月７日が議会閉会日となっております。 

 学校政策課です。９月７日の所長訪問につきましては延期となりました。９月１５日、桜台中の体

育祭です。こちらは訂正になります。９月１６日木曜日ですが、白井中、大山口中の体育祭です。 

１０月２日は桜台小学校の運動会です。６日が七次台小学校の運動会です。１０月９日は桜台小、七

次台小以外の小学校の運動会を予定しております。１０月１４日、次長訪問がございます。七次台中

学校の体育祭も１４日に開催予定となっております。 

 教育支援課につきましては、学校政策課と重複しておりますので、説明は割愛させていただきます。 

 生涯学習課です。９月１１日、印旛郡市の社会教育振興大会が予定されております。１０月の予定

はございません。 

 文化センターにつきましては、９月、１０月の予定はございません。 
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 以上でございます。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 この件につきまして、何かございますでしょうか。 

○川嶋委員 １０月５日に所長訪問が入っていたような気がするのですが、それは中止になりました

か。 

○金井教育総務課長 失礼いたしました。こちらは抜けているだけでございまして、今のところは予

定どおりということになります。失礼しました。 

○川嶋委員 そうですか。 

○井上教育長 ほかにございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、その他、ほかにありますか。 

 よろしいですか。 

〔「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します。 

 次回は１０月５日、火曜日、午後２時からとなります。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２時３８分 閉 会 


