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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和３年１０月５日（火） 

 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 白井市放課後子どもプラン推進委員会の委嘱について 

    報告第２号 令和４年度予算編成方針について 

    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 

 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  齊藤 豊 

   委 員  中里 敏康 

   委 員  松田 加奈子 

○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１時３０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１０回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 初めに、髙倉委員の任期満了に伴い、市議会の同意を得まして、新たに松田加奈子氏が任命されま
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した。任期につきましては、令和３年１０月１日から令和７年９月３０日までの４年間となっており

ます。 

 それでは、松田委員から一言、御挨拶をお願いします。 

○松田委員 初めまして、松田加奈子と申します。今月より、教育委員としてお世話になることにな

りました。私自身、第三小学校に息子が２人通っておりまして、御縁があってこういう機会を頂きま

して、大変光栄に思っております。保護者の立場から、いろいろと関わらせていただきたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 それでは、会議に入ります。 

 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、

お手元に配布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、川嶋委員と齊藤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。各委員の方々からお願いします。 

○齊藤委員 私は本日、北総教育事務所所長訪問ということで、大山口中学校に午前中行ってまいり

ました。コロナ明けということで、なかなか訪問とかができなかったのですが、久々に子供たちの授

業を見せていただき、改めて皆さん、子供たち頑張ってやっているなというのが分かりました。 

 特に印象に残ったのは、ＩＣＴがかなり普及している中、うまく板書と一緒に融合をして授業を進

めている先生方を見まして、ＩＣＴ１００％ではなくて、板書も生かしてうまくやっているなという

のがすごく印象に残りました。 

 以上です。 

○井上教育長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○川嶋委員 私は、９月２７日に民生委員推薦会に出席してまいりました。新たな委員の推薦に係る

議題を話し合ってまいりました。 

 以上です。 
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○井上教育長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                            
     教育長報告 

○井上教育長 それでは、５の教育長報告に移ります。 

 私から教育長報告を行います。 

 まず、９月１１日に印旛地区の社会教育振興大会が、なし坊ホールで行われ出席しました。 

 それから、北総教育事務所の指導訪問が、９月１３日に白井第二小学校、９月１６日に南山中学校

で行われ、私も久しぶりに小学校、中学校の授業を参観させていただきました。 

 ９月１５日、１６日は、桜台中学校、白井中学校、大山口中学校、南山中学校の体育祭が開催され

まして、こちらを見学させていただきました。コロナ禍で声を出せないので、盛り上がりとしては、

欠けるのですけれども、子供たちは本当に一生懸命やっておりました。 

 それから、１０月２日は、桜台小学校の運動会を見学させていただきました。これは天気に恵まれ

まして、雲一つない青空の下、子供たちが生き生きとしていて小学校らしい運動会でした。 

 続きまして、１０月４日、昨日ですけれども、白井市子ども・若者育成支援協議会の委嘱状交付式

に出席しました。 

 最後に、先ほど齊藤委員からもありましたけれども、本日午前中、大山口中学校の所長訪問に参加

させていただきました。 

 以上となります。 

 それでは、委員報告及び教育長報告につきまして、質問などがありましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

〔「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、本日の報告第３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、中里委員を指名

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

 なお、本日、７の委員質疑については、議案がございません。 

 では、よろしくお願いします。 

○中里委員 ただいま教育長より指名されました中里です。 

 これより、６、報告事項に係る議事の進行を行いますので、御協力をお願いします。 



- 4 - 

                                            
     ○報告第１号 「白井市放課後子どもプラン推進委員会の委嘱について」について 

○中里委員 初めに、６の報告事項についてお願いします。 

 報告第１号 「白井市放課後子どもプラン推進委員会の委嘱について」について、説明をお願いし

ます。 

○寺田生涯学習課長 それでは、報告第１号 「白井市放課後子どもプラン推進委員会の委嘱につい

て」について、御説明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条第１項の規定により、白井市放課後子どもプラン

推進委員会委員を次のとおり委嘱したので、報告します。 

 本委員会の担当する事務でございますが、資料にはないのですが、１点目は、放課後子どもプラン

の推進に関する諸計画の策定及び総合的な推進に関すること。２点目といたしまして、放課後子ども

教室の指導者の養成及びその資質の向上に関すること。３点目といたしまして、放課後子ども教室と

放課後児童クラブとの連携及び協力に関する事項について。４点目といたしまして、学校、地域及び

関係団体との連携ならびに協力に関する事項について調査審議をすることとなっております。 

 裏面を御覧いただきたいと思います。 

 白井市放課後子どもプラン推進委員会委員名簿になります。任期は３年になります。期間といたし

ましては、令和３年１０月１日から令和６年９月３０日までとなります。 

 区分といたしまして、学識経験を有する者、公共団体の代表者、教育機関の職員、市民及び市職員

となります。 

 所属につきまして、上から３段目、児童更生施設等で勤務経験を有する者を関水清美子様、こちら

の方は新任の方となります。 

 それから、その下、３段目、白井市民生委員・児童委員・主任児童委員といたしまして、中野佳子

様、こちらの方も新任となります。 

 市民の方で、公募のお二人の方、讓尾龍也様、森田香絵乃様につきましても、新任の方となります。 

 そのほか８名の方につきましては、再任となります。 

 以上で説明を終わります。 

○中里委員 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します。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○中里委員 御意見等がないようですので、報告第１号について、終わります。 

                                              

     報告第２号 「令和４年度白井市予算編成方針について」 

○中里委員 報告第２号 「令和４年度白井市予算編成方針について」、説明をお願いします。 

○金井教育総務課長 それでは、報告第２号 「令和４年度白井市予算編成方針について」、市長か

ら示されましたので御報告いたします。 

 まず、１の本市を取巻く社会状況と課題についてです。概略を御説明いたします。 

 １段落目、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、市は、国の交付金や補助金を活用し

ながら、ワクチン接種のほか、市民生活などを支援するための事業を行ってきました。 
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 しかし、感染拡大の収束が見えない状況から、引き続きコロナ対策を見据えた行政運営を行う必要

があります。 

 市長は、このような状況であっても、白井をもっと豊かにし、魅力ある白井を次世代に引き継ぐた

めには、第５次総合計画後期基本計画事業について、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、デジタル技術を活

用し、着実に推進する必要があるとしています。 

 二つ目、本市の財政状況及び財政見通しです。 

 （１）本市の財政状況です。 

 コロナの影響により、過去の財政状況と比較することは困難としながら、令和２年度決算では市税

の増加などにより実質収支は黒字となっていますが、資金の取崩しを含めた実質の単年度収支では１

億９,５００万円の赤字となり、基金を取り崩す状況が続いているとしています。 

 次に、２ページ目に移ります。 

 令和２年度決算の財政の健全化を示す実質赤字比率などの四つの指標は早期健全化判断基準を下回

りましたが、市が将来負担するべき負担の割合は増加しています。 

 市はこれまでも各種基金の取崩しに頼らない健全な行財政運営を目指してきましたが、結果として、

財政調整基金に依存した財政運営となっています。 

 今後の財政運営については、これまで以上に歳入を意識した歳出額とし、基金の減少を抑える必要

があるとしています。 

 （２）令和４年度の財政見通しです。 

 歳入については、今年度と同額程度が見込まれています。内容としましては、市民税は減少します

が、固定資産税は増加が見込まれ、地方交付税も増加が見込まれています。 

 しかし、財政調整基金の取崩しを財政推計で定める５億円とし、一般財源の額が１５０億円の見込

みとなり、これに地方債などを加えた令和４年度の予算総額は、約２０５億円を見込んでいるとして

います。 

 歳出については、公債費や普通建設事業費の増加が見込まれることから、歳出全体が増加する見込

みです。歳出に要する一般財源の額は１５６億円となることから、歳入とは差が出てきているとして

います。 

 ３ページ目、予算編成の方針では、三つの方針が示されております。 

 （１）新型コロナウイルス感染症の影響下での後期基本計画事業の着実な実施として、令和４年度

は、第５次総合計画後期基本計画の２年目に当たることから、計画期間内での成果を得るため、コロ

ナ禍においても着実に実施すること。コロナの影響で、当初の計画どおりとならない場合は、実施手

法を見直すなど、最大の成果を得られるよう工夫し、事業自体の実施が困難な場合は、予算要求の時

点で中止を視野に入れた検討をすることとしています。 

 （２）市民生活における安全・安心の確保として、大規模な自然災害に対してあらかじめ準備し、

市民の安全・安心を確保する体制整備を行うこと。通学路の安全点検で把握した危険箇所について対

策を講じ、次世代を担う子供たちの安全を確保すること。コロナの影響による生活、教育、子育てな

どにおける市民間の格差が生じることがないよう、国、県、市、それぞれの役割分担を意識した支援

策を検討することとしております。 

 （３）持続可能な行財政運営の実現として、令和４年度予算は、政策的経費を含む経常的な支出を
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税収などの市の基本的な歳入の範囲内に収めて均衡させることで、持続可能な行財政運営の実現を図

ること。そのためには、一般会計における予算要求額を総額２０５億円を目安とすることとしており

ます。 

 三つの方針につきまして御説明いたしましたが、市長が特に強く話しておりましたのは、まずは市

長の最優先政策は、市民の命を守ることだということです。特に通学路の安全対策の強化、市独自の

感染拡大防止策の継続、大規模災害に備えて重点事業の加速化、これらの政策を進めるよう指示がご

ざいました。 

 また、先ほども触れましたが、生活や教育の市民間の格差について懸念されており、市としてこの

問題を重く受け止め、国や県と連携しながら、市民生活を守るための支援策を進めるよう指示があり

ました。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

○中里委員 ありがとうございました。 

 報告第２号について、御質問等がありましたら、お願いします。 

○齊藤委員 ３ページ目の予算編成の基本というところの（２）の市民における安全・安心の確保と

いうことで、今、金井課長から説明があったとおり、市長が一番力を入れているというところで。災

害等もあるということなのですが、昨今の八街の件が、通学路の交通安全点検ということで、危険箇

所が多分、白井市もかなりの数があると思うのです。 

 その中で、白井市にできるところは、市道は多分できると思うのですけれども、県道、国道につい

ての市の考え方について教えてください。 

○和地教育部長 今回、合同点検で５９か所を点検しましたけれども、その中で警察が管轄のところ、

県が管轄のところ、市が管轄のところ、様々、点検箇所の管轄がございますけれども、市の対応でき

るところは、市としてすぐにできることとして既に対応しているところもございます。 

 県が管轄のところにつきましても、一部対応していただいておりますが、まだのところもございま

すので、管轄が違うところには、再度、対応できるかも含めての検討を求めているというところでご

ざいます。現状では、そういうところです。 

○中里委員 ありがとうございました。 

 ほかに御意見等ありましたら、お願いしたいと思います。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○中里委員 御意見等がないようですので、報告第２号について、終わります。 

                                            
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」 

                                            
○中里委員 御意見等がないようですので、報告第３号について終わります。 

 以上で、本日の報告事項については終了しましたので、これ以降の進行については、井上教育長に

お願いします。 

 それでは、井上教育長、よろしくお願いします。 

○井上教育長 中里委員には、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進行を行います。 
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     ○その他 

○井上教育長 ７のその他になります。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、事務局からお願いします。 

○金井教育総務課長 それでは、教育委員会の各課の２か月間の行事予定について、御説明をいたし

ます。Ａ４の紙のほうを御覧ください。 

 教育総務課です。１０月５日、火曜日、１時半より、ただいま教育委員会議を開催させていただい

ております。この後、３時から総合教育会議が予定されております。１０月７日、こちらは議会閉会

日となっております。１１月２日、教育委員会議が予定されております。１１月１８日、令和３年度

市町村教育委員会オンライン協議会ということで、こちらは川嶋委員に御参加いただきます。１１月

２４日、１２月議会の開会日となっております。１１月２９日、３０日は一般質問の予定となってお

ります。 

 続きまして、学校政策課。１０月２日、土曜日、桜台小学校の運動会がございました。５日、午前

中でございましたが、こちらは所長訪問が行われました。１０月６日、七次台小学校の運動会です。

１０月９日につきましては、桜台小、七次台小学校以外の小学校の運動会が予定されております。１

０月１４日次長訪問、こちらは９時４５分から南山小学校、１時半から白井第一小学校ということで、

中里委員、松田委員に御参加いただきます。１０月１９日、印旛郡市中学校駅伝大会。こちらは、佐

倉市の岩名運動公園で予定をされております。１０月２１日次長訪問、こちらは９時４５分から桜台

小、１時半から白井中となっております。教育長さんのほか、教育委員の皆さんに御参加をいただき

ます。 

 １１月につきましては空欄とさせていただいておりましたが、急に予定が決まりまして、１１月１

８日所長訪問、池の上小学校、こちらは午前中を予定しております。１９日同じく所長訪問というこ

とで、七次台小、こちらも午前中を予定しております。９月７日に延期されたものが、こちらの予定

となっております。時間等が決まりましたら、委員さん方に御連絡をしたいと思っております。 

 続きまして、教育支援課でございますが、学校政策課と予定が重複しておりますので、説明のほう

は割愛させていただきます。 

 生涯学習課、文化センターの１０月、１１月の行事予定はございません。 

 以上です。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 今の行事予定につきまして、何かありますでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 皆さん、よろしいですか。 

○川嶋委員 予定とは関係がないかもしれないのですけれども、文化センター長にお伺いしたいので

すけれども、貸館事業について、予約の状況とかは今どのような感じになっているのか、分かる範囲

で教えてください。 
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○石田文化センター長 文化会館の予約状況ということで、緊急事態宣言が解除されましたので、施

設の予約というのは、窓口のほうとかそちらで受けておりまして、来年の１０月の予約も始めたとこ

ろです。ただ、やはりコロナということで、直前キャンセルとかそういうことが増えておりますので、

行事そのものは減っている状況です。 

 以上です。 

○川嶋委員 ありがとうございます。 

○井上教育長 よろしいですか。 

 ほかにありますか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、その他で何かありますか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 以上をもちまして、本日の会議は終了とします。 

 この後は、３時から、この同じ場所で総合教育会議、それから、１１月の定例会は１１月２日、火

曜日、午後２時からとなっております。よろしくお願いいたします。 

 お疲れさまでした。 

午後１時５７分 閉 会 


