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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和４年５月１０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．議決事項 

    議案第１号 準要保護児童・生徒の認定に係る審査について 

 ７．報告事項 

    報告第１号 代理処分について 

    報告第２号 白井市文化センターのあり方検討委員会委員の任命について 

    報告第３号 白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

    報告第４号 白井市文化財審議会委員の委嘱について 

    報告第５号 令和４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６号 要保護・準要保護児童生徒の認定に係る報告について 

    報告第７号 白井市学校評議員の委嘱について 

    報告第８号 令和４年度白井梨マラソン大会について 

 ８．委員質疑 

 ９．その他 

 （１）教職員全体研修会の動画視聴（約２０分） 

                                              

○出席委員等 

   教育長  井上 功 

   委 員  川嶋 之絵 

   委 員  齊藤 豊 

   委 員  松田 加奈子 

○欠席委員等 

   委 員  中里 敏康 

                                              

○出席職員 

   教育部長          本間 賢一 

   教育部参事         宗政 隆雄 

   教育総務課長        金井 早苗 

   生涯学習課長        寺田 豊 
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   文化センター長       髙花 宏行 

   書   記         中村 妃佐 

   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 ただいまより令和４年第５回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 本日の会議につきまして、事務局より説明をお願いします。 

○金井教育総務課長 それでは、初めに出席者数の御報告をいたします。本日の出席委員数は、５人

中４人です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定に基づき、過半数の出

席がありますので、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。 

                                              

     ○会議録署名人の指名 

○金井教育総務課長 会議録の署名人につきましては、教育長より、事前に齊藤委員と松田委員との

指名がございましたので、よろしくお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりです。 

                                              

     ○前回会議録の承認 

○金井教育総務課長 続きまして、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。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○委員報告 

○金井教育総務課長 続きまして、日程４、委員報告について、各委員からお願いいたします。 

○松田委員 ４月１９日火曜日に、印教連の総会に参加してまいりました。例年ですと、総会の後は

懇親会があって、ほかの地域の委員さんとお話しする機会などがあったそうなのですけれども、残念

ながら総会だけの開催でした。 

 以上です。 

○金井教育総務課長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○金井教育総務課長 続きまして、日程５、教育長報告について。 

 井上教育長、お願いいたします。 

○井上教育長 それでは、私から教育長報告を行います。 

 まず、４月７日ですけれども、七次台中学校の入学式を参観いたしました。在校生の一部と、保護

者は全員、新入生と新入生の保護者の参加で行われました。８日には白井第二小学校の入学式を参観

いたしました。新入生が１７名ということで、例年より第二小の新入生は多いかなという感じでした。
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第二小につきましては、全校体制で行われておりました。４月１４日には千葉県の都市教育長協議会

総会に出席しました。１９日には、先ほどもありましたけれども、印旛地区教育委員会連絡協議会の

総会に出席いたしました。 

 それから、４月２１日から２６日にかけまして、私１人だったのですけれども、各小・中学校を訪

問させていただきました。年度初めの様子、それから校長先生との面談を行いました。授業も、各ク

ラス１、２分程度だったのですけれども、ざっと見せていただいたのですけれども、全ての学校、ま

ず落ち着いた様子で学校がスタートしていたなという印象です。それから、ＩＣＴを非常に、私の見

た印象では、私はいきなり行ってみたのですけれども、７割、８割ぐらいの活動がありまして、１年

前と比べると非常に活用率が高まっているなとうれしく感じました。 

 それから、４月２３日には、しろいスポーツビレッジ総会に出席いたしました。それから、５月７

日土曜日には市Ｐ連の総会、８日には青少年相談員の感謝状の贈呈式、委嘱状交付式に出席いたしま

した。 

 そのように徐々にいろいろな行事が、去年、おととし中止だったものが開催されるようになってき

て、大分戻ってきていますという印象でございます。 

 以上です。 

○金井教育総務課長 ありがとうございました。 

 委員報告及び教育長報告について、御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。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○金井教育総務課長 それでは、御質問がないようですので、次に進みます。 

                                              

     ○非公開案件について 

○金井教育総務課長 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・生徒の認定に係る審査について」、報告第１号 「代理処分につい

て」、報告第６号 「要保護・準要保護児童生徒の認定に係る報告について」。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、非公開がよろしいかと思いますが、いかがでしょう

か。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○金井教育総務課長 それでは、議案第１号、報告第１号及び報告第６号については非公開といたし

ます。 

 これより議事に入ります。 

 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、教育長より事前

に齊藤委員との指名がございましたので、６の議決事項、７の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。 

 なお、本日の８、委員質疑については議案がございませんでしたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、齊藤委員、よろしくお願いいたします。 

○齊藤委員 ただいま指名されました齊藤でございます。 

 これより、６の議決事項、７、報告事項に係る議事の進行を行いますので、御協力をお願いいたし
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ます。 

                                              

     報告第２号 「白井市文化センターのあり方検討委員会委員の任命について」 

○齊藤委員 初めに、７の報告事項です。 

 報告第２号 「白井市文化センターのあり方検討委員会委員の任命について」説明をお願いいたし

ます。 

○髙花文化センター長 報告第２号 「白井市文化センターのあり方検討委員会委員の任命について」

を御説明いたします。 

 白井市教育委員会は、白井市附属機関条例（平成２４年条例第２４号）第４条第１項の規定により、

白井市文化センターのあり方検討委員会委員を別紙のとおり任命したので報告するものです。  

 裏面を御覧ください。白井市文化センターのあり方検討委員会委員名簿でございます。 

 報告理由につきましては、委員の任期は委嘱及び任命した日から調査審議が終了するまででござい

ますが、ナンバー５、教育機関の職員において前委員の異動に伴い、新たに土屋博之委員を任命しま

したので報告いたします。 

 なお、委員の任期は、令和４年４月１日から調査審議が終了するまでで、前任者の残任期間となり

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 御意見等がないようですので、報告第２号について終わりにしたいと思います。 

                                              

     報告第３号 「白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」 

○齊藤委員 続きまして、報告第３号 「白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」

説明をお願いします。 

○宗政教育部参事 報告第３号 「白井市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」御説明

いたします。 

 本案は、白井市学校給食センター運営委員会の委員に欠員が生じたため、白井市学校給食センター

設置条例第４条第４項の規定により委嘱するものです。 

 今回の委員の選出につきましては、人事異動に伴い欠員となった教育機関の職員のうち、白井第二

小学校の中野靖子校長及び白井中学校、清水絵里子養護教諭を新たに委員として委嘱するものです。  

 なお、委員の任期につきましては、条例第４条第６項の規定より、令和４年４月１日から令和４年

７月３１日までの前任者の残任期間となります。 

 以上です。 

○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 御質問、御意見がないようですので、報告第３号について終わりにしたいと思います。 
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     報告第４号 「白井市文化財審議会委員の委嘱について」 

○齊藤委員 続きまして、報告第４号 「白井市文化財審議会委員の委嘱について」説明をお願いい

たします。 

○寺田生涯学習課長 報告第４号 「白井市文化財審議会委員の委嘱について」御説明いたします。 

 文化財審議委員につきましては、任期満了に伴いまして新たに委嘱するものでございます。  

 白井市教育委員会は、白井市文化財保護に関する条例第２９条第２項の規定により白井市文化財審

議会委員を別紙のとおり委嘱したので報告するものでございます。 

 文化財審議会は１０名以内で組織し、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱することとな

っています。 

 また、審議会では、文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答えるだけでなく、意見具

申を行い、それに必要な調査、研究を行うものとなっております。 

 裏面を御覧ください。第２９期白井市文化財審議会委員の名簿となっております。 

 任期は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までとなっています。 

 番号１番でございますが、小木曽栄子様、風俗習慣の分野となっております。備考にあるとおり、

白井市郷土史の会の会長となっております。以下７名の方を委員として委嘱してございます。７名の

方全員が再任となっております。現在７名でありますが、再任の了解を得られましたので今回委嘱し

たものでございますので、報告するものでございます。 

 説明のほうは以上になります。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 報告第４号について、御意見、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 御意見等がないようですので、報告第４号について終わりにしたいと思います。 

                                              

     報告第５号 「令和４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」 

○齊藤委員 続きまして、報告第５号 「令和４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」御説明をお願いします。 

○金井教育総務課長 それでは、報告第５号 「令和４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」御説明します。 

 本案は、今年度において令和３年度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、学識経験者を選任しましたので報告するものでございます。 

 裏面を御覧ください。 

 選任する委員につきましては、学識経験者３名でございます。昨年度に引き続き、伊藤久男さん、

浅利範子さん、山本香緒利さんを選任したものでございます。皆さん、平成３０年度から選任をして

おり、今年度で５年目となります。 

 以上で説明を終わります。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 報告第５号について、御質問等ありましたらお願いします。 



- 6 - 

〔「なし」と言う者あり〕 

○齊藤委員 御意見等ないようですので、報告第５号について終わりにしたいと思います。 

                                              

     報告第７号 「白井市学校評議員の委嘱について」 

○齊藤委員 続きまして、報告第７号 「白井市学校評議員の委嘱について」御説明をお願いいたし

ます。 

○宗政教育部参事 報告第７号 「白井市学校評議員の委嘱について」御説明いたします。 

 本報告は、白井市立小学校及び中学校管理規則第１０条第３項により、校長の推薦によって学校教

育の充実及び特色ある学校づくりの推進のため委嘱するものです。 

 令和４年度の学校評議員委嘱者一覧を御覧ください。ここで、すみません、訂正のほうをお願いし

ます。ナンバー１０が抜けております。ナンバー１１を１０のところに入れていただき、以下、番号

の訂正をお願いできればと思います。最後に桜台中学校が１４番となります。お手数をおかけしまし

た。 

 続けさせていただきます。合計で４２名となっております。学校内外の児童生徒の様子や地域の様

子をよく知っていらっしゃる方、教育課題や学校が力を入れたい内容について御意見を頂ける方とし

て、各学校の校長先生より推薦された方々です。 

 昨年度に引き続き、加藤秀明様には大山口小学校と大山口中学校の２校に委嘱します。７名の方が

今年度より新たに評議員を委嘱し、３４名の方が再任となります。再任の方については、昨年度、コ

ロナ禍の影響もあり、学校行事等の活動が十分できなかったことや、近年の急激な学校状況の変化等

について十分把握され、建設的な意見を頂ける方として各学校の校長先生より推薦されました。 

 なお、学校評議員さんから積極的に意見を頂いて、学校の改善と活性化、地域に開かれた学校づく

りの推進となるよう４月の校長会、教頭会でも依頼したところです。 

 以上でございます。 

○齊藤委員 宗政参事、ありがとうございます。 

 報告第７号について、御質問等ありましたらお願いをいたします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○齊藤委員 御意見等ないようですので、報告第５号について終わりにしたいと思います。 

                                              

     報告第８号 「令和４年度白井梨マラソン大会について」 

○齊藤委員 続きまして、報告第８号 「令和４年度白井梨マラソン大会について」御説明をお願い

いたします。 

○寺田生涯学習課長 報告第８号 「令和４年度白井梨マラソン大会について」御説明いたします。 

 令和４年度白井梨マラソン大会について、開催と決定したので御報告するものでございます。  

 裏面を御覧ください。 

 白井梨マラソン大会の開催について、概要でございますが、白井梨マラソン大会は市内外の多くの

ランナーを迎え、白井市自慢の「しろいの梨」をＰＲするとともに、健康と体力の保持増進を図り社

会体育の振興に寄与することを目的として開催しています。 

 昨年度と一昨年度につきましては、新型コロナウイルスの影響により開催ができませんでしたが、
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今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の防止対策を徹底の上、実施する方向で検討を進

めてまいりました。 

 そして、５月６日に開催された「第３７回白井梨マラソン大会実行委員会会議」において協議の結

果、現在、緊急事態宣言が発令されていないことや近隣のマラソン大会の開催が予定されていること

から、新型コロナウイルス感染症の防止対策を徹底の上、開催することに決定いたしました。  

 大会名は、第３７回白井梨マラソン大会。日程は、令和４年１０月２日日曜日になります。その他

といたしまして、開催については、教育委員会会議後、報道やホームページなどで周知してまいりま

す。また、関係団体等に対しましては、文書にてお知らせする予定でございます。  

 以上です。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

 報告第８号について、御質問等がありましたらお願いします。 

○川嶋委員 梨マラソン大会の開催ということで、いいことだなというふうには思うのですが、今ま

で軒並みイベントの中止が続いていて、これは全国的に続いていて、ぼちぼちそういうイベントが再

開されているのですけれども、そういう社会を見ていると、物すごい数が殺到しているなというふう

に見てとれます。ニュースやメディアからはそういうふうに取れるのですが。今回１０月に行われる

梨マラソンの規模、エントリー数といいますか、例年と比べて多くなるのではないかなというふうに

私は思うのですけれども、そこら辺の予測といいますか、どのように想定しているのか、分かる範囲

で教えていただけますか。 

○寺田生涯学習課長 梨マラソン大会につきましては、会場の都合もございますので、毎年３，００

０人程度を募集しております。今回も同様に３，０００人程度を募集して、それ以降につきましては

募集はできないという方向との予定になっております。 

○川嶋委員 追加で、資料があればなのですけれども、例年どれくらいの人数が参加しているのか、

３年前ぐらいの状況を分かれば教えていただきたいのですけれども。エントリー数って、今までどれ

ぐらいなのでしょうか。 

○寺田生涯学習課長 今、手元に資料はないのですけれども、毎年、例年ですと３，０００人程度が

参加してもらっているということに。大体その程度です。毎年そのような人数ですけれども。 

○川嶋委員 ありがとうございました。 

 あと、この「しろいの梨」のＰＲということがありますけれども、どのようなＰＲを行っているの

か教えてください。 

○寺田生涯学習課長 毎年、梨マラソン大会につきましては、梨をむいて試食等をしていただいてい

るのですけれども、今回はコロナ対策ということで、試食のほうはできない方向で考えております。  

 ただ、梨マラソン大会でございますので、参加賞として梨を用意をさせてもらっているということ

になります。 

 以上です。 

○川嶋委員 ありがとうございます。 

○齊藤委員 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、御意見がないようですので、報告第８号について終わりにしたいと思います。 
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     ○その他 

○齊藤委員 先に９、その他に入ります。職員全体研修の動画視聴をいたします。 

○井上教育長 簡単な説明ですけれども、これは年度当初に、教職員向けに教育委員会として今年度

の重点目標等を説明したものです。 

 以上です。 

【00:34:11～00:54:00 動画視聴】 

○     皆さん、こんにちは。新年度、新しい子供たちとの出会いはいかがでしたか。４月は慣

れないことも多く大変な時期ではありますが、子供も先生方も、今年がこんなふうになりたい、こん

なふうにしたいという希望に満ちた時期でもあるのではないでしょうか。今年も充実した年になるよ

う、白井市の教育について研修していきましょう。 

 これから、令和４年度白井市小・中学校教職員全体研修会を始めます。 

 初めに、白井市教育委員会教育長、井上 功よりお話いたします。 

○井上教育長 皆さん、こんにちは。白井市教育委員会教育長の井上です。 

 それでは私から、白井の学校教育、その重点について説明させていただきます。 

 まず、本市教育のベースとなるのは、この二つです。白井市第２次教育大綱と白井市教育振興基本

計画（ｅなしプラン）です。市民全体に関わる学校教育、家庭教育、社会教育、生涯学習、４分野の

計画を定めています。どちらも昨年４月１日からの施行で、今年度が２年目となります。 

 さて、国においては、昨年１月２６日に中央教育審議会、略称、中教審が答申を出しましたが、そ

のテーマは、令和の日本型学校教育の構築を目指してというものです。全ての子供たちの可能性を引

き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現し、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代、また、予測困難な時代

においても学習指導要領を着実に実施し、ＩＣＴを最大限有効活用することで持続可能な社会の創り

手を育成するとしています。これは、皆さんもお気づきだと思いますが、２０１５年に国連が提唱し

たＳＤＧｓ、持続可能な開発目標、これから来ているものだと推察されます。 

 これらを踏まえ、今年度、特に重点としていただきたいことを「なしビジョン」として次のような

イラストにしています。この「なしビジョン」は、子供たちの成長に不可欠な４つの育みと、それを

進めるための７つの取組を表しています。７つの取組、４つの育み、７と４ということで白井の特産

である梨をイメージし、「なしビジョン」と名付けています。 

 初めに、４つの育みですが、学習指導要領でも不易のテーマとしている確かな学力、豊かな心、健

やかな体の育成、そして先ほどの中教審答申でも示された持続可能な社会の創り手を掲げました。 

 次に、７つの取組です。教員の指導力の基盤となるのは、授業づくり、学級づくり、生徒指導です。

子供の内面にスポットを当て、主体的、対話的で深い学びを実現する授業づくり。豊かな人間関係を

育む学級づくり。やる気を引き出す生徒指導の推進。この全てに共通するのが子供たちの内面へのア

プローチです。そして、その手立てとなるのが内発的動機づけです。若い先生方が多くなってきてい

る今、改めてこの３つの力の向上に各学校取り組んでいただくようお願いいたします。 

 次に、全校体制による特別支援教育の推進、活力を高める体育活動の創造、自他の命を尊ぶ健康、

安全教育の推進です。特別支援教育の目指すものは、全ての子供たちへの指導支援に共通するもので

す。特別支援教育を個別支援学級のみにとどめることなく、ぜひ、全校体制、全職員で取り組んでい
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ただきたいと思います。 

 先日、文部科学省が、教員採用から１０年目までに特別支援学校や特別支援学級担任を複数年経験

すること、加えて、全ての教員が特別支援教育を経験すること、これを促す通知を出しました。２０

２４年からの実施予定ですが、前倒しして進めたい取組です。 

 次に、体育の授業や体育活動で活力を高め、その活力を学校生活全体に広げていってほしいと思い

ます。モデル校として、今年１１月２日に白井第三小学校が研究発表会を行います。ぜひ、たくさん

の方の参加をお願いします。 

 そして命です。４年前の平成３０年３月、本市小学生の尊い命が交通事故で失われています。また、

小中高校生の自殺が全国的にも、千葉県においても増加傾向にあります。常日頃より、何よりも命が

最も大切である、そういう思いを子供たちに示していただきたいと思います。  

 最後に、ＩＣＴ活用方法の積極的な開発です。授業はもちろん、様々な場面での活用にチャレンジ

してみてください。可能性は無限だと思います。皆さんのアイデアが未来の学校へとつながっていき

ます。子供たちが通ってよかった、保護者が通わせてよかった、そして、皆さんが勤めてよかった、

そう思える学校を目指して、皆さんのご活躍を楽しみにしています。 

 それでは、１年間よろしくお願いします。 

○     続いて、学力向上について、教育支援課指導主事、満田美由紀よりお話いたします。 

○満田教育支援課指導主事 白井市では、学力向上に向けＳＴＥ（Ｓｈｉｒｏｉ Ｔｅａｃｈｉｎｇ 

Ｅｘｐｅｒｔ）の認定を行い、先生方の授業力向上に取り組んできました。教育委員会で授業参観を

行い、ＳＴＥの先生方の実践を白井市教育委員会だより、Ｗｉｔｈで御紹介しました。  

 今年度より、ＳＴＥをＳＴＬs（Ｓｈｉｒｏｉ Ｔｅａｃｈｉｎｇ Ｌｅａｄｅｒｓ）に改め、リ

ーダーという立場で白井市の授業力アップのためにお力を発揮していただきたいと考えます。  

 また、令和元年度より、川村学園女子大学の田中聡教授に学校支援アドバイザーとして市内小・中

学校を訪問していただき、各学校の取組や質問に対して助言をいただきました。令和４年度も田中教

授から指導、助言をいただく機会を持ち、子供たちの学習に対する内発的動機づけを行えるよう、授

業改善を目指します。 

 次の授業の学習課題に向けて、子供たちが知りたい、調べてみたい、話し合いたい、発表したいと

感じて、事前に調べたり、考えをまとめたりするような授業づくりを目指していきたいと考えます。

そのために、学習課題の設定や次の授業の予告、授業中の活動場面の確保など、興味関心を高める工

夫が大切です。 

 白井市では、令和２年度から白井市学力振り返り調査、Ｒｅナビを開始いたしました。新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響で、昨年度がＲｅナビの本格始動１年目となりました。各学校で工夫してフ

ィードバックを実施していただいたおかげで、１回目の調査から２回目の調査に向けて正答率が上が

り、子供たちが着実に力をつけたことが分かりました。各学校の先生方の御協力に感謝いたします。

今年度も効果的なフィードバック方法について研修していきたいと考えております。今後とも白井市

の子供たちの学力向上のため、先生方のお力添えをよろしくお願いいたします。 

○     次に、体力向上、ＩＣＴについて、学校政策課指導主事、岩館規夫よりお話いたします。 

○岩館学校政策課指導主事 令和３年度は１人１台端末が整備され、学校での生活のあらゆる場面で

タブレットが活用されるＧＩＧＡスクール元年ともいうべき１年でした。 
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 また、新型コロナウイルスの感染拡大への対策を行いながらの大変な１年でしたが、白井市の先生

方には、授業での活用はもちろん、自宅学習をする子供への授業配信や本格的なオンライン授業、集

合できない状況の中での学校行事での活用など、様々なことに挑戦していただき感謝申し上げます。 

 昨年度は、授業をはじめ全ての活動でのＩＣＴの有効活用を目指し取り組んできましたが、今年度

は一歩先を進み、ＩＣＴ活用方法の積極的な開発を目指していきます。既に多くの先生から、授業で

の活用について情報提供をいただいたり、有効活用についてＩＣＴプロジェクトリーダーの皆さんと

情報共有したりしているところですが、その動きを加速させていきたいと考えています。  

 また、今年度も吉田アドバイザーに各学校を訪問していただき、優れた実践を皆さんと共有してい

きたいと考えています。 

 キーワードは、授業が変わる、教室の風景が変わるです。オンライン授業、リアルタイムでの意見

の集計、遠く離れた学校との共同学習等、今までは実現不可能だった授業がタブレットの導入によっ

て実現可能になりました。既に白井市の授業風景は大きく変わろうとしています。未来を生き抜く子

供たちの情報活用能力を引き出していくため、今年度も御協力よろしくお願いいたします。 

 白井市の児童生徒は、体育的行事に積極的に取り組み、運動、部活動に参加する児童生徒の割合が

多い状況です。千葉県や印旛郡の各種大会では、多数の児童生徒が優秀な成績を収めています。  

 一方で、千葉県体力・運動能力調査の結果から、県平均より低い種目が多いことが課題といえます。

小学校でいえば、俊敏性や柔軟性では県平均を上回る学年もありますが、そのほかは県平均に比べ低

い状態にあります。中学校でいえば、俊敏性や持久力では県平均を上回る学年が多いですが、そのほ

かは県平均に比べ低い状態にあり、児童生徒の体力を把握し、実態に応じた授業改善や体力向上に向

けた手立てが必要です。 

 そこで、体育の活動で得られた、分かった、できたという成功体験を通して活力の向上を図りたい

と思います。昨年度に引き続き齊藤アドバイザーの学校訪問や、各学校から選出された体力向上プロ

ジェクトリーダーが中心となって体育科授業の改善を図っていきたいと考えています。  

 特に、運動経験が少なく苦手意識のある児童生徒への支援の充実を図ることを狙いとしています。

分かった、できたという成功体験から得られる喜びが、ほかの教科やその他の学校活動全般への活力

にもつながることを期待します。児童生徒が生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライ

フを実現するための資質、能力を育成できるよう、よろしくお願いいたします。 

○     次に、白井市小・中学校校長会会長、七次台中学校、小野義勝校長先生よりお話をいた

だきます。 

○小野校長 白井市の先生方、こんにちは。令和４年度白井市小・中学校校長会会長を仰せつかりま

した七次台中学校の小野でございます。本日は、白井市教職員全体研修会に先立ちまして、白井市校

長会を代表して一言御挨拶をさせていただきます。 

 校長としては、小学校の校長、中学校の校長、両方任せていただき、小学校の先生方の研究に対す

る熱心さ、そして中学校の先生方の専門性を追求する姿勢、どちらにも感銘を受けてまいりました。 

 令和４年度は、白井市内３４７名の先生方がいらっしゃいます。今日の第１回目の全体研修会をス

タートとし、白井市の児童生徒、子供たちのために多くの研究を積み重ねてまいりましょう。  

 では、よろしくお願いいたします。 

○     最後に、白井市教育研究会会長、大山口小学校、和地滋巳校長先生よりお話をいただき
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ます。 

○和地校長 先生方、こんにちは。大山口小学校の和地といいます。今年度、白井市教育研究会の会

長を仰せつかりましたので、一言御挨拶申し上げます。 

 さて、ここ数年で学校教育の在り方は大きく様変わりしました。ＩＣＴ化が急激に進み、タブレッ

トやプロジェクターを使った授業の日常化、オンラインによる授業や会議も実施されるようになりま

した。今後は、それらをさらに有効に活用し、教育の効果を上げていくことが大きな課題の一つだと

感じています。 

 そして、整備されたＩＣＴ環境も、導入しているソフトも各市町で異なるため、今後はさらに市内

各学校の実践を市内で共有し、各学校に取り入れていくという視点が必要であり、各校を結ぶ白井市

研究会の各研究部の役割が重要性が増すと考えています。先生方におかれましては、ぜひ様々な取組

をしていただき、白井の教育の充実を進めていただければと思います。 

 今年度も１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

○     今日の研修をぜひ明日から生かし、子供たちの笑顔のために一緒に頑張っていきましょ

う。 

 これで、令和４年度白井市小・中学校教職員全体研修会を終わります。 

○齊藤委員 御視聴ありがとうございました。 

 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 御意見等ないようですので、教職員全体研修会の動画視聴について終わりにしたいと思

います。 

 これから非公開案件に入ります。 

                                              

非公開案件     議案第１号 「準要保護児童・生徒の認定に係る審査について」 

                                              

非公開案件     報告第１号 「代理処分について」 

                                              

非公開案件     報告第６号 「要保護・準要保護児童生徒の認定に係る報告について」 

○齊藤委員  以上で、本日の議決事項、報告事項に係る議事については終了をいたします。 

 これ以降の進行は、事務局にお願いいたします。 

○金井教育総務課長 齊藤委員におかれましては、議事の進行を行っていただきありがとうございま

した。 

 これより、事務局が会議の進行を行います。 

                                              

     ○その他 

○金井教育総務課長 それでは、９のその他に入ります。 

 何かございましたらお願いいたします。 

 それでは、事務局のほうから教育委員会各課の行事予定、５月、６月、２か月分ということで御報

告をさせていただきます。様式のほうを改めさせていただいておりますが、行事予定表のほうを御覧
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ください。 

 それでは、教育総務課です。５月１０日、本日１０時から、第１回印旛地区教科用図書採択協議会、

富里市富里中央公民館で、井上教育長と川嶋委員に御出席をいただきました。２時から教育委員会議、

ただいま開催をさせていただいております。５月２５日、千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総

会・特別講演会、市原市、サンプラザ市原にて開催予定で、川嶋委員さんに御出席をいただく予定で

す。５月２７日、関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会につきましては、書面決議と

なりました。 

 ６月１日、第２回議会定例会開催日となっております。６月２日、教育委員研修としまして、学校

給食センターのほうで実施をさせていただく予定となっております。午後２時からは、教育委員会議

が開催されます。６月６日、７日、９日、１０日は議会の一般質問です。６月１３日は委員会付託と

なります。６月１５日は教育福祉常任委員会となります。６月２７日、議会の閉会日となります。６

月２９日、千葉県都市教育長協議会第２回役員会・分科会、ホテルポートプラザちばで行われる予定

です。 

 学校政策課です。５月１８日、三部会小学校陸上競技大会が松山下陸上競技場で開催予定です。５

月２８日、三支部対抗陸上競技大会が同じく松山下陸上競技場で開催予定となっております。５月３

１日、印旛郡市小学校陸上競技大会が中台運動公園で開催予定です。 

 教育支援課です。６月１７日の青い麦の子ふれあい運動会につきましては、中止となりました。  

 生涯学習課です。５月７日、市Ｐ連の総会が行われました。８日、青少年相談員総会が行われまし

た。５月１４日、ＯＮスポーツクラブ総会が開催予定となっております。５月２８日、市民大学校入

学式と第１回講座が文化会館のかおりホールで開催予定です。 

 ６月２５日、文化財講演会、同じく文化会館かおりホールで行われる予定です。６月２６日、スポ

ーツレクリエーション祭ということで第一小学校で開催予定です。 

 文化センターの行事予定につきましては、ございません。 

 以上となります。 

 そのほか、何か確認事項等はございますでしょうか。いかがでしょうか。 

○川嶋委員 ６月２６日のスポーツレクリエーション祭は、どのような行事で、どこが主催されるの

ですか。 

○寺田生涯学習課長 こちらにつきましては、スポーツ推進委員さんが中心となりまして、軽スポー

ツといいますか、誰でも参加できるようなスポーツを行いまして、市民の皆さんに来てもらうと。簡

単なスポーツでスポーツに親しんでもらおうというような行事になります。 

 昨年は、コロナ禍できなかったのですけれども、その前までは何度かやらせてもらっておりまして、

今年度もやっていこうというようなことで、これでスポーツ推進委員さんのほうから話がまとまった

ということです。 

○川嶋委員 第一小学校でやっていたのは知っていて、私も行ったことがあるのですが、こういう名

前ではなかったですよね。 

○寺田生涯学習課長 それは多分、わんぱく大会。 

○川嶋委員 一般の市民を対象に、子供ではなくて市民を対象にスポーツに触れるという機会ですか。  

○井上教育長 ちょっと年配の方が多い。 
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○寺田生涯学習課長 そうですね。出席される方は、そういう方が多い。今までもやってはいました。 

○川嶋委員 趣旨としては、市内の高齢の方のスポーツを推進するという感覚ですか。 

○寺田生涯学習課長 そうですね。グラウンドゴルフみたいなこととか、そういうスポーツを少しず

つ広めていこうというようなところでスポーツ推進委員さんがやっていただいているところです。  

○川嶋委員 ありがとうございました。 

○金井教育総務課長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、本日の会議のほうは終了させていただきます。 

 次回は、６月２日火曜日、午後２時からとなります。 

 本日はお疲れさまでした。 

午後３時０２分 閉 会 

 


