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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和３年４月６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 白井市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

    報告第２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  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 

   文化センター長       石田 昌弘 

   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４回白井市教育委員会定例会を開催します。 

 初めに、小林委員の任期満了に伴い、市議会の同意を得まして新たに中里敏康委員が任命されまし

た。任期につきましては、令和３年４月１日から令和７年３月３１日までの４年間となっております。  
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 また、小林委員がこれまで務めてまいりました教育長職務代理につきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１３条第２項に基づき、教育長が指名することとされております。私から

川嶋委員を教育長職務代理に指名させていただきましたので御報告いたします。 

 それでは、中里委員から一言御挨拶をお願いいたします。 

○中里委員 初めまして。皆さん、こんにちは。中里と申します。右も左も分かりませんけれども、

未来ある子供たちのために努めていきたいと思いますので、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。 

 続きまして、職務代理者の川嶋委員からも一言御挨拶をお願いします。 

○川嶋委員 こんにちは。ただいま御紹介にあずかりました川嶋と申します。この度、教育長職務代

理を拝命することとなりました。月並みではございますが、このような大役を仰せつかるには誠に微

力ではございますが、教育委員さんと教育長をはじめ、事務局の皆様の御協力を仰ぎながら、お役目

を務めてまいりたいと存じます。 

 昨年は、新型コロナウィルスから始まり、新しい生活様式を求められ、学校教育の在り方も相当な

改革がなされました。また、この先も迅速かつ適切に学校教育を対応していかなければならないなと

いうふうに感じております。子供たちの未来が希望にあふれるような社会であるよう、一丸となって

乗り越えていかなければならないときだというふうに感じています。 

 今の私では力が及ばない部分も多々あるかと思いますが、白井市の子供たちとその保護者、それを

取り巻く地域や学校と職員の笑顔のために、白井市の教育をこれまで以上により良いものにしていけ

るよう、皆様のお力をお貸ししていただき邁進していきたいと思います。 

 このような機会を与えてくださり感謝いたします。どうぞよろしくお願いします。  

○井上教育長 ありがとうございました。 

 また、事務局につきましても、人事異動に伴い変更がありましたので、事務局からも自己紹介をし

ていただきたいと思います。 

 それでは、和地部長からお願いします。 

○和地教育部長 こんにちは。今年度、教育部長を仰せつかりました和地滋巳といいます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○本間教育部参事 こんにちは。今年度、教育部参事を仰せつかりました本間と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○金井教育総務課長 こんにちは。この４月より教育総務課長を仰せつかりました金井と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

○寺田生涯学習課長 こんにちは。４月より生涯学習課長を拝命いたしました寺田と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○石田文化センター長 こんにちは。文化センター長の石田と申します。３年目になります。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名でございます。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、お手元に配付の日程表のとおりでございます。 
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     ○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。 

 本日は会議録署名人の指名をいたします。 

 本日は、川嶋委員と中里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、前回会議録の承認。 

 前回の会議録の承認を行います。前回の訂正など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に移ります。 

 ４、委員報告。 

 委員報告を行います。各委員からありますでしょうか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○井上教育長 次に、５、教育長報告。 

 私から教育長報告を行います。 

 私からは、学校関係につきまして、少し説明、報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、学校関係、割愛職員ですけれども、今年度、大幅な入れ替えがありました。部長・参事・主

幹・指導主事を含めて９名ですけれども、今回、このうちの７名が変わりました。主に指導主事が多

く変わっておりますので、なかなか慣れないところもあるとは思いますけれども、御指導のほどよろ

しくお願いいたします。 

 それから、７名が学校現場に、鈴木部長は復帰され、主幹は校長職へ、指導主事は教頭職へ昇任さ

れていきましたので、また学校に行った際にはお声かけいただきたいと思います。 

 それから、教職員全体ですけれども、今回、白井市には７６名転任者がありました。うち新規採用

職員が１７名ということで、例年よりかなり大きい数字にはなっております。また、この新しい人た

ちに白井市に新しい風を吹き込んでいただきたいと思っております。 

 ここで、学校教育に対して課題が一つ残っております。今、講師不足という、現在３校に１名ずつ、

講師が配置されていないという状況が起きてしまっております。教職員の配置は県の教育委員会が行

います。ここで言いますと、北総教育事務所が行っておりますけれども、傾向として、教職員免許を

持っている人間が少なくなっているというのが大きな原因だと思います。ですので、新しく教職免許

を取られる方、それから講師、本部職も含めて、教員を目指す方が少なくなっているという状況が、

この数字に表れてしまっていると思います。 

 今まで４月始まりの段階で、ここまで講師が足りない、これは本市に限らず、全ての北総の市町で
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起きている状況です。昨年度までは、ここまで講師がいないということはなかったんですけれども、

今年度からこの現象が起きているということで、ちょっと心配すべき状況であると感じています。報

道などでも、教員の仕事が非常に大変だということが訴えられていて、そんな影響が及んでいるのか

なと思っています。 

 それから、この春休みの中でコロナに感染したという報告はありませんでしたので、この点につき

ましては、学校としてはよかったと思っています。 

 また、小中学校におきましては、今日始業式がございました。無事に１４校始まったなという感じ

であります。そして、明日、７日が中学校の入学式、明後日、８日が小学校の入学式となっておりま

す。来賓は呼ばない形で、感染防止に十分注意して、密を避けながら各学校で取り組む予定となって

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それに先駆けまして、昨日、白井市の校長会議をこの場で行いました。その中で、校長さんは新任

者が３名、６校の校長が変更となっております。教頭は７校が変わっております。  

 白井市の学校教育の方針として作成されました教育大綱、教育振興基本計画、それから今日資料と

して配布いたしました今年度の「なしビジョン」。それから学校教育の三つのプロジェクトというこ

とで、これを中心にやっていきますよと校長会に示させていただきましたので、資料としてもお配り

させていただきます。 

 少しだけ説明させていただきたいと思いますけれども、まず、なしの木の「なしビジョン」につい

てですけれども、イラストを御覧ください。 

 まず、真ん中に「持続可能な社会の創り手」ということで。今年の１月２６日に、これが最も新し

い中教審からの答申ですけれども、令和の日本型学校教育という言葉がここから使われています。そ

の中身が最新のものになっていて、例えば、左の上のほうで、風で表しましたけれども、Ｓｏｃｉｅ

ｔｙ５．０の時代がもう来ている。それから、予測困難な時代が来ていると。こういうものにこれか

らの子供たちは立ち向かっていかなければいけないということです。真ん中に示しましたけれども、

テーマが「持続可能な社会の創り手」を育成するんだということが新しく示されています。これまで

は、未来を生き抜く力を育成するとしていましたけれども、内容としては、同じ力だと思います。表

現がこのように変わっていますので、最新の言葉を使わせていただきました。 

 その他、幾つか変更したんですけれども、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」、これを育

成するということを主眼にいろいろな方面から学校教育に取り組んでまいりますので、また御理解の

ほどよろしくお願いしたいと思います。 

 もう１枚のプリントが、それを具体的に進める上で、ＬＶＩプロジェクトという、これは振興計画

にも掲載させていただきましたけれども、そこをさらに詳しく記載して、これも校長会議で提示させ

ていただきました。 

 プロジェクトＬということで、学力向上にこのように取り組んでいく。それから、プロジェクトＶ、

これはバイタリティですけれども、体育では、活力の向上という形で取り組んでいく。それから、プ

ロジェクトＩということで、素晴らしいＩＣＴ環境が整いましたので、これを最大限に有効活用して

いく。 

 一番下に示しましたけれども、これを常時使っていく。いろいろな活動で有効的にタイミングよく

使っていくということを進めていきたいと思いますので、教育委員の皆さんには、環境は少し御覧い
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ただきましたけれども、ぜひ、もう少し落ち着きましたら、子供たちが使っている様子なんかを感染

防止に努めながら御覧いただくのが一番いいかなと思っています。なるべく早くそういう機会をつく

りたいと思っております。 

 私からは、これが教育長報告となります。 

 皆さん、私の報告につきまして質問等はありますでしょうか。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。 

 報告第２号 「準要保護児童・生徒の認定に係る報告について」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２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、髙倉委員を指名

したいと思います。髙倉委員には、６の報告事項に係る議事の進行について、よろしくお願いします。 

 なお、本日は、７の委員質疑については、議題がありません。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○髙倉委員 ただいま指名されました髙倉です。よろしくお願いいたします。 

 これより、６の報告事項に係る議事の進行を行います。 

                                              

     ６報告事項 第１号「白井市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」 

○髙倉委員 ６、報告事項、報告第１号「白井市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につい

て」説明をお願いします。 

○本間教育部参事 報告第１号「白井市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」御説明

いたします。 

 本報告は、白井市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を令和３年４月１日から令和６年３月３１日

まで委嘱するものです。 

 具体的な内容につきましては、次のページを御覧ください。 

 今回、白井市医師会、歯科医師会、薬剤師会より御推薦いただき委嘱する学校医、学校歯科医、学

校薬剤師となります。 

 以上でございます。 

○髙倉委員 ありがとうございました。 

 では、報告第１号について、御意見等ありましたらお願いします。 

 そうしましたら、１点お伺いします。学校歯科医が複数配置されている学校がありますけれども、

これは学校規模に応じてということで複数体制なのでしょうか。 

○本間参事 はい、そのとおりでございます。 
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○髙倉委員 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○川嶋委員 昨年度は、コロナ禍において、このような学校検診というのが予定どおりに行われなか

ったかと思いますけれども、それでも昨年度は、予定どおり全て学校検診というのは行われ、今年度

はどのような計画があるのか、分かる範囲でいいのでお願いします。 

○本間参事 昨年度はコロナ禍でしたので、時期をずらして行ったという経緯がございます。今年度

につきましては、現在、予定どおり行う予定でございます。 

 以上でございます。 

○川嶋委員 ありがとうございます。 

○髙倉委員 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○髙倉委員 それでは、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。 

                                              

非公開案件     報告第２号 「要保護・準要保護児童・生徒の認定に係る報告について」 

                                              

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

いたします。よろしくお願いします。 

○井上教育長 髙倉委員には、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。 

 この後につきましては、私のほうで進行させていただきます。 

                                              

     ○その他 

○井上教育長 ７のその他に入ります。 

 その他につきまして、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、こちらの令和３年第１回白井市議会定例会報告の資料を基に御説明

をさせていただきます。 

 会期のほうは令和３年２月１５日から３月１７日の３１日間です。教育部の議案の案件は、２の教

育部議案にありますとおり、１から５の５案件で、いずれもこちらは予算関係となっております。 

 内容につきましては、令和３年２月２日及び同年３月２日の教育委員会議定例会並びに令和３年２

月１９日の臨時教育委員会議において説明をさせていただいたとおりとなっており、審議の結果、①、

②の議案については２月２６日金曜日、④の議案については３月８日月曜日に開催された教育福祉常

任委員会で審議後、３月１７日水曜日に開催された本会議において採決が行われ、提案内容について

可決されました。 

 また、③、⑤の議案については、３月１７日水曜日に開催されました本会議において追加上程し、

同日可決されております。 

 一般質問については、さきの議会では教育委員会に関するものはありませんでした。 

 以上でございます。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 今の件につきまして、質問等ありますか。よろしいですか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、ほかにありましたら。 

○金井教育総務課長 それでは、令和３年度の白井市教育委員会各課の行事予定、この２か月間のこ

のＡ４横の資料につきまして御説明をさせていただきます。 

 まず、教育総務課の行事予定です。４月６日、本日、教育委員会議を開催させていただいておりま

す。４月２０日火曜日、午後３時半より印教連定期総会、ホテルウェルコ成田で行われる予定です。

５月１１日火曜日、こちらは教育委員会議の開催させていただきます。同日１１日火曜日、午前１０

時から、こちらの職務代理者さんに御出席いただきまして、第１回教科書採択協議会が開催されます。  

 関東甲信越静市町村教育委員会連合会研修会、こちらにつきましては、当初５月２８日を予定して

おりましたが、インターネット上の動画配信に変更され、５月中旬から下旬に開催をされる予定とな

っております。 

 続きまして、学校政策課です。 

 こちらにつきましては、先ほど教育長からもお話がございましたが、明日、４月７日火曜日、中学

校の入学式、８日水曜日は小学校の入学式を予定しておりまして、来賓の出席は予定されておりませ

ん。 

 続きまして、教育支援課です。４月の行事は学校政策課と同じでございますので、説明を割愛させ

ていただきます。５月１９日水曜日、松山下公園にて三部会小学校陸上大会が予定されております。 

 続きまして、生涯学習課につきましては、４月３日、白井市の総合体育大会の開会式は中止となっ

ております。同じく４日につきましても、スポ小の交流大会こちらも中止となっております。  

 文化センターにつきましては、４月、５月、主な行事予定はございません。 

 以上で行事予定の報告を終わります。 

○井上教育長 ありがとうございます。 

 これにつきまして、何か御質問や報告等はありますでしょうか。 

 私のほうから付け加えますけれども、一番上の５月１１日の教科書採択協議会は、一番右側の備考

に書いてありますけれども、川嶋職務代理者と私が出席するという形になります。２名の参加になっ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 今回は、白井市がこの採択協議会の担当になっているので、白井市が会場となります。近くてよか

ったです。 

 では、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 それでは、委員の皆様から何かありますか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、なければ、以上をもちまして本日の会議は終了します。 

 次は、５月１１日火曜日、午後２時からとなっております。よろしくお願いします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

午後２時３１分 閉 会 


