
平成３０年４月定例会議

１ 期　　日 平成３０年４月２６日（木）　開会　午後３時００分

　　　　　　　　　　 　　　 閉会　午後５時１５分

２ 場　　所 市役所５階　５０４会議室

３ 出席委員 教 育 長　粟　井　明　彦

教育委員　東　　　陽　一

教育委員　平　塚　智　子

教育委員　平　山　茂　治

教育委員　熱　田　　　昇

４ 傍聴者 なし

５ 出席職員 教育部長　　　　　　　　　岩　立　一　郎

教育総務課長　　　　　　　成　毛　正　道

学校教育課長　　　　　　　大　平　伸　一

生涯学習課長　　　　　　　平　野　　　功

生涯学習課副参事　　　　　宇　井　正　志

香取学校給食センター所長　鏑　木　良　則

教育総務班長　　　　　　　木　内　智　子

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　東　陽一　　　委員　平塚　智子

８ 前回会議録の承認 平成３０年４月定例会議事録を全員異議なく承認

９ 教育長報告 新年度新体制となりましたけど、教育委員の皆様には引き続きよろしく
お願いいたします。

香取市教育委員会会議録



11日に県の市町村教育委員会教育長会議が行われましたのでご報告いたし
ます。県の教育長が内藤さん（文科省へ）から澤川さん（スポーツ庁政策
課から）に代わりました。澤川さんについては２０年近く前に仕事でご一
緒し、それ以来の付き合いのある方です。スポーツ庁勤務も含め、幅広く
活躍されてる方ですので、頼りにしながら地元でお気づきの件があれば
色々話をしていきたいと思います。

まずは、教職員の不祥事が続いていて2016年に比べて昨年度は２倍の懲戒
件数がありました。会議のあった前日にも市原市で赴任してまもない教頭
先生が飲酒運転（始業式の日）をして依願退職をされ教頭のポストが空席
の状態となりました。昨年度あれだけの件数があったにもかかわらず、新
年度にも起きてしまった。他人事ではなくどこでも起こりうるということ
を肝に銘じて欲しいと思います。

働き方改革について、法案が通るのか通常国会会期内に終わるのか会期延
長等があるのか法案の行方はまだわかりませんが、それも見据えつつ学校
現場の先生方の超過勤務の問題は考えていかねばならないと思います。

経済財政諮問会議という国の予算の骨格を決める総理の諮問機関の会議が
ありましたが、学校の先生の働き方については、外部人材を活用してはど
うか、ＩＣＴを駆使しながら外部人材を入れてはどうかという考え方があ
りますが、できる限り本業の部分に専念できるように、任せられる部分に
ついては丁寧に考えていくべきだと思います。

部活動の在り方について香取地区でも検討委員会がありまして、先日１回
目の会議を行いました。平日どのくらい、週末は一日何時間やるのか、小
学校の部活についてどうするのか、外部人材の活用は可能かなど有識者の
意見を得ながら進めていきたいと思います。

県では方針が６月上旬に示される予定ですが、既に３月終わりにスポーツ
庁からガイドラインが出たところです。その後市町村で方針を定めるよう
になっておりますので、それに向けての作業を進めてまいります。

県立高校の入試の改善がされ現在前期後期の２回が平成３３年から１回に
なります。だだし、病気とかやむをえない事情で受けられなかった場合は
追試的措置がとられます。

老朽化している学校施設をどう長寿命化していくか、個別の施設計画を定
めていく、定めたとこから事業として国の補助があるため、施設計画を
しっかり策定していただきたいといったことの説明がありました。
以上です。



１０ 議決事項 .

議案第１号 平成３０年度香取市学校評議員の委嘱について

教育長 審議に入ります。議案第１号「平成３０年度学校評議員の委嘱について」
について、事務局から提案理由説明をお願いします。

学校教育課長 議案第１号の事項について提案理由を説明

教育長 それでは、議案第１号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

教育長 最長、３期までですか。

学校教育課長 はい、３期までです。

委員・質疑 佐原小学校と小見川中央小学校を兼務されている方がいるようですが、問
題はないのですか。

学校教育課長 ２校兼務でも問題はございません。

委員・質疑 評議員制度が始まって１０数年くらいですか、当時開かれた学校づくりと
いうことで学校の運営等を地域の人に示して助言を頂いたり学校運営を手
伝っていただくといった趣旨だったと思います。評議員会を開催するにあ
たって委員の皆さんには時間等を調整して学校へ出向いてもらうなど、大
変なため、あて職で協力頂いてる傾向があるのではないですか。

学校教育課長 結果として、区長で代々、元校長で代々、民生委員であて職でという傾向
はありますが、その中でも学校長が人選は丁寧に行っています。

委員・質疑 まちづくり協議会の会長やそれに準する方をいれてみたり、他の学校でど
ういった方を入れているか等、学校間で校長先生等情報の交換、共有がで
きるといつまでも同じあて職でというのも変えられるのではないか。

学校教育課長 次回の校長会で、そのことには触れたいと思います。次年度は山田地区は
学校編成が大きく変わりますので、地域の中で学校に携わってもらえる方
を決めていきたいと思います。

教育長 議案第１号「平成３０年度香取市学校評議員の委員の委嘱について」採決
します。賛成の方は挙手をお願いします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１号は原案のとおり可決しました。

議案第２号 平成３０年度香取市特別支援連携協議会委員の委嘱及び任命について



教育長 審議に入ります。議案第２号「平成３０年度香取市特別支援連携協議会委
員の委嘱及び任命について」について、事務局から提案理由説明をお願い
します。

学校教育課長 議案第２号の事項について提案理由を説明

教育長 それでは、議案第２号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・意見 この協議会でどんな実績、どんな事が変わったのでしょうか。

学校教育課長 特別支援教育が大きく変わっています。今までは教育委員会主体で学校を
巡回しひとりひとりの見取りをしていましたが、県の方針で校内委員会を
立ち上げ校長を中心とし特別支援コーディネーターを活用し積極的に学校
で取り組んでいます。
そしてそれを集約する体制の方向性をこの会議で前年度は見直しさせてい
ただきました。教育委員会中心でやっていたものを、まずは、学校中心で
行うようにしました。

委員・質議 昨年度の会長はどなたですか。

学校教育課長 香取特別支援学校の校長先生です。

教育長 福祉部局の方も入っていますが、福祉と学校の繋がりはいかがですか。成
果はどうですか。

学校教育課長 明確に言葉に出来る成果はないのですが、私達の体制について理解いただ
き、年度途中等で情報交換するなど、関係部局の課長に参加頂いておりま
す。

委員・質議 会議は２回しかないようですが、普段困ったとき等に相談が出来るようになってい
るんですか。

学校教育課長 それにつきましては、第３号、４号議案で説明させていただければと思い
ます。

教育長 それでは、議案第２号「平成３０年度香取市特別支援連携協議会委員の委
嘱及び任命について」について、採択させていただきたいと思います。ご
賛同いただける方、挙手をお願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第２号は原案のとおり可決しました。

議案第３号 平成３０年度香取市専門家チーム会議委員の委嘱及び任命について



教育長 議案第３号「平成３０年度香取市専門家チーム会議委員の委嘱及び任命に
ついて」事務局から提案理由説明をお願いします。

学校教育課長 議案第３号の事項について提案理由を説明

教育長 議案第３号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 何の専門家チームかわかりませんので、特別支援と表記していただけると
良いと思います。

学校教育課長 来年度考えたいと思います。

委員・質疑 ７、８番の特別支援コーディネーターの方の普段の業務内容は。

学校教育課長 県職となり香取特別支援学校、飯高特別支援学校のコーディネーターとし
てネットワークの要となっています。
香取市の義務教育の小・中学校にも関わってもらっていることで、この２
名については専門性が高いため、実態を報告し会議の中でより高い、また
中学卒業後も支援を続けられるような支援のあり方について、ご意見を頂
いています。

委員・質疑 次の巡回相談員と重なってる方がいますが、専門員の方は巡回相談も行っ
てもらえる方となっているんですか。

学校教育課長 すべての方ではないのですが、兼ね備えているという方が多いです。

委員・質疑 組織を細かくする理由はあるんですか。

学校教育課長 組織については、毎年度見直す必要はあると思います。巡回相談員は複数
で調査を行いますが、集まって会議することはなく、子供達の具体的な事
案については、専門家チームで行っております。

役割が明確にわかるような、活動を行っていきたいと思います。

教育長 議案第３号「平成３０年度香取市専門家チーム会議委員の委嘱及び任命に
ついて」採択させていただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙手
をお願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第３号は原案のとおり可決しました。

議案第４号 平成３０年度香取市巡回相談員の委嘱及び任命について

教育長 議案第４号「平成３０年度香取市巡回相談員の委嘱及び任命について」事
務局から提案理由説明をお願いします。

学校教育課長 議案第４号の事項について提案理由を説明



教育長 それでは、議案第４号について質疑に入ります。質疑ございませんか。

教育長 議案第２号、３号、４号すべてを兼ねている方がいますが、この方々が意
見を集約し現場の情報を持ち帰って集約するかたちですか。

学校教育課長 そうなります。

教育長 全体的に年齢が高いようですが。

学校教育課長 ひとりの子供の見取りとかは一定の年齢、経験を積んでる方。また、現職
は難しいため、退職した方で経験を積んだ方となると６０から７０歳位の
年齢となってしまいます。

教育長 巡回相談は何回位行っていますか。

学校教育課長 延べ６０人で、２人１組のため、一人の相談員の回数は３０回となります。

教育長 議案第４号「平成３０年度香取市巡回相談員の委嘱及び任命について」採
択させていただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙手をお願いた
します。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第４号は原案のとおり可決しました。

議案第５号 平成３０年度香取市教育支援委員会委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第５号「平成３０年度香取市教育支援委員会委員の委嘱及び任命につ
いて」事務局から提案理由説明をお願いします。

学校教育課長 議案第５号の事項について提案理由を説明

教育長 議案第５号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 ありません。

教育長 議案第５号「平成３０年度香取市教育支援委員会委員の委嘱及び任命につ
いて」採択させていただきたいと思います。ご賛同いただける方、挙手を
お願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第５号は原案のとおり可決しました。



議案第６号 平成３０年度香取市教育支援委員会調査員の任命について

教育長 議案第６号「平成３０年度香取市教育支援委員会調査員の任命について」
事務局から提案理由の説明をお願いします。

学校教育課長 議案第６号の事項について提案理由を説明

教育長 提案理由の説明は終わりました。それでは、議案第６号について、質疑に
入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 任期がずれていますが、理由は。

学校教育課長 任期が２年となっていますので、前任者の残任期間となります。

教育長 議案第６号「平成３０年度香取市教育支援委員会調査員の任命について」
採決します。ご賛同いただける方、挙手をお願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第６号は原案のとおり可決しました。

議案第７号 香取市社会教育委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第７号「香取市社会教育委員の委嘱及び任命について」事務局から提
案理由の説明をお願いします。

生涯学習課長 議案第７号の事項について提案理由を説明

教育長 提案理由の説明は終わりました。それでは、議案第７号について、質疑に
入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 再任も問題ないですか。

生涯学習課長 再任も妨げません。

委員・質疑 何をするんですか。

生涯学習課長 社会教育に基づく青少年や子供会等の活動や図書館、公民館等の施設整備
等を含めた方針を定めたりします。教育委員会から諮問を受けた形で教育
委員会が社会教育活動に対する方針をまとめるといった事をします。

委員・質疑 予算があって何かするんですか。

生涯学習課長 それはありません。



教育長 議案第７号「香取市社会教育委員の委嘱及び任命について」採決します。
ご賛同いただける方、挙手をお願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第７号は原案のとおり可決しました。

議案第８号 香取市青少年問題協議会委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第８号「香取市青少年問題協議会委員の委嘱及び任命について」事務
局から提案理由説明をお願いします。

生涯学習課長 議案第８号の事項について提案理由を説明

教育長 只今、提案理由の説明は終わりました。それでは、議案第８号について、
質疑に入ります。質疑ございませんか。

教育長 何名いるんですか。

生涯学習課長 ３０名以内となっておりまして、現在２５名です。

教育長 どんな方がいて、協議の内容は。

生涯学習課長 市長が会長で、青少年の問題に関わる事案についての事例報告等、また、
関係行政機関から代表者を委員として出していただいいてるので、関係行
政機関相互の連絡調整を図っております。

委員・質疑 校長先生は外でも委員をやっていたりと、大変ではないのですか。

生涯学習課長 校長会からの推薦を頂いてお願いしております。

委員・質疑 その場で会長（市長）に意見を言えるとか、予算とかに反映していただけ
るものですか。

生涯学習課長 予算がつくことはありません。意見をということであれば総合教育委員会
の方が協議できると思います。

教育長 開催月はいつ頃ですか。

生涯学習課長 １月か２月頃です。

教育長 議案第８号「香取市青少年問題協議会委員の委嘱及び任命について」採決
します。ご賛同いただける方、挙手をお願いたします。



委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第８号は原案のとおり可決しました。

議案第９号 香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱について

教育長 議案第９号「香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱につい
て」事務局から提案理由説明をお願いします。

生涯学習課長 議案第９号の事項について提案理由を説明

教育長 只今、提案理由の説明は終わりました。それでは、議案第９号について、
質疑に入ります。質疑ございませんか。

教育長 委員は何名ですか。

生涯学習課長 ８名です。

教育長 議案第９号「香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱につい
て」採決します。ご賛同いただける方、挙手をお願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第９号は原案のとおり可決しました。

議案第１０号 香取市谷中集会所運営委員会委員の委嘱について

教育長 議案第１０号「香取市谷中集会所運営委員会委員の委嘱について」事務局
から提案理由説明をお願いします。

生涯学習課長 議案第１０号の事項について提案理由を説明

教育長 只今、提案理由の説明は終わりました。それでは、議案第１０号につい
て、質疑に入ります。質疑ございませんか。

教育長 区長さんの変更によるものですね。

生涯学習課長 そうです。

教育長 議案第１０号「香取市谷中集会所運営委員会委員の委嘱について」採決し
ます。ご賛同いただける方、挙手をお願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１０号は原案のとおり可決しました。



議案第１１号 香取市文化財保護審議会委員の委嘱について

教育長 議案第１１号「香取市文化財保護審議会委員の委嘱について」事務局から
提案理由の説明をお願いします。

生涯学習課長 議案第１１号の事項について提案理由を説明

教育長 提案理由の説明は終わりました。それでは、議案第１１号について、質疑
に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 会議は何回ですか。

生涯学習課長 ３回です。

委員・質疑 建築会社の方がいますが、文化財にもくわしいのですか。

生涯学習課長 市内には古い建物が多く、保全地区を専門にやっていらしゃる方で、香取
神宮の神徳館山門の改修にも携わっていただいていて修理もやっていただ
いている方です。

委員・質疑 定員の制限はあるのですか。

生涯学習課長 定員は１２名ですが、今は９名です。

委員・質疑 新任の方が２人いますが。

生涯学習課長 仏像関係に詳しい方を委員に迎えております。

教育長 議案第１１号「香取市文化財保護審議会委員の委嘱について」採決しま
す。ご賛同いただける方、挙手をお願いたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１１号は原案のとおり可決しました。

議案第１２号 平成３０年度教科用図書香取採択地区協議会委員の選任について

教育長 議案第１２号については、教科用図書にかかる公正確保の観点から、香取
市教育委員会会議規則第６条の規程により、秘密会にしたいと思います。
賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１２号につきましては秘密会といたします。



～～～　以降、秘密会とする。　～～～

（　審　議　）

～～～　審議後、秘密会を解く。　～～～

協議第１号 平成３０年度学校等訪問及び移動教育委員会議について

教育長 協議第１号「学校等訪問及び移動教育委員会会議について」事務局から説
明をお願いします。

教育総務課長 協議第１号の平成３０年度学校等訪問及び移動教育委員会議について説
明。

教育長 協議第１号「平成３０年度学校等訪問及び移動教育委員会議」の説明は終
わりました。それでは、協議に入ります。

委員・意見 日程は決まりですか。

教育総務課長 ２回目以降の日程についてはその都度お知らせします。

教育総務課長 学校訪問等については、直接施設へ行っていただいてもかまいません。

教育長 英語教科等の学校での新しい取組みや苦戦しているところなどや、地域学
の取組みなどを見たり。社会教育施設が昨年度はあまりなかったので、伊
能忠敬記念館は200年記念式典後のため、どんな反響があったかという点
も含めて訪問するのもよいかと思います。

教育長 協議第１号「平成３０年度学校等訪問及び移動教育委員会議」についての
協議を終了します。

報告第１号 平成３０年度教育委員会経営計画について

教育長 報告第１号「教育委員会経営計画について」事務局から説明をお願いしま
す。

教育総務課長 教育委員会経営計画について報告

学校教育課長 教育委員会経営計画について報告

学校給食センター長 教育委員会経営計画について報告



生涯学習課長 教育委員会経営計画について報告

１１ その他 　　

教育長 その他、事務局より何かありますか。

教育総務課長 旧第二中学校への不法侵入について

５月９日香取地区教育委員会連絡協議会理事会・総会

５月２０日伊能忠敬翁没後200年記念式典

５月２２日千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会

５月２４日５月定例会

５月３０日香取市校長学校運営全体研修会・教育懇談会

学校教育課長 ５月２６日～２８日佐賀県鹿島市児童派遣事業について

生涯学習課長 ５月１９日家庭・学校・地域連携推進事業合同開級式・教育講演会

「立木早絵　講演＆ピアノ弾き語り」

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会４月定例会を閉会いたします。


