
平成３０年１０月定例会議

１ 期　　日 平成３０年１０月２４日（水）　開会　午後２時５０分

　　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午後４時５０分

２ 場　　所 　香取市役所　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　山　茂　治

教育委員　平　塚　智　子

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

生涯学習課副参事　　　　　宇　井　正　志

生涯学習課文化財班長　  　荒 井 世 志 紀

香取学校給食センター次長　篠　塚　光　代

施設整備統合班長　　　　　鈴　木　正　章

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　平山　茂治　　　委員　熱田　昇

８ 前回会議録の承認 平成３０年９月定例会議事録を承認

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 　教育委員の皆様に、ご報告がございます。
１０月１６日、香取市内中学校 教諭（４３歳）が、千葉県青少年健全
育成条例違反の疑いで千葉県警察本部に逮捕され、また１０月１７日、
千葉県教育委員会が、県内の女子中学生１名にわいせつな内容の手紙を
渡した、また別の県内の女子中学生に対して、県内のホテルで服の上か
ら体をさわり、抱きつくなどのわいせつな行為をしたとして、同教諭を
免職の懲戒処分といたしました。

　香取市教育委員会事務局といたしましては、９月にこの件を把握して
おりまして、県教育委員会や千葉県警察と連携いたしまして、事実関係
の把握に努め、その後の対応に努めて参りました。

　その後、教諭の所属しておりました学校におきまして、全校集会を行
いまた、保護者への説明会を開催いたしました。また、後任教諭の配置
や相談体制のカウンセラー、カウンセリングについて強化、対応するな
ど一刻も早く生徒達が落ち着きを取り戻せるよう強く願いながら、引き
続き対応してまいります。今回の事件につきましては、児童生徒、保護
者及び地域住民の学校教育全体への信頼を著しく損なうものであり、ま
た生徒の人格形成にあたる教員としてあってはならない行為を行ったこ
とに対して、責任を痛感しております。

　今後このようなことがないよう教育委員会として、各学校を指導監督
するとともに、継続的な法令遵守研修等を繰り返して行ってまいりたい
と思います。本当に被害生徒をはじめ、保護者、生徒の皆様等ご心配を
おかけしましたことを、お詫び申し上げます。

続いて人事に関する件で、１０月１日付け、学校教育課内において職
員の配置変更がありましたので、ご報告させていただきます。
６月頃より、山田地区小学校の教頭が療養休暇に入っており、また１０
月１日付けで、本人の希望により教諭への降任となりました。

山田地区小学校教頭につきましては、香取市教育委員会として、県教
育委員会に県からの配置を要望してまいりましたが、今回は学校教育課
指導班長の安田が赴任する人事としました。

それに伴い山本指導主事が指導班長となります。また、業務体制の維持
のため、７月から９月まで、通学路の安全対策のために非常勤職員とし
て勤務していた平川指導主事（元中学校長）を平成３０年年度末まで雇
用延長とします。



１０ 議決事項

議案第１号 平成３０年度１２月補正予算要求書（教育費関係予算）の提出について

教育長 審議に入ります。議案第１号「平成３０年度１２月補正予算要求書（教
育費関係予算）の提出について」について、事務局から提案理由説明を
お願いします。

教育総務課長 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。

委員・質疑 エアコンについては特別教室で使用頻度の多い所、学校単位で対応です
か。

学校教育課長 音楽室、理科室を優先に４３教室分の移設を検討しております。

教育長 学校からの要望ですか。

学校教育課長 はい、そうです。

委員・質疑 体育館への設置はどうでしょうか。

学校教育課長 体育館についても、一度検討させていただきました。例えばという例で
すが千葉県内の他市になりますが、１体育館の初期年度の投入経費に１
億円かかり、毎年ランニングコストに約４００万円かかります。それを
全校に入れるとなりますと、当市に置き換えますと初年度経費に２６億
円かかり、毎年ランニングコストに１億円かかることになります。委員
のおしゃっていることを十分理解しながら、まずは音楽室や理科室を重
点的に整備を進めていきたいと考えております。

委員・質疑 山田小学校の移設は春休み中を予定しているのですか。

教育総務課長 ３月３１日までには移設作業を完了したいと考えております。

教育長 エアコン等、備品の移設も考えているのですか。

学校教育課長 学校の方と工程表をつめている段階ですので、こちらの計画としまして
は３月２７日、２８日までには業者や職員で移動したいと考えておりま
す。

委員・質疑 小学校６校のトイレの洋式化について、概ね児童数に対して市内の小学
校が平均的に洋式化が進むということになりますか。

教育総務課長 工事に入る前に、学校との相談をしたうえで適正な数の設置をしていき
ます。



委員・質疑 どちらの学校でも差はないということですね。

教育長 平成２９年度から平成３３年度までの５か年間で、およそ９割を洋式化
する計画で、２か年目になります。どうしても便座に座れない人のため
に一部和式を残すため、およそ９割を洋式化とします。

委員・質疑 こちらは、補助金で行うのですか。

教育総務課長 今年度分につきましては、不採択でしたので、太陽光発電からの財源を
充てました。

委員・質疑 先程、体育館への空調についてお話がありましたが、暑さによる事故も
無いわけではないので、コスト面等で進んでいないわけですが教育現場
では、暑い時期の体育館使用については、対策を考えられていると思い
ますが、より十分な注意と対応を考えて、事故等が起きないようにして
いただきたい。

教育長 議案第１号「平成３０年度１２月補正予算要求書（教育費関係予算）の
提出について」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１号は原案のとおり可決いたしました。

議案第２号 教育財産の用途廃止について

教育長 審議に入ります。議案第２号「財産の用途廃止について」について、事
務局から提案理由説明をお願いします。

教育総務課長 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・質疑 図面、赤い部分は道路ですか。

教育総務課長 道路予定地です。用地買収して拡幅する予定でおります。

教育長 道路拡幅は保護者からの要望ですか。

教育総務課長 通学するのに歩道がない等の意見は出ていますが、今後スクールバスの
運行を考えた場合、歩道と車道の確保が必要と考えられます。



教育長 それでは、議案第２号「教育財産の用途廃止について」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いたしました。

議案第３号 香取市立学校職員の人事評価に係る苦情の申出及び取扱いに関する要綱
の一部を改正する告示の制定について

教育長 議事に入ります。議案第３号「香取市立学校職員の人事評価に係る苦情
の申出及び取扱いに関する要綱の一部を改正する告示の制定について」
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３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 申出者は年次休暇を取らなくていいのですか。

学校教育課長 申出者は本人のことですので、職免の扱いとなります。同席してもらう
職員については年次休暇を取っていただくようになります。

委員・質疑 人事評価というのは、その結果が本人に公表されるのですか。

学校教育課長 昨年度、管理職が始まり、今年度から一般教諭の評価が始まりました。
基本的には目標申告と業績評価からなります。目標申告とは自分の業務
に対して自らの目標をたて、その進捗状況を一般教諭であれば、一次評
価者が教頭で二次評価者が校長となります。また、業績評価も同様に目
標ではなく一般的な職務内容に照らし合わせて、管理職校長が評価を行
います。
基本的に本人の申出があれば、公表となります。ただし、ＡＢＣＤの４
段階評価となりＡＢについては公表する必要はありませんが、Ｃにおい
ては給料があがりませんので、本人に伝えなければなりません。Ｄにつ
いても同様です。

委員・質疑 面談はしないのですか。

学校教育課長 年度を通して、学校長は日々の様子を丁寧に記録します。それを踏まえ
て本人に必要なアドバイスや励まし等を加えていきます。そして５月頃
の初期面談、１０月の中間面談、２月の最終面談を経て、基本的に給料
の上げ下げを目的としたものではなく、その者の能力をさらに高めてい
こうとする問題ですので、定期的な話合いをしております。

委員・質疑 因みに、Ｄ評価の人はいるのですか。



学校教育課長 ＡとＢは割合が決まっております、ＣとＤについては特段つける必要は
ないのですが、明らかに職務能力の欠如や好ましくない者についてはＣ
をつけることになります。県全体では少ないですが、何パーセントとか
は今後予想されます。

委員・質疑 人事評価については、１４、５年前頃から行いますということで完全実
施に向け、色々やってきていると思います。現場の先生方も何がＡでＤ
だと言われてきていると思いますので、急に始まるわけではないので、
ただ、本日の提案にもありましたように、評価の公表を求められた時
に、どうするのか、はっきり決めておいた方がお互いに評価によって人
間関係が壊れてはいけませんので、はっきりさせた中でやっていくため
には評価に係る苦情の申出、取扱いを記したうえでやっていくべきだと
思います。

学校教育課長 今年度、一番の大きな課題だと考えておりますので、ご指摘いただいた
点については学校にも伝え、最終的には学校長がリーダーシップを発揮
し、職員が納得する人事評価制度に取組んで行きたいと思います。

教育長 それでは、議案第３号「香取市立学校職員の人事評価に係る苦情の申出
及び取扱いに関する要綱の一部を改正する告示の制定について」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いたしました。

協議第１号 平成３０年度教育委員会学校等訪問（文化財保存館・小見川図書館）に
ついて

教育長 協議第1号「平成３０年度教育委員会学校等訪問（文化財保存館・小見川
図書館）について」何か質問、意見等ございますでしょうか。

委員・意見 説明があるのと、ないのではだいぶ違うので、文化財保存館についても
狭い中でも充実していました。これだけの資源があってもそれを生かし
きれてないように感じました。一般の方にも、子供達にも現物を見ても
らって歴史に興味を持っていただけたらと思いました。

委員・意見 小見川図書館はスペースの広さも素晴らしいですし、来館者の方からも
利用しやすいとの声を聞きました。

委員・意見 利用者数を増やすために、返却ボックスの設置も行ってみてはどうで
しょうか。また、文化財保存館については、香取市内の子供達は一度は
訪れて資料を見ることもいいと思います。

委員・意見 文化財等は説明していただくと一層興味がわくものと感じました。図書
館についても、オープン当時より蔵書数も増え充実しているようでし
た。



文化財班長 文化財保存館については、もっとＰＲしていきたいと思います。

教育長 協議第１号「平成３０年度教育委員会学校等訪問（文化財保存館・小見
川図書館）について」について協議を終了します。

報告第１号 平成３０年度１２月補正（教育費関係予算）の専決処分について

教育長 報告第1号「平成３０年度１２月補正予算（教育費関係予算）の専決処分
について」事務局から説明をお願いします。

教育総務課長 報告第１号について説明

教育長 それでは、報告第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 修繕の主なものはなんですか。

教育総務課長 学校によって違いますが、排水パイプの破損、シャッターの破損や外付
けの蛍光灯の破損などです。

報告第２号 大倉小、津宮小、香取小学校の統合に関するアンケート結果について

教育長 報告第２号「大倉小、津宮小、香取小学校の統合に関するアンケート結
果について」事務局から説明をお願いします。

施設整備統合班
長

報告第２号について説明

報告第３号 香取市歴史的風致維持向上計画（素案）について

教育長 報告第３号「香取市歴史的風致維持向上計画（素案）について」事務局
から説明をお願いします。

文化財班長 報告第３号について説明

教育長 それでは、報告第３号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

教育長 小見川の町並みと祇園祭に見る歴史的風致は重点区域に該当しないので
すか。

文化財班長 国登録の文化財は該当いたしません。

１１ その他 　　

教育長 その他、事務局より何かありますか。



生涯学習課副
参事

生涯学習スケジュール冊子について
文化祭について
小江戸マラソンについて（１２月９日）

教育総務課長 今後の予定について

１１月１５日(木)市町村教育委員会連絡協議会・第１回研修会

１１月定例会　１１月２２日(木)市役所５０４会議室

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会１０月定例会を閉会いたします。


