
平成３０年１１月定例会議

１ 期　　日 平成３０年１１月２２日（木）　開会　午後２時

　　　　　　　　　　　 　　　 閉会　午後３時５５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

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　熱田　昇　　　委員　平塚　智子

８ 前回会議録の承認 平成３０年１０月定例会議事録を承認

９ 教育長報告 １２月定例議会で１０月１７日、１８日に５名の議員から一般質問が
ありましたので、その主な内容についてご報告いたします。

香取市教育委員会会議録



宇井　正一議員　・山田小学校開校に伴う交通安全対策について
　平成３１年４月の山田小学校開校に伴い、山田小学校と山田中学校へ
の市道における安全対策の必要性は認識しています。特に雨天時の朝・
夕の送迎時は、現在も混雑しており、平成３１年度以降、山田小学校の
児童による通学児童２９名の一部の車での送迎が予想される為、安全対
策が必要と考えています。
　教育委員会としては、開校前の朝夕の登下校の時間帯に、実際に児童
を乗車させてスクールバスの試験運行を実施し、安全対策の確認をして
まいりますと答弁させていただきました。

・雨天時の送迎の混雑対策として、山田Ｂ＆Ｇの施設にもう１つ入口を
設置し、車の入口と出口を作るなど工夫が必要ではないかについて
　現在、山田中学校と学校教育課で交通安全対策について、協議を重ね
ております。
　なお、山田Ｂ＆Ｇの駐車場に新たな出入り口を設置することについて
ですが、当該施設は体育館をはじめ、プールやテニスコート・野球場な
ど年間を通して市内外から多くの方が訪れており、新たな出入り口を設
置することにより、歩行者と自転車、そして自動車の動線が変わること
により交通事故やトラブルの発生も考えられますので、慎重に精査して
参りたいと答弁させていただきました。

・山田小学校の前の道を、朝だけでも一方通行にすれば、山田Ｂ＆Ｇの
駐車場を使った保護者の送迎もスムーズになるのではないかについて
　香取警察署との話合いの中で、山田小学校前の市道はセンターライン
のある２車線であり、仮に開校に伴う児童生徒の安全対策とは言え、一
般車への多大な影響が考えられるため、一方通行にはならないとの回答
を得ています。
　そこで、同市道に速度規制をかけられないか、また山田Ｂ＆Ｇと山田
中学校正門前に押しボタン式の信号機を設置できないか等、教育委員会
としては何らかの安全対策を警察に要望をしてまいりたいと答弁させて
いただきました。

・安全対策について、保護者への説明はどのように考えているのかにつ
いて

来月に予定されている山田小学校の保護者説明会で、教育委員会とし
て保護者に説明する予定です。

また山田中学校の生徒・保護者には、学校便りや保護者会などを利用
して周知してまいりますと答弁させていただきました。

・山田小学校前の市道をスクールゾーンにできないのかについて
スクールゾーンに設定することは不可能ではありませんが、一般車へ

の影響が大きく、また仮にスクールゾーンを設定したとした場合、雨天
時の保護者の送迎の車も山田小学校前の市道に入れなくなり、子どもを
山田支所から歩かせることとなりますので、スクールゾーンの設定は考
えておりませんと答弁させていただきました。

・現在、山田中学校の山田支所側からの自転車による通学生徒は安全の
ため歩道を走っている。山田小学校の支所側から歩いてくる小学生との
事故が心配されるが、対策はあるかについて

自転車は、車道を走行することとされていますので、学校から中学生
に交通安全指導を徹底し、歩道上の接触事故を回避してまいりたいと答
弁させていただきました。

・山田小学校前の市道に車を止める保護者がいると、道路が混雑し、交
通事故の要因となるのではないかについて

山田小学校前の市道に送迎の車が停車しないよう、保護者には周知徹
底してまいりますと答弁させていただきました。



坂本 洋子議員 ・小中学校におけるエアコンの設置状況について（普
通教室以外の特別教室等の設置率が低いので１００％設置してほしい）

小中学校の普通教室のエアコンの設置率は１００％ですが、普通教室
以外の特別教室の設置率は小学校で２７％、中学校で２８％です。体育
館につきましては未設置です。

今後は、小学校の統合で使用しなくなるエアコン４３教室分を、他の
小中学校の特別教室に移設を計画しており、今回の１２月議会の補正予
算に設計業務委託料を計上しました。

移設先としては、使用頻度の高い音楽室や理科室への設置を優先に考
えております。

それ以外の特別教室へのエアコンの設置は、国の１次補正予算におけ
る新たに創設される補助金等の活用を踏まえ、児童生徒が日々活動する
全ての教室にエアコンの設置を目指したいと答弁させていただきまし
た。

・小中学校の体育館へのエアコン設置について
体育館へのエアコン設置については、一つの体育館に対して初期段階

での導入費用が約１億円、また年間のメンテナンス費用が３００万円、
光熱費が約１００万円で、維持管理費として約４００万円かかります。

平成３１年度、市立小中学校は２４校となり、導入費用が約２４億
円、年間維持管理費は約１億円となり、財源の確保が非常に困難な状況
にありますので、教育委員会といたしましては、計画しておりませんと
答弁させていただきました。
・体育館は避難所となっているのでエアコンの導入は、総務省の補助制
度を活用してはどうか（総務省防災減災補助事業）について
　１億円の内、７割は地方債で財源は確保できますが、３割の３，００
０万円は市の支払いとなってしまうので現実的ではなく、また、リース
等による運用についても考えていきたいと答弁いたしました。

田代　一男議員　・特別支援教育への取組について、市の通級指導教室
の現状について
　ⅬＤ／ＡＤＨＤ等通級指導教室は、小学校１校に２教室が設置され、
３６名の児童が通級しております。また、中学校は１校に１教室設置さ
れ１０名の生徒が通級しております。
　ことばの教室は小学校４校に４教室が設置され、８７名の児童が通級
しております。
　・５校が統合される「山田小学校」に通級教室は必要だと考えるが見解
はについて
　現在、山田地区の小学校５校で１７名の児童が「ことばの教室」に通
級しております。
　また、今後もその必要性は高まると考えますので、県教育委員会に対
して通級教室の設置を強く要望してまいりますと答弁させていただきま
した。
小野　勝正議員・ボート・カヌーを活かした街づくりについて
・黒部川では、色々な水上スポーツが行われているが、初心者の方が何
時でも体験できるボート・カヌーをキャッチフレーズにする取り組みを
してはどうかについて
　黒部川は、ボートやカヌー等の水上スポーツ大会を実施することがで
きる、県内屈指の場でありますが、一方では農業用水及び水害を防ぐ役
割を担う貯水池の役割を併せ持つ千葉県が管理する一級河川でもありま
す。
　現在、小規模ながらカヌーなど初心者向けの体験教室を実施しており
ますが、これらを拡張していくために、千葉県をはじめとする関係機関
と連絡を密にし、安全管理や指導体制を整備したうえで、誰もが気軽に
ボート・カヌーなどを体験できる場にするため、事例収集などを含めて
研究してまいりたいと考えておりますと答弁させていただきました。



・ボート・カヌーをキャッチフレーズにする取り組みを行うことによ
り、香取市の健康寿命日本一を目指すことに繋がるのではないかと考え
るが、どのように認識しているかについて
　平成２８年度に実施いたしました「香取市第２次健康増進計画」策定
に伴う調査では、市民の約半数の方が運動・スポーツに取り組んでいる
との結果が出されております。
　更なる生涯スポーツ活動への参加を促すため、それぞれの年齢、志
向、体力に合ったスポーツ教室やハイキングなどのスポーツ・レクリ
エーション行事を充実させ、運動やスポーツ活動へ自主的に参加しやす
い環境づくりに努めているところでありますが、加えて、水上スポーツ
を活かした生涯スポーツについても、その方策について研究してまいり
たいと答弁させていただきました。

・他市にはない地域の特性を活かし推進していくなかで、「Ｂ＆Ｇ親子
水上スポーツ体験会」などの具体的な内容について
　Ｂ＆Ｇ親子水上スポーツ体験会は、小学１年から６年の親子１０組２
０名程度を対象にしており、プールを使った水遊び、カヌー体験やモー
ターボートツーリングなどにより水に親しんでいただいております。
　また、香取市、成田市が合同で実施しておりますＢ＆Ｇカヌー体験会
は、小学３年から６年の３０名程度（各市１５名）を対象に小見川海洋
センター及び、大栄海洋センターを交互に使用し、カヌー初心者向けの
体験を行っています。
　Ｂ＆Ｇスクールは、小学４年から６年の１５名程度を対象に、海洋性
スポーツの体験、水辺の安全教室をメニューに取り入れた体験型の教室
としてます。なお、体験に参加いただいた方々からは、「貴重な体験を
させていただいた」、「機会があればこれからも参加したい」など好評
を得ております。
高木　典六議員・小見川南小学校跡地について　学校が閉校したのだか
ら、教育財産としての用途を廃止し普通財産に変更するべきではないか
について
　一般論ですが、学校が閉校となった場合には地域の皆様方から要望等
を確認すると共に市としての方向性を検討していきます。そして、活用
の決定については、市の市有財産等活用検討委員会で決定された場合、
教育財産から普通財産に変更されます。しかしながら、今後の活用計画
等がない場合は、現況で企業誘致等が可能かどうかを検討し、できる限
り現況での処分を目指しますが、中々企業誘致等に結びつかない状況で
す。

　今後、山田地区の学校も同じように閉校施設となりますので、引き続
き企業誘致や財産管理担当課との連携を密にしながら、ホームページ等
を通して、各企業への情報発信等を積極的に行い、教育財産の適正管理
に努めて参りたいと答弁させていただきました。
　小見川南小学校跡地については、地元企業である芳源マッシュルーム
(株)が跡地を活用する予定であります。以上が質問・答弁でございま
す。
　今議会をもって、７名の議員が辞職となります。１２月議会の報告は
以上です。



１０ 協議事項

協議第１号 平成３１年香取市成人式について

教育長 協議第１号「平成３１年香取市成人式について」事務局から説明をお願
いします。

生涯学習課長 協議第１号について説明

教育長 それでは、協議第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 小学校の恩師は呼ばないのですか。

生涯学習課長 小学校の先生方まで、お呼びしますと１００人以上となってしまいますので、現実
的には難しいと考えます。

委員・質疑 今後、成人が１８歳となった場合、市の対応はどうなりますか。

生涯学習課長 ２０２２年から成人年齢が１８歳となります。１８歳になりますと入試で出席できない
方が増えることが想定されますので、現在各高校等にアンケート調査を行ってお
りまして、結果次第では、引き続き二十歳で成人式を行いたいと考えておりま
す。成人式という言い方はできませんが二十歳を祝う会等とし、引き続き二十歳
で行えるよう検討していきたいと思います。

報告第１号 香取市小中学校部活動の方針について

教育長 報告第１号「香取市小中学校部活動の方針について」事務局から説明を
お願いします。

学校教育課長 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。

委員・質疑 平成３１年４月からとなっていますが、現時点から取り組みはしないの
ですか。

学校教育課長 方針としての拘束力はございません。趣旨に従い今後、４月を待たず各
学校の実態に応じて可能なところは趣旨を活かしていくよう、次回の校
長会では説明を行いたいと考えております。年度途中ですと、大会の日
程等の調整が困難なこともありますし、保護者への周知や関係機関への
説明等がありますので、完全実施を目指すのは、来年４月からとなりま
す。



委員・意見 これによると、学校は部活動の活動方針を示すようになっています。そ
こで、顧問の先生は保護者や部員とよく話し合い、共に納得し、充実し
た部活動を運営していただきたい。これまでも活動計画は作成してあっ
ても、その実際を記録として残すことはほとんどなかったと思います。
この様式には決済欄もあるようなので、学校側で責任を持って管理して
いただき、活動内容を検証し、方針に沿った部活動を行っていただきた
いと思います。

学校教育課長 校長が市の方針を受け、学校の活動方針を示し、各部活動の顧問が各部
活動の活動方針を作成し、適切に理解を深めながら、まず１月に保護者
に周知した後、色々ご意見を頂くと思いますので、周知徹底するのに時
間がかかると思いますが、理解していただけるよう丁寧に説明していく
予定です。

委員・質疑 子供達が練習をしたい場合でも休まなければならない事もあるのですか。

学校教育課長 日本全国の小中学校に文部科学省が示しておりますので、全国一斉にガ
イドラインに従いどこの市町村も同じように行っていくと思います。週
に一度休みを取ることについても、地域により実情が異なりますので
色々なご意見があがると思いますが、子供達の健康と同時に教職員の働
きかた改革で違法状態の働きかた改革は改善を行っていかなければなら
ないと考えております。

委員・質疑 吹奏楽部等の自主練習もだめなんでしょうか。

学校教育課長 自主練習でも、学校内で行う場合は、部活動と理解していただきたいと
思います。

委員・質疑 クラブ活動も制限されるのですか。

学校教育課長 それはありません。あくまで部活動の方針となります。

委員・質疑 小学生の配慮で、朝練習は原則行わない、必要性が生じたら協議する。
とありますが非常に曖昧な感じでいいのですか。

学校教育課長 通常の朝練習は原則行わないということですが、例えば、週末に陸上大
会があり放課後練習時間が取れない場合等、大会直前の子供達の近況を
把握する上でも数日練習を行いたい場合はどうするのかと議論しまし
た、日数が何日なら良いのか等は実際動き出してから議論されていくの
ではないかと考えています。ここでいう原則とは通常朝練習は行わな
い、いかなる時も子供の健康に配慮していきたいと思います。

１１ その他 　　

教育長 その他、事務局より何かありますか。

学校教育課長 「実物投影機」の寄贈について（市内中学校７校）

生涯学習副参事 佐原文化会館イベントの案内



教育総務課長 今後の予定について

１２月定例会　１２月２０日(木)市役所５０４会議室

１月２２日(火)第２回教育長・教育委員研修会　茂原市民会館

１月３０日(水)平成３０年度香取市教育委員会表彰式　市役所大会議室

事業仕分けについて

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会１１月定例会を閉会いたします。


