
平成２９年４月定例会議

１ 期　　日 平成２９年４月２７日（木）　開会　午後２時００分

　　　　　　　　　　 　　　 閉会　午後３時４０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　　　　　　　　　林　　　髙　志

教育総務課長　　　　　　　久保木　浩　明

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　　　　　小　倉　律　子

香取学校給食センター所長　遠　藤　健　一

教育総務班長　　　　　　　大　橋　かつ江

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　平山　茂治

８ 前回会議録の承認 平成２９年３月定例会議事録を全員異議なく承認

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 ４月に入り各学校で入学式が行われ、４月８日に佐原中学校、４月１０
日に佐原小学校に列席し、中学生は大きな学生服が初々しく、小学生は足
をぶらぶらさせ椅子に体があってない様子が、自分にも記憶にあり懐かし
く感じました。

４月１５日は、Ｂ＆Ｇ香取市杯香取郡市中学校親善女子バレーボール大
会が山田中で行われ、一生懸命にチームワークを重視して戦っている姿
が、清々しく、４月２２日の北総地区中学校陸上競技大会では、佐原中の
生徒が女子高跳びでよい成績を出し、良いスタートが切れました。



１０ 議決事項

議案第１号 香取市教育委員会表彰実施要領の一部改正について

教育長 審議に入ります。議案第１号「香取市教育委員会表彰実施要領の一部改正
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 表彰者の推薦は学校に依頼するのですか。

教育総務課長 学校に推薦依頼し、学校長から推薦してもらいます。

委員・質疑 表彰基準も知らせているのですか。

教育総務課長 表彰基準も知らせます。今回の改正では奨励賞の郡市大会上位者の表彰を
廃止し、県大会・全国大会の８位までの表彰を３位以内とし、教育委員会
表彰を拡充します。

教育長 議案第１号「香取市教育委員会表彰実施要領の一部改正について」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１号は原案のとおり可決いたします。

議案第２号 平成29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29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 支援の連携を図るということで、教育、福祉、医療機関３者の連携の中
で、医療的に関われる方はどういう方がいるか、考えてみました。現在の
委員さんは問題ないのですが、将来的にもう少し医療関係者を加えるよう
検討していってもいいのではないですか。

教育長 これは、今回の話ではなく将来的なものでよろしいでしょうか。今後は連
携に係る方の人選を検討していくことといたします。
それでは、議案第２号「平成２９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いたします。

議案第３号 平成２９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２９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 この会議は、年間何回くらい開催されるのですか。どのような内容です
か。

学校教育課長 年間３回から４回で、第１回目は５月に開催されます。内容については、
個別指導計画について各学校へアドバイスを行います。

教育長 議案第３号「平成２９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２９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２９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。

委員・質疑 学校を回り、より密に指導するということですが、何回くらいですか。

学校教育課長 昨年は３１回実施しました。

委員・質疑 この方がいれば、専門家チームはいらないのではないですか。

学校教育課長 巡回相談員は必要と考えております。専門家チームの会議で検討した結果
を、３名から４名で学校を巡回し、実際に指導を行っております。

委員・質疑 女性が多いようですが、女性の方の方が相談しやすいということですか。

学校教育課長 性別は選考基準として考慮していませんが、地域の中で検討した結果、識
見及び専門性から女性が多くなっています。

委員・質疑 保護者から直接相談を受けるのですか。

学校教育課長 そういうこともありますが、巡回訪問を行い子どもをしっかり見させても
らい、困り感を保護者や学校から聞いたうえで、担任だったり、コーディ
ネーターと丁寧な話合いが行われています。結果保護者からの相談もあり
ます。

教育長 議案第４号「平成２９年度香取市巡回相談員の委嘱及び任命について」採
決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いたします。

議案第５号 平成２９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５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条の規定により、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５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。～～～

議案第６号 平成２９年度香取市学校評議員の委嘱について

教育長 議案第６号「平成２９年度香取市学校評議員の委嘱について」事務局から
提案理由説明をお願いします。

学校教育課長 議案第６号について提案理由を説明

教育長 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 評議員の人数の規定はあるのですか。

学校教育課長 特に規定はありませんが、学校の判断で４名から７名です。

委員・質疑 任期は、最高で３期までですか。

学校教育課長 ３期までです。開かれた形をとるため、すべて新規の委員という場合もあ
ります。

教育部長 栗源小学校は、新規・継続の記入がないようですね。

学校教育課長 栗源小学校は、昨年度まで評議員制度をとっておらず、今年度から開始し
ております。

委員・審議 継続してもらった方がいいのでしょうか。

学校教育課長 あくまで学校長が判断して、選任しています。

委員・意見 評議委員制度が定着してまだ１０年程で、その前は各学校そろって選出し
ていませんでした。委員に学校に来ていただき、苦労や実態を理解してい
ただき意見をもらうとても良い制度です。

委員・審議 基本的には、年２回ですか。２学期制だからですか。



学校教育課長 目的に合わせて、年に２回から３回実施します。５月から６月に経営方針
を提示し、２月から３月に年間の学校評価を実施します。途中１０月から
１２月に実態を把握していただくために、特別活動を見てもらう学校もあ
ります。

教育長 議案第６号「平成２９年度香取市学校評議員の委嘱について」採決させて
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６号は原案のとおり可決しました。

議案第７号 香取市生涯学習推進会議委員の任命について

教育長 議案第７号「香取市生涯学習推進会議委員の任命について」は、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７号について提案理由を説明

教育長 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・意見 ありません。

教育長 議案第７号「香取市生涯学習推進会議委員の任命について」採決させてい
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７号は原案のとおり可決しました。

議案第８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８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８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８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６期の委員で、生涯学習推進会議委員と同一の人が５期ですが（第
７号議案の会議の設置要綱と施行日が同じ）、整合性は取れていますか。

生涯学習課長 生涯学習推進会議設置要綱は施行されていましたが、委員は委嘱されてい
ませんでした。

教育長 議案第８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８号は原案のとおり可決しました。

議案第９号 伊能忠敬記念館協議会委員の委嘱について

教育長 議案第９号「伊能忠敬記念館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。

委員・質疑 ありません。

教育長 議案第９号「伊能忠敬記念館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。

委員・質疑 ありません。



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 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１１号「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 ありません。

教育長 議案第１１号「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１１号は原案のとおり可決しました。

議案第１２号 香取市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

教育長 議案第１２号「香取市スポーツ推進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１２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１２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４月１日からで、もう始まっていますが問題はないのですか。

生涯学習課長 会議が開催されていないので、遡って委嘱しています。

教育長 議案第１２号「香取市スポーツ推進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１２号は原案のとおり可決しました。

１１ 香取市教育委員会教育長職務代理者の指名について

教育長 「香取市教育委員会 教育長職務代理者の指定」につきまして、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 及び 香取市教育委員会
行政組織規則第11条第１項の規定により、教育長職務代理者に、東委員を
指名いたします。

１２ 協議第１号 平成２９年度学校等訪問及び移動教育委員会議について

教育総務課長 協議第１号の平成２９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２９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 基本的には第４木曜日で、６月以降の日程は後日お知らせします。

教育部長 学校訪問については、直接学校へ行っていただいてもかまいません。

教育長 協議第１号「平成２９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。

１３ その他 　　

教育長 その他、事務局より何かありますか。

生涯学習課長 香取市立図書館の文部科学大臣表彰について

　佐原・小見川両図書館に実践の成果に対して表彰

ユネスコ無形文化遺産登録記念祝賀山車引き廻しについて

　４月２９日　祝賀イベント　　３０日　自由曳き回し

家庭・学校・地域連携推進事業　合同開級式・教育講演会について

　『ダウン症の娘と共に生きて』　金澤泰子

　５月２０日（土）　午後２時２０分～　いぶき館多目的ホール



佐原・香取学習パンフレット等について

　日本遺産認定に伴い指導用パンフレット及びガイドマップ作製

学校教育課長 ｅライブラリーについて

　パソコンを利用した学習支援の一つとして導入

教育総務課長 　５月の予定について

　香取地区教育委員会連絡協議会理事会・総会について

　　　５月１０日（水）市役所　大会議室

　　　　理事会　午後２時　

　　　　総会　　午後３時　

　　　　分科会　午後４時　

　千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会について

　　　５月２３日（火）午後１時３０分

　　　茂原市民体育館　市役所発９時３０分

　５月教育委員会定例会の開催について

　　　５月２６日（金）午後２時

　　　市役所　　　５０４会議室 

１４ 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。


