
平成２９年８月定例会議

１ 期　　日 平成２９年８月２８日（月）　開会　午後２時０５分

　　　　　　　　　　 　　　 閉会　午後３時４０分

２ 場　　所 　市役所３階　３０１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

４ 欠席委員 教育委員　熱　田　　　昇

５ 傍聴者 なし

６ 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

７ 教育長 開会宣言

８ 会議録署名人の指名委員　東　陽　一　　　委員　平　山　茂　治

9 前回会議録の承認 平成２９年７月定例会議事録を承認

香取市教育委員会会議録



１０ 教育長報告 先週の２２日・２３日と香取地区１市３町の教育長で鹿児島県に視察
研修に行ってまいりました。

鹿児島県は大きな中核市である鹿児島市以外は島嶼部も含め人口的に
小規模な市町村が多く、香取市のような小規模校の多いところですの
で、鹿児島県教育委員会からお話を聞かせていただくことにより教育行
政上の参考になるかと考えました。また、鹿児島県には唯一の国立の体
育大学である鹿屋体育大学があり、スポーツ科学の先端研究の現状を視
察させていただきました。夏の甲子園でもホームラン数が大幅に更新さ
れ、打高投低の大会だと言われましたが、これはスポーツ科学による分
析・研究が進んできているとも言われております。

まず、鹿児島県教育委員会では、土曜授業の取組についてのお話があ
りました。保護者からの土曜日の充実の要望があること、学校・地域・
家庭の連携を図る必要があることから第二土曜日を土曜授業の日と設定
し取り組んでいるそうですが、保護者の評判も良く、また中学校は部活
動があるのでやりやすいということでした。各市町村で取組は異なりま
すが、学力補充や体験活動、行事を行っているところが多いようです。
スポーツ大会はこの日に入れないようにしているそうで、今後は小学校
英語の教科化への対応も考えられるとのことでした。

　また、山村留学として、都市部の子供を過疎地の学校が受け入れる政
策をとっていました。４０校で約１６０人の受け入れをしており、過疎
地の学校に活気が出る、人間関係の広がりが出るという声がある一方、
元の学校で問題のある子を受け入れることもあり、対応に苦労している
学校もあるとのことでした。

他には、県立中高一貫校の楠隼（なんしゅん）中学校・高等学校に関
するお話がありました。全国初の全寮制中高一貫男子校で、過疎地の多
い大隅半島に位置する学校です。生徒も全国から募集しています。JAXA
と連携した宇宙学や前駐米大使によるトップリーダー教室、農業漁業民
泊体験、高２でカリフォルニア工科大に行って講義を受ける経験をさせ
るなど、カリキュラムに強い特色のある未来志向の学校だと感じまし
た。来年の春に初めて大学進学者が出るそうです。

鹿屋体育大学は、水泳バタフライの松田丈志選手を輩出するなどトッ
プアスリートの養成をしている大学で、スポーツと科学を融合するため
の最先端研究設備を備えていました。世界最長の５０ｍフォースプレー
トという設備は陸上競技の動作に係る力量を分析でき、例えば短距離走
の４歩目の力の加え方・向きに失敗があったなどの分析ができ、ランニ
ングフォームの矯正ができます。また、野球でもストレートの球の回転
数が被打率低下と相関があるとのことで、より良い球質でボールを投げ
るための分析ができるそうです。改めてスポーツ科学の先端研究が進ん
でいることを実感し、大変得るものの多い視察研修となりました。



１１ 議決事項

議案第１号 平成２９年９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２９年９月補正予算要求書(教育費関
係予算)の提出について」、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 オリンピック・パラリンピック活用教育推進事業を小見川北小学校と佐
原第五中学校で実施するということですが、その２校で実施するように
なったのはどのような理由ですか。

学校教育課長 各学校へ照会したところ小見川北学校と佐原第五中学校が希望し、その
希望を県が採択したためです。

委員・質疑 コミュニティーセンターのトイレに、ベビーチェアーを設置するという
ことですが、コミュニティーセンターが駅前の複合施設に移設する予定
はあるのですか。あるのであれば、それはいつですか。

教育総務課長 本日ちょうど複合型公共施設の基本設計について、検討会議が行われて
おりますが、予定では５年後に中央公民館が入る予定です。
ベビーチェアーについては、無駄にならないよう取り外しでき、必要に
応じて新しい施設でも使用できる、もしくは他の施設でも使用できるも
のとなっております。

教育長 議案第１号「平成２９年９月補正予算要求書(教育費関係予算)の提出に
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 香取市立山田小学校校舎建設工事(建築工事)請負契約の締結について

教育長 議案第２号から第４号については、香取市立山田小学校校舎建設工事請
負契約の締結の関係ですので、一括して事務局より説明をお願いしま
す。

教育総務課長 議案第２号から第４号について提案理由を説明

教育長 それでは、議案第２号から第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 予定価格については、公表されているのですか。

教育総務課長 公表されています。

委員・質疑 電機設備中のカメラですが、一番新しい飯岡中では正門にインターホン
カメラがありましたが、どこに設置されるのですか。

教育総務課長 正門ではなく、玄関に設置予定です。

教育長 それでは、議案第２号「香取市立山田小学校校舎建設工事(建築工事)請
負契約の締結について」、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 香取市立山田小学校校舎建設工事(電気設備工事)請負契約の締結につい
て

教育長 それでは、議案第３号「香取市立山田小学校校舎建設工事(電気設備工
事)請負契約の締結について」、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いたします。

議案第４号 香取市立山田小学校校舎建設工事(機械設備工事)請負契約の締結につい
て

教育長 それでは、議案第４号「香取市立山田小学校校舎建設工事(機械設備工
事)請負契約の締結について」、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いたします。

議案第５号 香取市英語検定料補助金交付規則の制定について

教育長 議案第５号「香取市英語検定料補助金交付規則の制定について」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 それでは、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 英語検定料の関係ではありませんが、英語検定試験は学校で受けられる
のですか。

学校教育課長 はい、学校でも受けられます。現在塾や公の会場など多様な場所でも受
けられます。

委員・質疑 学校で受ける場合は、助成を受けやすいですが塾で受けた場合はどうす
るのですか。広報はどうするのですか。

学校教育課長 以前はほとんど学校で受けていましたが、塾などの多様な受け方に対応
して、助成します。広報ですが、市内中学校の生徒には学校を通してお
知らせし、市外の中学に通っている生徒についてはホームページで周知
する予定です。

教育長 検定試験は、いつ行われるのですか。

学校教育課長 ６月、９月、１月に行われます。６月に試験を受けた場合も、平成２９
年４月に遡って公布日から助成できるよう考えています。

教育長 それでは、議案第５号「香取市英語検定料補助金交付規則の制定につい
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いたします。

議案第６号 香取市家庭教育指導員設置に関する規則及び香取市社会教育指導員設置
に関する規則の一部を改正する規則の制定について

教育長 議案第６号「香取市家庭教育指導員設置に関する規則及び香取市社会教
育指導員設置に関する規則の一部を改正する規則の制定について」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６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６号について、質疑に入ります。質疑ございません
か。

教育長 これまで家庭教育指導員と社会教育指導員について、再任されたことは
ありましたか。

生涯学習課長 あります。今まで再任のお定めがないことから、概ね３年で改選してい
たところです。

教育長 それでは、議案第６号「香取市家庭教育指導員設置に関する規則及び香
取市社会教育指導員設置に関する規則の一部を改正する規則の制定につ
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６号は原案のとおり可決いたします。

報告第１号 福田小学校と神南小学校の統合について

教育長 報告第１号「福田小学校と神南小学校の統合について」事務局から説明
をお願いします。

教育総務課長 報告第１号の事項について説明

教育長 只今の説明について、何かございませんか。

委員・質疑 統合後の学校名については、どのように決めるのですか。

教育総務課長 今後代表者会議で、どのような方法で決めていくか議論して、今年度中
に決定するようお願いしています。

報告第２号 伊能忠敬記念館の入館料の一部減額について

教育長 報告第２号「伊能忠敬記念館の入館料の一部減額について」事務局から
説明をお願いします。

生涯学習課長 報告第２号の事項について説明

教育長 只今の説明について、何かございませんか。

委員・質疑 伊能忠敬記念館の市内小中学生の入館料は、無料ではないのですか。

生涯学習課長 市内の小中学生は無料です。

委員・質疑 伊能忠敬生誕２００年ということですが、啓発するのですか

生涯学習課長 昨年度日本遺産認定を記念して作成したパンフレットを市内外の小学校
に配布したところ、好評でたくさんの問い合わせが来ております。
県内の小中学校には、これから通知する予定です。

委員・質疑 パンフレットには、入場料の減額の記載はされているのですか。

生涯学習課長 減額については、９月１日から正式に対象となりますので記載はありま
せん。一部、情報提供はしております。

委員・質疑 北総四都市のタウン誌のようなパンフレットが出たと思いますが、そこ
には忠敬記念館の記載はなかったかと思いますが。



生涯学習課長 掲載はされております。このパンフレットは、北総四都市が日本遺産登
録記念に国の補助事業で県が作成したものです。７カ国語に対応し、観
光課と生涯学習課にありますので、活用して下さい。

委員・意見 千葉県の小中学校校長会役員会が、年に数回開催されますので担当課に
問合せをして、学校だけを特定するのであれば、そちらからお願いする
のが効果的だと思います。

学校教育課長 県の校長会を通して各地区へ、周知することは可能です。

生涯学習課長 入場料の減額のパンフレットはないのでこれから検討し、入館者を多く
していきたいと思います。

教育長 入館者が多いのは、いつ頃ですか。

生涯学習課長 １０月から１１月で、現在問い合わせが多く来ています。

委員・意見 小学生の時、昔の道具を佐原で学んだ人が、また訪れてくれていますの
で、将来的に観光の発展につながると思います。

委員・質疑 没後２００年記念行事としては、その他にはないのですか。

生涯学習課長 来年５月には銅像の建立と合わせて、記念事業を検討しています。
９月からはプレイベントとして、伊能大図を貸し出して展示を行ってお
ります。

委員・意見 決まっていることは、周知をお願いします。

生涯学習課長 記念イベント等については、現在内容を詰めている状況ですので、内容
が固まりましたら、ご報告いたします。

教育長 先日、「しくじり先生」という番組で伊能忠敬翁について、学校授業形
式で解説され非常に分かりやすく、とても良い内容でした。
天明の大飢きんの際、自らの貯えで庶民を救ったことなどはあまり知ら
れていない話ですので、改めて偉大さを知ることができたのではないか
と思います。

報告第３号 学校評議員会記録について

教育長 報告第３号「学校評議員会記録について」事務局から説明をお願いしま
す。

学校教育課長 報告第３号の事項について説明

教育長 只今の説明について、何かございませんか。

委員・質疑 香取中で、他の学校と学習形態が違うとありますが、具体的にどのよう
な形態ですか。



学校教育課長 香取中だけではなくクラスをさらに２つに分け、数学と英語を増置教員
により学習形態を工夫して指導しています。
実態に応じて、今年度はクラスを分けずに２人で指導することもありま
す。

委員・質疑 送迎の当番が大変な家庭とありますが、部活動の送迎のことですか。

学校教育課長 部活動の送迎については、学校長の判断で行っております。学校規模に
よって異なりますが、例えば佐原中規模では、マイクロバスを借上げで
きますが、栗源中や香取中など小規模な学校は１人当たりの負担が大き
いため、現地集合、現地解散で保護者が送迎しています。中には保護者
同士の責任において当番で送迎をしているということだと思います。
同じ日に同じ場所であれば、複数の学校がバスを同乗しているという話
は伺っています。
香取市だけではなく小規模の学校では、どこでも抱えている難しい問題
です。

委員・意見 何年か前に事故があり、顧問の先生が連れていくことは、危ないという
ことで禁止されています。

委員・質疑 市のバスは活用できないのですか。

学校教育課長 音楽会、小学校の陸上競技会と駅伝大会に限っては活用していますが、
部活動の大会の送迎は集中するため、活用していません。

１２ 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 平成２９年度全国学力・学習状況調査について

　小学５年生と中学２年生を対象に、国語と算数（数学）を実施

生涯学習課長 第９回小江戸マラソンについて

　１２月１７日（日）午前９時開会
　　 【申込】郵便振替 　　９月１日(金)～　９月３０日(土）
　　　　　 　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等　　９月１日(金)～１０月１１日(水）

教育総務課長 佐原地区認定こども園建設候補地について

　県道及び市都市計画道路に面した牧野地先

今後の予定について

　９月１４日（木）福祉教育常任委員会行政視察・意見交換会

　　　２８日（木）学校訪問　　　午後１時３０分～　北佐原小学校

　　　　　　　　　定例会　　　　午後２時４５分～　庁議室

　　　　　　　　　総合教育会議　午後４時００分～　庁議室

１３ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会８月定例会を閉会いたします。


