
平成２９年１０月定例会議

１ 期　　日 平成２９年１０月２６日（木）　開会　午後１時３０分

　　　　　　　　　　 　　　　 閉会　午後３時１５分

２ 場　　所 小見川市民センターいぶき館３階　３０２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　塚　智　子

９ 前回会議録の承認 平成２９年９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 昨日、例年行われている香取市中学生議会が開催されました。市内７
校から４名ずつ２８名の生徒が議員となり、人口減少対策・耕作放棄地
対策・河川の環境問題・洪水対策・観光・高齢者化対策・大祭等に関す
る１４名の質疑に対して、市長・副市長・教育長・担当の課長が答弁い
たしました。教育関係についても、４名から質問がありましたので、説
明いたします。

・特別教室へのエアコン設置について　　佐原第五中学校
線路側に面している教室では、電車の通過時に先生の説明や生徒の発

表が聞こえなくなるため、夏場の気温の高い時期に窓を閉めて授業を受
けることや電車の音で授業が中断することは、学習環境として好ましく
ない。電車の騒音等により授業に影響がある教室については、適切な学
習環境の確保に努める。

・学校給食について　　栗源中学校
　学校給食では、以前町の給食センターでは出ていた麺類や揚げパン等
がなくなり美味しくなくなったというような話があるが、麺類について
は、麺類製造業者が少なくなった上、食数が多いため麺類を提供するこ
とができなくなった。
　また、揚げパンについては、大量のパンを油で揚げるための専用の厨
房機器がなく安全性が確保できないため、要望に十分お応えすることが
難しい状況にある。今後は、地元のイモやブドウ、イチゴを使ったデ
ザートなど美味しい給食が提供できるように工夫していく。　
・東京オリンピック対応について　　　山田中学校

オリンピックに向けての政策及び対策については、ボート競技におけ
るオランダ代表チームの事前キャンプ地としての誘致を行っている。誘
致することにより、水上スポーツの合宿地として全国に情報発信をする
と共に、世界屈指のボート強豪国であるオランダ代表チームのレベルの
高いパフォーマンスに間近で接することにより、大きな力と感動を与え
ることができる機会であると期待している。

また、JOCオリンピック教室を開催して、オリンピックの出場経験のあ
るトップアスリートによる直接指導を実施している。

観光客の対応としては、日本遺産に認定された「北総四都市江戸紀
行」の構成市であることや、「佐原の山車行事」がユネスコ無形文化遺
産に登録されたことから、外国人観光客をターゲットとした情報発信を
広く行い、香取市の魅力を伝えいく。

・学校の整備について　　　新島中学校
新島中学校の体育館については、昨年も屋根の雨漏りの修理を行いっ

ているが全体が老朽化している。暗幕の設置については、体育館内を明
るくするため、暗幕を設置できる構造となっていない現状。体育倉庫に
ついても、屋根や暗幕と同様に体育館全体の構造の変更を伴う大規模な
改修が必要となっている。台風２１号の被害と併せて、安全確保と実態
を把握し大規模改修を実施するなど、教育環境の整備について適切に対
応していきたい。

中学生議会は、生徒達が現状や未来を真摯に考える良い機会であると
感じました。



１１ 議決事項

議案第１号 香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱の制定について

教育長 審議に入ります。議案第１号「香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱
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 第８条の２で、金融機関への口座振り込みについて、「ただしやむを得
ない事情により教育委員会が認めた場合、この限りでない」とあります
が、やむを得ない事情とはどのような場合がありますか。

学校教育課長 家庭により色々な事情があるため、その都度対応できるよう規定してい
るものですが、何らかの事情で金融機関の口座を持てない場合等があり
ます。

教育長 要綱を規定する前は、どのようにしていたのですか。

学校教育課長 今までは、学校長の口座に振り込み、保護者に現金で支給しており、特
に申請様式は定めておりませんでした。
マイナンバーの利用に当たり、要綱を定める必要があり佐倉市・印西市
等の様式を参考に作成しております。

教育長 これ以外の支援金等では、マイナンバーは利用しないのですか。

学校教育課長 マイナンバーの利用に関しては、行政手続きにおける特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律の第９条の利用範囲として、特別
支援学校への就学援助に関する法律に関する業務に関して規定がありま
すが、それ以外の業務ですので、市の条例で定める必要があります。

教育総務課長 因みにマイナンバーの利用について、市の条例で規定している事務は、
ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務、重度心身障害者の医療費の
助成に関する事務、子ども医療費の助成に関する事務の３つで、この事
務が４つ目となります。

学校教育課長 準要保護児童生徒の就学援助費の助成事業は、市の単独事業でありマイ
ナンバーの利用について国からの指示はありませんが、今後検討してい
くべきであると考えております。

教育長 議案第１号「香取市特別支援教育就学奨励費交付要綱の制定につい
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１号は原案のとおり可決いたします。



議案第２号 香取市遠距離通学費補助金交付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２号「香取市遠距離通学費補助金交付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。

学校教育課長 議案第２号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 第４号様式の交付請求書と第６号様式の実績報告書の学校名と学校長名
の記載について、統一したほうが良いのではないですか。

学校教育課長 他の例規を参考に、統一いたします。

教育長 申請の受付期限があるようですが、年度途中の転入者はいつまで受付し
ますか。

学校教育課長 随時受付しておりますが、いつまで受付するかは検討させていただきま
す。

教育長 転出者からは、返還してもらうということですか。

学校教育課長 返還は想定しておりませんでしたが、この件に関しても検討いたしま
す。

教育長 この改正のメリットとしては、行政手続きが簡素化されることですか。

学校教育課長 保護者個人の口座に振り込むこととなり、簡素化されます。

委員・質疑 遠距離通学費として５千円と６千円が支給されるということですが、対
象となるのは、どのような場合ですか。

学校教育課長 ＪＲ、バス、自転車、徒歩いずれの場合でも、通学距離が小学生で４km
を超える場合５千円、中学生で６kmを超える場合６千円支給します。
公共の交通機関を利用する場合は、定期券購入代金の１/２以内で支給し
ています。

委員・質疑 対象となる児童生徒が、漏れることはないのですか。

学校教育課長 学校長に依頼し対象となるすべての児童生徒の保護者に対して、申請書
を配布していますので、漏れずに全員に支給されていると思います。

委員・質疑 距離は計測するのですか。

学校教育課長 計測結果等を基に補助の対象となる児童生徒に申請書を配布しているた
め、申請書類に記載されている通学距離は規定の距離以上になると想定
しております。その為、規定未満の距離が記載されている場合のみ再度
計測しております。



教育長 それでは、議案第２号「香取市遠距離通学費補助金交付規則の一部を改
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２号は原案のとおり可決いたします。

議案第３号 教育財産の用途廃止について

教育長 議案第３号「教育財産の用途廃止について」、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３号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 放課後児童クラブと民地との境界にフェンスを作るのですか。

教育総務課長 工事期間中防護柵はありますが、作る計画はありません。

委員・質疑 資料の写真では小さな建物が、あるようですが。

委員・意見 ウサギ小屋がありましたが、数年前に台風で壊れ、現在は撤去されてい
ます。

委員・意見 放課後児童クラブへ１㎞も通っていたということですが、敷地内にでき
れば近くなって良いですね。

教育総務課長 小学校の敷地内にあるのは小見川地区の小学校、佐原小学校と新島小学
校で、山田地区は山田児童館にあります。

委員・質疑 新しくせず空き教室を利用することはできないのですか。

教育総務課長 現在栗源小学校には、空き教室はない状況です。

教育長 完成するのは、いつですか。

教育総務課長 今年度中には完成予定です。

教育長 それでは、議案第３号「教育財産の用途廃止について」、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。

協議第１号 平成２９年度教育委員会学校等訪問（おみがわこども園）について



教育長 それでは、協議第１号 「平成２９年度教育委員会学校等訪問（おみが
わこども園）について」、訪問時にご意見をいただきましたが、他に何
かお気づきの点がありましたらお願いします。

委員・意見 こども園の施設の配置図はありましたが、ソフト面の組織図がなかった
かと思います。主任の先生の位置づけは、管理職ではないとすると園長
先生が大変ではないかと感じました。組織が大きくなると主任の先生と
いうことではなく、教頭先生に管理職としての権限をお任せすれば園長
先生の負担が軽減されるのではないでしょうか。

学校教育課長 保育所の体制は、子供が何人いても保育士が何人いても、各保育所に所
長と主任はそれぞれ１名です。保育所数が多かったので、保育所の所長
が園長を、幼稚園の教頭が主任を務めていると聞いています。
所管は、子育て支援課ですので次回までに正確な体制について確認いた
します。

委員・意見 先生方の要望で、人手が足らないということでした。新しい施設で、
４０人中１０人が正規の職員ということで、手探りで新しい環境を築い
てきたようですが、現場の方たちがやり易い環境づくりをサポートして
欲しいと思います。

学校教育課長 ４月当初は、保育所型のこども園の新システムに慣れない小見川幼稚園
の保護者の方に悩みを抱えている方が多かったようです。
職員は多忙な中、その対応に苦慮していましたので、教育委員会でも保
護者の方と話し合いの場を設けました。保育所からの子供が多いことも
あり、相談できずにいたようで、相談を受けた内容について、特に改善
したわけではありませんが、現在は落ち着いているようです。
新しい制度については、保護者の方に対して丁寧な説明が必要であると
感じました。

委員・質疑 入所希望者が多くお断りしているということですが、途中入所ならお断
りするのなら分かりますが、当初からお断りするというのはどういうこ
とですか。

教育総務課長 おみがわこども園の入所については、３歳児未満の入所希望者数が施設
の定員をオーバーしていることから、第２・第３希望の施設に入所をお
願いしております。
２号３号の認定保育については、保育にかける子供ということで、子育
て支援課職員が審査を行い、決定しております。
人気のある施設には希望が集中しますが、基本的には香取市では入所希
望者は、総定員未満ですので待機児童がいないということになります。

委員・質疑 決定するのも、断るのもこども園ではなく市の職員が行うのですね。

教育総務課長 市の子育て支援課で行っております。



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

　各教科の国・県との比較及び生活習慣や学習環境について説明。

生涯学習課長 佐原第一公民館取壊しについて

　用途廃止済の公民館は年度内の取壊後、舗装して駐車場にする予定。

劇団四季ファミリーミュージカル「ガンバの大冒険」について

　１２月２６日（火）午後６時　5,000円　チケット若干残有。

教育総務課長 今後の予定について

　１１月１３日（月）教育長・教育委員研修会　８時３０分市役所集合

　　　　３０日（木）学校訪問　午後１時１５分～小見川西小学校

　　　　　　　　　　定例会　　午後３時１５分～いぶき館302会議室

１３ 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。


