
平成３０年１月定例会議

１ 期　　日 平成３０年１月２５日（木）　開会　午後３時１０分

　　　　　　　　　　 　　　 閉会　午後５時

２ 場　　所 山田公民館２階　講義室

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 欠席委員 なし

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１２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 これまでも何回もお話してきました働き方改革ににつきましては、社
会全体が見直しを求められているところでございます。教員の労働時間
は、小学校では３割強、中学校では６割弱が月８０時間以上の過労死ラ
インを超えています。学校における働き方改革に関しては、中央教育審
議会の中間まとめで「学校以外の業務」、「学校の業務だが、必ずしも
教師が担う必要のない業務」、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業
務」を明確化し、その方策を踏まえ文部科学省が緊急対策について取り
まとめております。詳細については、教育総務課長から説明いたします

大きな課題は部活動のあり方で、部活動はあくまで生徒の自発的参加
により行われるとありますが、実際には顧問が割り当てられます。私か
らは１６日にスポーツ庁が示した運動部活動のあり方に関するガイドラ
インの骨子案について、お話したいと思います。

　過度な練習や大会参加など子供や教員の負担は大きいことから、平日
に１日、週末に１日計２日は休みを入れ、練習時間は、平日で２時間程
度、週末でも３時間に留めることを基準としています。
　検討会の中で、元プロ野球選手の小宮山さんからは、野球の試合が３
時間以上かかることもあるのに部活動を２時間以内に収めるには能力が
いるとの意見が出されました。その他学校で過ごす時間が減ると、学校
が荒れる。部活動を生徒指導の手段にすべきではない等様々な意見が出
されましたが、年度内にはスポーツ庁が基準が示し、その基準に基づき
県が方針を定め、市町村は県を参考に方針を定めるようになります。概
ね県の方針と変わらない内容にはなると思いますが、学校現場やスポー
ツ少年団など各団体に周知するようになります。

　競技の指導についても新しい方向性が出ております。運動が好きでな
い生徒にも運動の機会の確保、生涯スポーツに近い感覚で友達と仲良く
楽しむ、スポーツクラブと連携して行う等、様々な意見が出されていま
す。



１１ 議決事項

議案第１号 学校医の解職及び委嘱について

教育長 審議に入ります。議案第１号「学校医の解職及び委嘱について」、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・意見 ありません。

教育長 議案第１号「学校医の解職及び委嘱について」、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 学校歯科医委嘱について

教育長 議案第２号「学校歯科医委嘱について」、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 学校歯科医の先生は、どのようなことをされるのですか。

学校教育課長 まず、年度当初の５月から６月に歯の健康診断を実施いたします。
口腔歯科の相談のほか、歯のポスター展や標語の審査をお願いしていま
す。

委員・質疑 佐原小学校の先生が１名減っていますが、問題はないのですか。

学校教育課長 歯科医師会の方からの申出ですので、問題はないと思います。児童数の
減少に合わせたものと思われます。

委員・質疑 学校から歯科検診の結果表をいただいてきましたが、その後どうしてい
るのですか。

学校教育課長 治療が終了した場合は、治療済報告書を学校に提出していただき保健簿
に記載しています。

教育長 議案第２号「学校歯科医委嘱について」、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 学校薬剤師の解職について

教育長 議案第３号「学校薬剤師の解職について」、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・意見 ありません。

教育長 議案第３号「学校薬剤師の解職について」、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 香取市教育委員会事務事業点検・評価報告書について

教育長 議案第４号「香取市教育委員会事務事業点検・評価報告書について」、
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。

教育長 この報告書は、どこかに報告するのですか。

教育総務課長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づいて、教育に
関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、議会に報告
し、公表するものです。

教育長 目標に達成しない場合は、是正やペナルティーはあるのですか。

教育総務課長 ペナルティーはありません。以前より法に基づき評価を実施しておりま
したが、企画政策課で市政全般に対する事業評価を開始したことから市
の様式で評価しているところです。

教育長 重要度が低く、満足度が高いのはどういうことでしょうか。



教育部長 市全体の施策に対する市民の意識調査の結果ですから、医療や公共交通
等生活に密接している施策が重要度が高くなります。
歴史・文化に関しては、重要度はさほど高くはありませんが、満足度は
かなり高い状況です。

教育長 学力向上の成果指標は、非常に高い目標ですが、どのように設定してい
るのですか。

教育部長 過去からの設定で、急には下げられないため、厳しい設定となっていま
す。以前の計画には、目標を掲げるだけで具体的な数値目標がなく、ど
のような数値目標を設定するか手探り状態で、５年前に設定されたもの
です。次期総合計画の中の成果指標は、現在見直しを行っている状況で
す。

教育長 算数・数学は全国平均を下回っている状況で、全国平均を５ポイント上
回るという指標は非常に高いので、実情に合った目標としていった方が
良いと思います。

学校教育課長 国語はほぼ平均ですが、算数・数学の学力向上は課題です。全国との比
較ではなく、３年後どのように伸びたかを比較できればいいのですが。

委員・質疑 算数・数学の学力向上対策を検討していますか。

学校教育課長 県からは、学力調査と類似した問題の提供を受けています。ただ平均よ
り３０点も低いのであれば問題ですが、１点２点の成績を上げるより考
える力をつけていくことが大事であると思います。基礎学力がついてい
る高学年であれば点数を上げるような指導も可能ですが、低学年では丁
寧な指導が必要で、慎重に対応していきたいと思います。

教育長 国語力が低いため記述問題が解けず、分からないところもそのままにし
てしまっているようです。分からないところを追及していくことが必要
だと思います。
生涯学習では、重要度が低い割に満足度が高いようですが。

生涯学習課長 重要度は１０%を上回るとかなり上位に行くとは思います。スポーツでは
小さい頃から取り組んでいくことで、その大切さが認識されることも必
要です。

教育長 スポーツを行っている人の割合は、２０代から４０代は仕事や子育てで
忙しくスポーツに携われず、７０代が２/３を占めています。４０代が参
加できるよう仕掛けてください。

委員・質疑 青少年育成の成果指標で子ども会への参加率とありますが、市全体では
子ども会組織はいくつぐらいあるのですか。

生涯学習課長 全体で６０から７０団体ほどあります。子供が減り、連合会の役員を確
保できないことから、今年１０団体ほど連合会から脱退し、地区のみで
の活動や隣の地区と合同で活動してる子ども会もあります。

委員・質疑 援助はできないのですか。

生涯学習課長 子ども会ごとに参加者の人数に応じて、助成金を交付しています。全体
の活動の中では、中学生などのジュニアリーダーを行事に参加させるな
ど、いろいろな援助を試みています。



委員・意見 私の地区の子ども会は存続はしていますが、スポーツや習い事などで忙
しく、交流が図れない状態です。

委員・質疑 歴史文化の満足度は１位ですが、伊能忠敬没後２００年の記念事業は実
施するのですか。

生涯学習課長 ５月２０日に企画政策課と一緒に記念事業を実施します。基調講演後、
伊能忠敬、オランダのシーボルト、間宮林蔵の子孫によるパネルディス
カッションを行います。
４月７日には、企画政策課の事業で立川志の輔の独演会が開催され、銅
像の建立、伊能大図パネルの貸し出し、６月には地図に関する発表会も
予定しております。

学校教育課長 伊能大図パネル貸出終了後、全てのパネルを体育館に展示しますので、
小学校４年生以上と中学生全員がパネルの上で全国を歩く予定です。

委員・意見 もっと広報して、地域で盛り上げていった方がいいと思います。

委員・意見 合併して佐原市から香取市の忠敬さんとなり、佐原地区以外にも浸透し
ています。５年後１０年後、自分たちの誇りに思うようになっていくと
思います。

教育長 議案第４号「香取市教育委員会事務事業点検・評価報告書について」、
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。

協議第１号 平成２９年度教育委員会学校等訪問（山倉小学校）について

教育長 協議第１号平成２９年度教育委員会学校等訪問（山倉小学校）につい
て、訪問時に皆さんのご意見をいただきましたので、次年度の学校等の
訪問のあり方について、ご意見をお伺いしたいと思います。

委員・意見 回数的には１日に２校訪問していたことがあり、現在は１校ですので、
多くはないと思います。以前は、数値目標があったかと思います。

委員・意見 学校以外の施設も見てみたいと思います。学校訪問が多いと先生方の負
担が大きくなってしまうのではないでしょうか。

委員・意見 学校へ行くと施設状況や子供たちの様子が目の当たりに出来るので、学
校へ行くことが役目ではないかと思います。

教育長 ご意見ありがとうございました。それでは案を作ってお諮りしたいと思
います。大きく改修したところやＩＣＴ教育や数学とテーマを絞り、順
繰りではなく、特別なところを訪問していきたいと思います。

報告第１号 平成３０年香取市成人式の実施結果について



教育長 それでは、報告第１号「平成３０年香取市成人式の実施結果につい
て」、事務局から説明をお願いします。

生涯学習課長 成人式の参加状況等について報告

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 大雪に影響について

　　２３日市内全校臨時休校、給食5,000食停止

インフルエンザの対応について

　　１/15～19　６校９学級学級閉鎖、1/22～22　６校８学級学級閉鎖

　　２月拡大予報のため、手洗い・うがいの徹底について指導

生涯学習課長 香取市生涯学習フェスティバルの開催について

　　２月１１日(日）午後０時３０分～４時３０分
　　　　　　　　小見川市民センター　いぶき館

教育総務課長 中教審の教員の働き方改革の中間報告について、資料により説明

小見川南小学校の閉校式について

　　３月１７日(土） 小見川南小学校体育館

　　　　　　　　　　閉校式　　　　午後１時３０分～２時２０分

　　　　　　　　　　閉校記念行事　「思い出を語る会」４時終了予定

今後の予定について

　　１月３０日（火）教育委員会表彰式

　　２月　６日（火）千葉県市町村教育長・教育委員研修会　茂原

　　２月２１日（水）総合教育会議　庁議室　午後１時３０分～３時

　　　　　　　　　　定例会　　　　庁議室　午後３時～

１３ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会１月定例会を閉会いたします。


