
平成３０年２月定例会議

１ 期　　日 平成３０年２月２１日（水）　開会　午後３時１０分

　　　　　　　　　　 　　　 閉会　午後５時

２ 場　　所 香取市役所４階　庁議室

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 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　平　山　茂　治　　　委員　熱　田　　　昇

９ 前回会議録の承認 平成３０年１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 新教育委員会制度がスタートし２年経過後のフォローアップとして、
文部科学省職員が１月３０日に来庁し、教育総務課長を含めてヒアリン
グが行われました。

総合教育会議の効果的な運用や教育委員会議の活性化の先進事例を収
集し、各自治体への支援に役立てるということで、香取市が英語検定料
の助成やトイレの洋式化について予算化されている点、意見が活発であ
る点等頑張りが評価されたようです。

その中で、情報の提供が重要であるということでしたので、文部科学
省で情報提供されている資料を用意しました。

　最初は、京都市教育委員会で教職員の働き方改革に関する施策で、国
の支援とは別に公務や部活の支援員導入と出退勤把握システムの整備
に、新年度約２億5,000万円予算計上しています。
　次は埼玉県杉戸町教育委員会が、全小中学校の普通教室にエアコンを
設置する工事設計費として約1,300万円を計上している記事です。香取市
では既に普通教室は100%、特別教室でも1/4はエアコンが設置されていま
すが、白井市では、生活保護費の増加と固定資産税の減少で、市長が給
料を減額してエアコンを導入するようです。
　また、小池都知事のICT活用に取り組む中学校視察についても、掲載さ
れるなど、市町村レベルの教育、自治体の独自の取組に関する記事を集
めたものですので、ご活用いただきたいと思います。



１１ 議決事項

議案第１号 平成３０年度予算要求書（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３０年度予算要求書（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。

教育長 教育総務費で語学指導推進事業費が減額しているのは、どうしてです
か。

学校教育課長 新学習指導要領により外国語が教科化しますので、イングリッシュ
ウィークを廃止するためです。その代りに、３・４年生で１５単位時
間、５・６年生で５０単位時間、ＡＬＴ９名で重点的に指導を行いま
す。

教育長 中学校学校管理費が減っているのは、どうしてですか。

教育総務課長 佐原中学校のスクールバス３台に係る維持管理委託料について、実際の
契約金額を計上したためです。

委員・質疑 コンピュータ利用教育費で、小学校費は増えており中学校費が減ってい
るのはどうしてですか。

教育総務課長 コンピュータは、５年間のリース契約をしておりますが、１年間期間を
延長し、６年目は再リースで１/１０の料金となります。小学校では新し
いコンピュータへの更新が多いため増額となり、中学校では再リースに
移行するものが多いため減額となっております。

委員・質疑 就学援助費が小中学校ともに増えているようですが、どうしてですか。

学校教育課長 要保護児童生徒援助費の基準に合わせて、新入学児童生徒用品費等の援
助費を小学校では20,470円から40,600円に、中学校では23,550円から
47,400円に引き上げたことによるものです。

委員・質疑 大学生への奨学資金貸付月額３万円と基金への積み立てとありますが、
どういうことですか。

教育部長 基金から一般会計に繰入れして事業を行っており、総枠の金額は変わり
ません。貸付分が約４３０万円、元金収入約７６万円を基金に戻すため
同額積立金として計上しています。

教育長 議案第１号「平成３０年度予算要求書（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 平成２９年度３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 議案第２号「平成２９年度３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 債務負担行為に関する調書で、期間や金額が入っていないのはどういう
ことですか。

教育総務課長 佐原町並み交流館及び三菱館の管理業務委託は、３年間の協定契約によ
り各年度の契約額を設定します。まだ、平成３０年度から３年間の協定
契約を結んでいないので、期間も金額も記載がない状態です。
なお、本事業については、商工観光課所管となっております。

委員・質疑 教育費国庫補助金のへき地児童生徒援助費等補助金を減額補正していま
すが、香取市はへき地児童生徒援助費等補助金の対象とならないのです
か。

教育総務課長 へき地児童生徒援助費等補助金の対象となっていますが、補助対象の小
見川南小学校のスクールバス購入費が契約締結により減額となったた
め、関連する補助金も併せて減額したものです。

教育長 議案第２号「平成２９年度３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 香取市立小見川中学校校舎大規模改修工事請負契約の変更について

教育長 議案第３号「香取市立小見川中学校校舎大規模改修工事請負契約の変更
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・質疑 給水設備費が減額していますが、何が減額となったのですか。

教育総務課長 都市整備課に委託しておりますので、詳細については確認していませ
ん。

教育長 議案第３号「香取市立小見川中学校校舎大規模改修工事請負契約の変更
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 香取市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の制定について

教育長 議案第４号「香取市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の
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 いじめ問題調査委員会と再調査委員会の委員さんは、同じ人ですか。

学校教育課長 いじめ問題調査委員会は、市の顧問弁護士・香取郡市医師会の医師・ス
クールソーシャルワーカーに委員を委嘱し、常設する予定です。
再調査委員会は、調査の結果を含めていじめ被害者の家族と相談して、
設置を検討します。委員については、調査委員会の委員と再調査委員会
の委員は兼ねることはできません。

委員・質疑 連絡協議会・調査委員会に関する必要事項を別に定めるとありますが、
今後規定するのですか。

学校教育課長 現時点では想定していませんが、今後必要に応じて規定することがあり
ます。
なお、これまでも要綱により必要事項を定めていじめ問題対策連絡協議
会を設置し、いじめ問題の早期解決に対応しておりましたが、国から調
査委員会等の設置し、条例等で規定するよう指導がありましたので、今
回併せて条例として整えたものです。

教育長 議案第４号「香取市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例の
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４号は原案のとおり可決いたします。

議案第５号 香取市教育委員会公印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５号「香取市教育委員会公印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。

教育総務課長 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・意見 ありません。



教育長 議案第５号「香取市教育委員会公印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３号は原案のとおり可決いたします。

議案第６号 平成３０年度教科用図書香取採択地区協議会規約の承認について

教育長 議案第６号「平成３０年度教科用図書香取採択地区協議会規約の承認に
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。

委員・意見 ありません。

教育長 議案第６号「平成３０年度教科用図書香取採択地区協議会規約の承認に
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。

議案第７号 香取市教育委員会表彰被表彰者の決定について

教育長 議案第７号「香取市教育委員会表彰被表彰者の決定について」、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７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「香取市教育委員会表彰被表彰者の決定について」、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７号は原案のとおり可決いたします。



１２ その他 　

市立幼・小・中学校の入園・入学の教育委員会出席者について

教育長 「市立幼・小・中学校の入園・入学の教育委員会出席者について」、事
務局から説明をお願いします。

学校教育課長 幼・小・中学校の入園・入学式日程及び出席者について説明

教育長 その他に何かございませんか。

委員・意見 適応教室について、お願いがあります。子供達が、入りやすい場所にし
て欲しいと思います。

学校教育課長 ふれあい教室として佐原と小見川に２ヶ所あり、佐原は旧職員住宅あや
め荘の２階で老朽化していますが、入りやすいと思います。小見川はい
ぶき館の４階で広々として、問題はないと思います。
研修を受けた職員が指導も行いますので、お任せしている状況です。

委員・意見 子供の意見等も聞いて、居易い温かいところになるようお願いします。

生涯学習課長 佐原公民館まつりについて

　　３月３日(土）・４日(日)　　佐原中央公民館　佐原文化会館

教育総務課長 小見川南小学校の閉校式について

　　３月１７日(日）小見川南小学校体育館　地元の教育委員出席

３月の予定について

　　３月１０日(土） さわら雛舟春祭り

　　　～２５日(日)　さわら雛めぐり

　　３月１３日(火)　臨時会　５０４会議室　午後３時３０分～

　　３月２２日(木)　定例会　５０４会議室　午後３時～

　

１３ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会２月定例会を閉会いたします。


