
平成３０年３月定例会議

１ 期　　日 平成３０年３月２２日（木）　開会　午後３時００分

　　　　　　　　　　 　　　 閉会　午後４時３０分

２ 場　　所 香取市役所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　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 １名

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３０年３月臨時会議事録を承認

香取市教育委員会会議録



１０ 教育長報告 　３月に入り小中学校・幼稚園の卒業式・卒園式が挙行され、佐原第五
中学校の卒業式、小見川南小学校の卒業式と閉校式、津宮幼稚園の卒園
式に行ってまいりました。

　佐原第五中学校は生徒全員の出番があるように工夫がされており、校
長先生が涙するといった感動的な場面もありました。小見川南小学校は
児童の出番が多く、最後の卒業式ということで盛大に行われました。津
宮幼稚園の卒園生は２人で、キラキラした目が可愛らしく、自分が失っ
たものを思い出すようなピュアな卒園式でした。

　３月定例議会では、平成３０年度予算案について審議されたほかに、
教育委員会関係についても一般質問がありましたので、ご報告いたしま
す。

　田代　一男　議員　・SDGｓ（持続可能な開発目標）の学校教育の取り
組みについて

　ユニセフがガイドラインを作成しているSDGｓ１７項目のうち、学校教
育ではこれまでも特別支援教育やキャリア教育等に取組んできたが、平
成３０年度から始まる新学習指導要領に基づき、教育課程の改善・充実
を図っていく。特に、道徳、外国語教育、保健体育を重点に取り組む。
 来年度から小学校で「教科」となる道徳では、今まで以上に道徳的な価
値を児童が多角的・多面的に深く考え、議論する道徳の授業を推進す
る。
　外国語教育では、小学校３・４年生で「外国語活動」が、５・６年生
で「外国語科」が導入がされ、国際的に通用する人材の育成を目指す。
　保健体育については、フェアプレイを大切にする人材の育成等を目的
に、オリンピック・パラリンピック活用教育推進事業を小学校２校・中
学校１校で実施し、その成果を各学校に普及していく。

小野　勝正　議員　　・働き方改革について

　教職員の勤務実態については、平成２８年度の文部科学省・教員勤務
実態調査で、１週間あたり小学校教員は平均５７時間２５分、中学校教
員は平均６３時間１８分勤務しており、平成１８年度調査より増加して
いる。
　香取市として独自で調査はしていないが、管理職から聞き取りを行っ
た結果、文部科学省による教員勤務実態調査と同様の状況と認識してい
る。
　中央教育審議会の働き方改革に関して、業務の役割分担・適正化を着
実に実行するための方策が示されており、香取市の取組みとしては、給
食費の徴収を口座振替とし、督促等については給食センターが対応して
いる。調査・報告物については、教育委員会で対応できるものは学校へ
は依頼せず、教育委員会で対応するなど、業務の簡略化や合理化を図っ
ている。
　教職員の働き方改革実現に向けて、少人数指導教員、養護補助教員、
特別支援教育支援員、学校事務員、学校図書館事務の配置を予定してい
るほか、平成３０年度から文部科学省で新たに導入される部活動指導員
を１名追加する。
　教員の事務負担の軽減の視点から、学校教育情報ネットワーク整備事
業として、校務支援システムを中学校１校に導入する。統合予定校に
は、図書館管理システムの導入を予定し、学校図書館の運営の効率化を
図る。



河野節子　議員　・郷土資料や文化財の保存と管理について

　郷土資料には、家々に伝わる古文書と明治期以降に活字化された文献
資料があり、古文書の大半は、現在、宗教法人や各地区・各個人の所有
物として保管・管理されている。この中には、所有者が寄贈や寄託した
ことにより、国立歴史民俗博物館や千葉県文書館で保管しているものも
ある。
　香取市では、伊能忠敬記念館で「国宝・伊能忠敬関係資料」を保管・
管理しているほか、佐原中央図書館で「村絵図」等の資料を保管してい
る。
　佐原中央図書館と小見川図書館で明治期以降に刊行された文献資料を
所蔵しており、主に佐原中央図書館の郷土資料室で保管・管理してい
る。
　市内の古文書の受け入れについては、文章内容を判読できる職員が限
られること、判読に長期間を要すること、温度・湿度の調整が可能で燻
蒸が行える施設があること等が求められ、現在の体制では受け入れが困
難である。
　寄贈や寄託の希望があった場合には、従来から対応しているように設
備を有する諸機関と調整を図り、斡旋する。

久保木宗一　議員　・給食費の無償化について

　千葉県内においては、平成２９年１月から大多喜町で中学校の給食費
を、同年４月から神崎町が小・中学校の給食費を全額無償化を実施して
いる。
　香取市の給食費の月額は小学校が4,094円、中学校が4,612円であり、
給食費無償化実施した場合の年間支出額は約2億4,000万円となる。
　就学援助により学校給食費の援助を受けている者は348名である。
　平成２９年分の給食費収納率は98.21％であり、過去５年度分の収入未
済額は約4,300万円である。



１１ 議決事項

議案第１号 香取市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について

教育長 審議に入ります。議案第１号「香取市教育委員会処務規程の一部を改正
する訓令の制定について」、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 書き方と順番を変えただけで、中身は変わっていないということでしょ
うか。

教育総務課長 はい。従来は課長の専決事項が非常に細かい内容まで記載されていたの
で、わかりやすく整理しました。
また、条文中に「副参事」の文言がありますが、参事や副参事の職を置
くか置かないかは、その時の人事によって変わるため、市長部局に合わ
せて今回改めました。

教育長 議案第１号「香取市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定に
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 香取市社会教育指導員の任命について

教育長 議案第２号「香取市社会教育指導員の任命について」、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 ありません。

教育長 議案第２号「香取市社会教育指導員の任命について」、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２号は原案のとおり可決いたします。

議案第３号 香取市家庭教育指導員の任命について

教育長 議案第３号「香取市家庭教育指導員の任命について」、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 社会教育指導員とはどう違うのでしょうか。

生涯学習課長 各学校の家庭・学校・地域連携事業がありまして、小学１年生・中学１
年生の保護者を対象とした家庭教育や子育ての勉強会など、家庭教育学
級の運営補助に携わるのが家庭教育指導員です。
国の補助制度があったのですが、現在は市単独の事業として実施してい
ます。

委員・質疑 どういう時に活動されるのでしょうか。

生涯学習課長 担当している学校からの要請や、事業の展開がある場合に、週２４時間
を上限に勤務しています。
学校との関係性もあるので、職員が担うのは困難で、教員を経験された
方が適していると思います。

教育長 議案第３号「香取市家庭教育指導員の任命について」、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いたします。

議案第４号 香取市青少年問題協議会委員の推薦について

教育長 議案第４号「香取市青少年問題協議会委員の推薦について」、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 欠員のままではいけないのでしょうか。



生涯学習課長 宛職であり、その職に就いている者がいる場合は、前任者の残任期間分
を後任者を宛てることになっています。

教育長 議案第４号「香取市青少年問題協議会委員の推薦について」、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 香取市スポーツ推進委員の委嘱について

教育長 議案第５号「香取市スポーツ推進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 小見川でスキーの委員が２名いらっしゃいますが、どのようなことをさ
れているのでしょうか。

生涯学習課長 スキー教室を小見川、栗源・山田、青少年相談員でそれぞれ実施してお
りまして、その指導者です。以前は体育指導員という名称でした。

委員・質疑 こういった方々に学校の部活動指導員をお願いできないでしょうか。

生涯学習課長 現職で仕事されている方が多いので、この方々が学校で指導することが
できるかどうかは現時点では難しいかと思います。

教育長 議案第５号「香取市スポーツ推進委員の委嘱について」、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５号は原案のとおり可決いたします。

議案第６号 香取市水上スポーツ指導員の委嘱について

教育長 議案第６号「香取市水上スポーツ指導員の委嘱ついて」、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。

委員・質疑 この方々が直接指導されているのでしょうか。

生涯学習課長 直接指導することもあります。基本的には船舶の免許を持っている方が
大多数ですが、ボートやカヌー競技の経験者が圧倒的に多いので、体験
学習で教えたり、水上関係の競技大会でも水面上の管理などで支援いた
だいています。

教育長 議案第６号「香取市水上スポーツ指導員の委嘱について」、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 香取市教育委員会管理職員等の任免について

教育長 議案第７号「香取市教育委員会管理職員等の任免について」、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・質疑 異動希望を出して異動するのですか。

教育総務課長 班長以下は異動希望調査を行っていますが、必ずしもそれが反映される
とは限りません。

教育長 議案第７号「香取市教育委員会管理職員等の任免について」、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。



報告第１号 教育委員会教育長及び委員の任命について

教育長 それでは、報告第１号「教育委員会教育長及び委員の任命について」、
事務局から報告をお願いします。

教育総務課長 教育委員会教育長及び委員の任命について報告

報告第２号 生涯学習課の組織改編について

教育長 報告第２号「生涯学習課の組織改編について」、事務局から報告をお願
いします。

　

生涯学習課長 生涯学習課の組織改編について報告

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「学校評議会記録について」、事務局から報告をお願いしま
す。

学校教育課長 学校評議会記録について報告

１２ その他

教育長 その他、事務局より何かありますか。

生涯学習課長 伊能忠敬記念館企画展「シーボルト家の地図」について

学校教育課長 香取市立小中学校教職員の人事異動内示について

教育総務課長 各イベント・行事について

・３月２２日　ＮＩＰＰＯＮＩＡ　ＳＡＷＡＲＡ内覧会開催

・３月３１日まで　鴨川シーワールド香取市民感謝月間

・４月２２日　香取市長選挙・市議会議員選挙投開票日

・４月１日　小江戸佐原骨董市（月１回開催）

・４月１日から５月１３日まで　水郷おみがわ桜・つつじまつり

　

１３ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会３月定例会を閉会いたします。


