
令和元年５月定例会議

１ 期　　日 令和元年５月２４日（金）　開会　午後３時００分

　　　　　　　　　　 　　 閉会　午後４時１０分

２ 場　　所 市役所５階　５０４会議室

３ 出席委員 教 育 長　金　子　基　一

教育委員　平　山　茂　治

教育委員　平　塚　智　子

教育委員　熱　田　　　昇

教育委員　芦　田　優　子

４ 傍聴者 なし

５ 出席職員 教育部長　　　　　　　　　岩　立　一　郎

教育総務課長　　　　　　　高　岡　洋　一

学校教育課長　　　　　　　岡　野　健一郎

生涯学習課長　　　　　　　増　田　正　記

生涯学習課副参事　　　　　宇　井　正　志

香取学校給食センター所長　小　倉　律　子

教育総務班長　　　　　　　木　内　智　子

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　平塚　智子　　　委員　芦田　優子

８ 前回会議録の承認 平成３１年４月定例会議事録を承認

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 　４月２６日（金）午前中、小見川文化協会定期総会に参加させていた
だきました。午後は、Ｂ＆Ｇ海洋センターの関東ブロック総会が日本財
団ビルで行われましたので、そちらに参加させていただきました。２７
日（土）東総運動場にて北総地区中学校陸上競技大会が行われ、開会式
に参加させていただきました。
　連休明け、５月７日（火）にＪＡかとり様から「農業と私たちのくら
し」という小学校５年生向けの冊子の寄贈がありました。本とＤＶＤと
教師用の指導書をいただき、寄贈式を市長室で行いました。８日（水）
は皆様方にも参加していただきましたが、香取地区教育委員会連絡協議
会の理事会並びに総会、分科会がございました。
　１０日（金）業務が重なり、参加することが出来ませんでしたが、小
見川で国民体育大会関東ブロック大会ボート競技実行委員会設立総会が
ありました。今年７月、小見川で国民体育大会の本大会の予選がありま
すのでそちらの実行委員となります。

　１１日（土）午後から、香取郡市ＰＴＡ連絡協議会定期総会に参加さ
せていただきました。１４日（火）午後、第１回特別支援連携協議会会
議また、専門家チーム会議がございましたので、そちらの方に参加させ
ていただきました。

　１５日（水）から市内の小中学校長の目標申告について１６日
（木）、２２日（水）の３日間に分けて、全学校長と今年の学校経営に
ついての面談を行いました。

　１７日（金）ですが、午後から香取学校保健会総会並びに講演会がご
ざいまして、講演会では「学校における保健教育について」、袖ケ浦さ
つき台病院の細井尚人先生から「がん」や「認知症」についても、学校
でどのように教えていくべきか、ヒントとなる講話をいただきました。

　１８日（土）は午後から青少年相談員の委嘱状交付式がございました
ので、市長の代理で委嘱状を相談員の皆様に交付させていただきまし
た。１９日（日）は千葉県東部５市体育大会が成田市で行なわれ、開会
式に参加させていただき、その後各競技を応援させていただきました。
香取市の成績は、優勝したのは４種目で軟式野球、陸上競技、柔道、ソ
フトボール男子となります。総合成績は第３位でした。優勝が成田市、
第２位が旭市でした。
　２０日（月）県庁で、日本遺産北総４都市江戸紀行活用協議会がござ
いまして、佐倉市、成田市、香取市、銚子市の北総４市の日本遺産につ
いて今後どのように活用していくかの会議がございました。
　２１日（火）は平塚委員にも参加していただきましたが、千葉県市町
村教育委員会連絡協議会定期総会及び特別講演が茂原市でございました
ので、出席させていただきました。
　２３日（木）は、午後から香取地区社会教育連絡協議会定期総会に参
加し、その後、千葉県国公立幼稚園・こども園協会香取地区総会がござ
いましたので、参加させていただきました。報告は以上でございます。

１０ 議決事項

議案第１号 教育財産の用途廃止について

教育長 審議に入ります。議案第１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 旧香取市立八都第二小学校の用地について、隣接する社会福祉法人やま
だ福祉文庫・自然より当該施設の園芸及び農耕作業の用地として借用の
依頼がございました。当該土地につきましては今年の３月末に閉校いた
しました八都第二小学校の旧校舎がございました用地でありまして、貸
与しても差し支えないと思慮されるため、用途廃止をお願いするもので
ございます。決定をいただいたのちに市長部局側で貸付の手続きを行う
予定でございます。

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 自然さんは主にどんなことをされているんですか。

教育総務課長 生活介護事業所で主に障がい者の方が、自立と社会活動への参加を促進
するため訓練と職業の提供を行っています。その中で農作業やガーデニ
ングで自然と触れ合い、ジャムや団子等を作り販売しております。

教育長 議案第１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１号は原案のとおり可決しました。

議案第２号 三菱銀行佐原支店旧本館保存修理工事請負契約の締結について

教育長 議案第２号「三菱銀行佐原支店旧本館保存修理工事請負契約の締結につ
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 東日本大震災以後閉館中の三菱銀行佐原支店旧本館の耐震補強工事を行
うとともに、文化財としての価値を高めるために創建当初へ復元するこ
とを目的とした保存修理を行います。契約方法は随意契約で、契約金額
は６億５百万円、契約の相手方は清水建設株式会社千葉支店となりま
す。工事の期間は令和元年度から令和３年度までの３カ年間を予定して
おります。

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 公募型プロポーザル（ＥＣＩ方式）とはどういうものなんですか。

生涯学習課長 文化財の復旧となりますと、高度な施工技術が必要となることから、今
回は設計の段階から施工業者が入り高度な技術支援等のアドバイスをい
ただきながら進めています。

このように公募型プロポーザルで選定した施工業者に、設計の段階から
参画してもらうシステムをＥＣＩ方式といいます。

委員・質疑 公募型ということは、何社の中から選んだわけですか。



生涯学習課長 実際に公募してきたのは、１社だけでございます。
三菱館を創建したのが、清水建設さんですのでそこの１社のみとなりま
す。

教育長 議案第２号「三菱銀行佐原支店旧本館保存修理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しました。

議案第３号 香取市教育支援委員会委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第３号「香取市教育支援委員会委員の委嘱及び任命について」事務
局から提案理由説明をお願いします。

学校教育課長 教育支援委員会は、特別な教育的ニーズのある児童生徒について、調査
資料をもとに、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、就学について
検討し、適切な指導及び支援に資するための組織でございます。また、
この会議の審議結果は、就学相談や就学指導の大きな拠り所となりま
す。
香取市教育支援委員会条例に基づき、委員は１６名以内、任期は２年と
なっております。今年度は改選の年ではありませんが、前任者が退職・
転任したため、後任者への委嘱及び任命となります。後任者の任期は、
２０１９年４月１日から２０２０年５月３１日です。

教育長 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 ありません。

教育長 議案第３号「香取市教育支援委員会委員の委嘱及び任命について」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しました。

議案第４号 香取市教育支援委員会調査員の任命について

教育長 議案第４号「香取市教育支援委員会調査員の任命について」事務局から
提案理由説明をお願いします。



学校教育課長 教育支援委員会調査員は、特別な教育的ニーズのある児童生徒、及び特
別な教育的ニーズの必要が疑われる幼児、児童生徒について、幼稚園、
保育所、各小中学校での観察や聞き取りにより、子どもの実態を調査
し、教育支援委員会に調査結果を報告する役割がございます。香取市教
育支援委員会条例第７条の規定に基づき、各小中学校の特別支援学級担
任２６名を任命するものです。

教育長 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 皆さん、現職の教諭のようですが、そのような取り決めがあるんです
か。

学校教育課長 特別支援学級の担任ですので、より専門的な知識等ございますので、学
校全体を見渡しまして、特別な教育的ニーズの必要があるのか調査し、
教育支援委員会の報告できるようにしてございます。

教育長 議案第４号「香取市教育支援委員会調査員の任命について」、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４号は原案のとおり可決しました。

議案第５号 令和元年度教科用図書香取採択地区協議会専門調査員の推薦について

教育長 議案第５号については、教科用図書にかかる公正確保の観点から、香取
市教育委員会会議規則第６条の規程により、秘密会にしたいと思いま
す。賛成の方は挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第５号につきましては秘密会といたします。

～～～　以降、秘密会とする。　～～～

（　審　議　）

～～～　審議後、秘密会を解く。～～～

議案第６号 香取市学校給食センター運営委員会委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第６号「香取市学校給食センター運営委員会委員の委嘱及び任命に
ついて」について、事務局から提案理由説明をお願いします。



学校給食センター所長 香取市学校給食センター運営委員会の委員は現在１３名で、任期は２年
となっております。今年度は改選の年ではありませんが、前任者の転任
等により、市立小中学校長と、給食校ＰＴＡ会長について、６名の異動
がございましたので、後任者への委嘱及び任命となります。後任者の任
期は令和２年３月３１日まででございます。

教育長 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 ありません。

教育長 議案第６号「香取市学校給食センター運営委員会委員の委嘱及び任命に
ついて」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しました。

議案第７号 香取市食物アレルギー対策検討委員会委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第７号「香取市食物アレルギー対策検討委員会委員の委嘱及び任命
について」について、事務局から提案理由説明をお願いします。

学校給食センター所長 香取市内小中学校における、児童生徒の食物アレルギーの対応を検討す
るための委員会で、委員の人数は２０名以内で委員の任期は委嘱及び任
命の日から翌年３月３１日まででございます。今回任期満了に伴う委員
の委嘱は新任１０名、再任８名の１８名で、任期は令和２年３月３１日
までとなります。

教育長 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 会議は年何回くらい行うのですか。

学校給食センター所長 １回から２回程度となります。

委員・質疑 会議の主な内容はなんですか。

学校給食センター所長 委員は食物アレルギーをお持ちの児童生徒がいる学校から選任しており
ますので、学校での様子や、給食を提供するにあたっての注意点の再確
認や今後の対応についての検討を行っております。

教育長 議案第７号「香取市食物アレルギー対策検討委員会委員の委嘱及び任命
について」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しました。

議案第８号 香取市社会教育委員の委嘱について

教育長 議案第８号「香取市社会教育委員の委嘱について」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 社会教育委員でございますが、社会教育法、第１５条の規定により、香
取市社会教育委員委員を置くとありまして、定数は１７名以内となって
おりますが現在１５名の委員の方を委嘱しております。今回社会教育関
係者の香取市青少年相談員連絡協議会会長の変更に伴い、委嘱をするも
のです。

教育長 議案第８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 ありません。

教育長 議案第８号「香取市社会教育委員の委嘱について」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８号は原案のとおり可決しました。

協議第１号 令和元年度教育委員会学校等訪問（大利根分館）について

教育長 協議第１号「令和元年度教育委員会学校等訪問（大利根分館）につい
て」、意見等はありませんか。

委員・意見 展示物等、説明していただき更に理解が深まり良かったです。展示内容
が明治から平成の身近な道具ということで自分の時代と重なることもあ
り、かなり興味深く拝見することができました。

委員・意見 昨年、市内の小学校も１０校来館しているとのことですが、特別展、企
画展に小学校が来館する予定はあるのですか。

学校教育課長 昨年度から継続して行っているので、来館して今日のような説明を聞い
ている小学生もいます。特別展等に合わせて来館していると伺っており
ます。

教育長 協議第１号「令和元年度教育委員会学校等訪問（大利根分館）につい
て」の協議を終了します。

報告第１号 平成３１年度教育委員会経営計画について



教育長 報告第１号「平成３１年度教育委員会経営計画について」事務局から説
明をお願いします。

教育総務課長他 経営目標・成果と課題について説明

１１ その他 　　

教育長 その他、事務局より何かありますか。

教育総務課長 ６月定例会の日程について

６月２７日（木）学校等訪問（小見川中央小学校）

　　　　　　　　移動教育委員会　いぶき館１０１研修室

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会５月定例会を閉会いたします。

 


