
令和元年１１月定例会議

１ 期　　日 令和元年１１月２１日（木）　開会　午前１０時

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午前１１時３０分

２ 場　　所 市役所　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　平山　茂治　　　委員　熱田　昇

８ 前回会議録の承認 令和元年１０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 　１０月１１月は、各学校の研究会が多い時期でございますので、公務
が重ならない限り参加させていただきました。研究会が２日掲載されて
おります。

　それ以外に主だったものは、１０月２５日（金）の豪雨で各学校は学
校の状況により授業の繰り上げ、あるいは引き渡し等で対応いたしまし
た。授業の繰り上げのタイミングや引き渡し等について、いくつかご意
見をいただきました。県では、帰したこと自体について課題が残ってい
るということで、正式な通知が届いていませんので、はっきりしたこと
は言えませんが、学校にとめおく判断も必要ではないか。各学校の対応
状況を精査しまして、より児童・生徒の安全を優先した対応を再度検証
したいと考えております。
　翌２６日（土）、津宮小学校学校統合に係る地域説明会がございまし
た。こちらは地域検討会議を開催した際、ぜひ地域住民に説明していた
だきたいとのご意見がございましたので、他の地区では行っておりませ
んが、津宮小学校区全体の地域説明会を開催いたしました。そしてその
後、地域検討会議を開催いたしました。

　２７日（日）、栗源地区を皮切りにしまして、市民文化祭が行われま
した。栗源地区は１０月２７日の週に行われましたが、その他３地区、
山田、小見川、佐原につきましては、１１月３日（日）を中心に行われ
ました。全地区の会場を見学させていただきましたが、どちらもベテラ
ンの方々が積極的に行っている印象を受けましたが、逆に若い人たちの
参加が少ないようで、色々準備等に課題があると伺いました。

　２９日（火）、中学生議会が行われました。各中学校から４名ずつ、
計２８名の中学生議員が参加しました。その内各学校２名ずつ全体で１
４名が質問を行いました。災害対策、道路整備、高齢化の対策、地域活
性化といった市が抱えている重要な課題に対する質問がありました。教
育委員会所管の質問は給食のメニューについてと歴史資料館の設営につ
いての２件でしたが、主に市の課題や国、地球規模の課題、温暖化の問
題等に関して、非常に鋭い質問がありました。それに対しまして、市側
からは市長、副市長、担当課長等が丁寧に分かりやすい答弁をしていた
だきました。参加した生徒も市側担当者も有意義な時間になったのでは
ないかと思います。
　１１月１日（金）、研究会のひとつになりますが、佐原中学校を会場
に香取市小中学校外国語研修会が開かれました。来年度は、佐原中学校
を会場に千葉県の英語教育の研究大会が予定されております。その際、
中学校は佐原中学校ですが、小学校は北佐原小学校の授業が展開される
こととなっています。会場は一か所としますので、そのプレ授業という
ことで１１月１日におきましても、北佐原小学校の３年生と５年生が中
学校の教室を使用して展開しました。また、佐原中学校は１年から３年
生までひとクラスずつ授業を行いました。どの学年も素晴らしい授業が
展開されたのではないかと思いました。特に印象に残っているのは、佐
原中学校に派遣されているＡＬＴの方で、教員免許は持っていらっしゃ
らないようですが、日本人の方で非常に発音が良く、生徒の質問に対す
るサポートが素晴らしくて、こういった方のサポートを受けながら授業
が受けられるのは、生徒達にも良い事だと思いました。
　１２日（火）に納税表彰式がございました。中学校３年生に税に関す
る作文、また標語を市内すべての中学校で募集して、毎年取り組んでお
ります。香取市からも多くの素晴らしい作品が出品され、多くの受賞が
ありました。それぞれの市・町で展示されておりまして、先日、多古町
のコミュニティセンターへ行きましたら、作品が展示されていましたけ
れども、香取市では佐原中央公民館と各支所で展示されるとの事ですの
で、もし機会がありましたら、ご覧いただきたいと思います。
　２１日（木）本日夜、津宮小学校地域検討会があり、明日、２２日
（金）夜には、香取小学校地域検討会議が予定されております。現在、
香取小学校、津宮小学校、大倉小学校の３地区で統合に係ります地域検
討会議が進められておりますので、ご承知おきいただけたらと思いま
す。　　報告は以上となります。



１０ 議決事項

議案第１号 令和元年度１２月補正予算要求書(教育費関係予算)の提出の申出について

教育長 審議に入ります。議案第１号「令和元年度１２月補正予算要求書(教育費
関係予算)の提出の申出について」、事務局から提案理由説明をお願いし
ます。

教育総務課長 １１月２６日から開催される１２月香取市議会定例会へ提案し、審議い
ただく予定の教育費関係の補正予算（案）となります。要求した予算の
概要をご説明いたします。
学校統合整備事業は来年４月開校予定のわらびが丘小学校にかかるもの
です。まずクリーニング代は旧第三中学校で使用しておりましたカーテ
ンの内、わらびが丘小学校で使用する物のクリーニング代となります。
移設等委託料は福田小学校、神南小学校及び山田地区の閉校した小学校
からわらびが丘小学校で使用する備品、ピアノ、パソコン等の移設、ま
たパソコンの再設定業務費用となります。
学校備品購入費は、福田小学校、神南小学校と山田の旧小学校から移設
して、使用する備品以外に、新たに購入が必要な備品の購入費となりま
す。主なものは、折り畳み椅子を３００脚、Ａ４対応となっていない、
１年生と６年生の椅子、机を３３セットと、先ほどのクリーニングして
使用するカーテン以外に新たに購入するカーテン５１枚となります。
次に、福田・神南統合小学校整備事業は、わらびが丘小学校の整備事業
に係る経費でございます。主なものとしましては、学校等施設工事費で
すが、旧三中時代から設置してありました、学校敷地外周のフェンスが
老朽化したため、わらびが丘小学校の開校に合わせて改修するための工
事費となります。
続いて、小学校施設整備事業、中学校施設整備事業の設計等業務委託料
ですが、こちらは平成２９年度から実施しておりますトイレの洋式化事
業につきまして、来年度の夏季休業中に工事を行うために、今年度から
その工事に係る設計業務を行うための経費となります。
続きまして、幼稚園総務管理費の私立幼稚園就園奨励費補助金でござい
ますが、こちらは幼児教育の無償化及び預かり保育等に係る私立幼稚園
の入園者に対する補助金で、未確定でした国、県からの交付金等の制度
が確定したため不足分を計上するものです。次に伊能忠敬旧宅管理費の
修繕料は旧宅の敷地内に設置されているトイレの洋式化及び案内看板の
改修に係る費用となります。この補正予算の歳出合計は３７，５７２千
円となります。

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 ありません。

教育長 議案第１号「令和元年度１２月補正予算要求書(教育費関係予算)の提出
の申出について」、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しました。



議案第２号 教育財産の取得の申出について

教育長 議案第２号「教育財産の取得の申出について」、事務局から提案理由説
明をお願いします。

教育総務課長 わらびが丘小学校開校に伴う通学支援のためのスクールバスを購入する
売買契約の締結につきまして、１２月香取市議会定例会へ提案し議決を
求めるものとなります。購入するスクールバスは三菱ふそう ローザと
いう車種で３３人乗り及び２９人乗りが各１台、２５人乗りが２台で合
計４台購入することとなります。取得の相手方は東京都板橋区舟渡四丁
目７番１号 三菱ふそうトラック・バス株式会社 南関東ふそう とい
う業者です。こちらの業者は３３人乗りのマイクロバスの唯一の取扱い
企業でありますので、入札ではなく、見積もりを徴して随意契約で購入
するものです。４台で、２６，０２２，１８４円となります。

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 ありません。

教育長 議案第２号「教育財産の取得の申出について」、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しました。

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 教育財産の用途廃止について、こちらは、現在佐原幼稚園の２階の一部
を使用して、子育て支援課が所管する佐原放課後児童クラブが第１から
第４まで設置されております。そこに新たに佐原第５児童クラブを整備
するため、その部分を教育財産としての用途を廃止しするものです。用
途を廃止する箇所は管理教室棟の２階園長室となります。面積は３６．
２０㎡で、隣接する、学童保育倉庫と合わせまして改修して第５児童ク
ラブとして整備するとのことです。なお、この部分を用途廃止しまして
も幼稚園の運営に支障はございません。

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 ありません。

教育長 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しました。

協議第１号 令和元年度香取市成人式について

教育長 協議第１号「令和元年度香取市成人式について」事務局から説明をお願
いします。

生涯学習課長 令和元年度香取市成人式について説明

教育長 協議第１号「令和元年度香取市成人式について」、意見等はありません
か。

委員・意見等 実行委員会委員の学校推薦枠の人数、内訳は決まっているのですか。毎
年違うのですか。

生涯学習課長 基本的には各中学校の各クラスから１～２名となります。

委員・意見等 栗源地区の出席者が少ないような気がしましたので、実行委員の数を増
やしたら出席者も増えるのではないかと思いました。

委員・意見等 分母の数が少ないため、一人二人で出席率は大きく変わってしまいます
ね。

委員・意見等 そうですね。該当者が少ないとそうなりますね。

委員・意見等 栗源中学校はひとクラスですが、毎年２名ずつ実行委員になっています
よね。

生涯学習課長 はい、そのようになっています。

委員・意見等 香取市全体で、出席率８０％以上は、高いですよね。

生涯学習課長 千葉県内の他の自治体の平均が、７割位ですので、香取市の出席率は高
いと思います。

教育長 協議第１号「令和元年度香取市成人式について」の協議を終了します。

協議第２号 香取市教育ビジョン（案）について

教育長 協議第２号「香取市教育ビジョン（案）について」事務局から説明をお
願いします。



教育総務課長 香取市教育ビジョン（案）について説明

教育長 協議第２号「香取市教育ビジョン（案）について」、意見等はありませ
んか。

委員・意見等 ５３ページ、文化財の継承の下４行について、内容的には別々なので
しょうが、同じ建造物をあげているので、文章に違和感を感じますが、
もう少しまとめられないものかと思います。下の２行は追加された部分
ですよね。

教育総務課長 追加した趣旨としましては、歴史的風致維持向上計画が昨年度に策定さ
れまして、これに基づいて三菱館の保存修理事業を行うということで、
こちらは大きな事業ですので、掲載した方が良いだろうということから
加えさせていただきました。名称が重複しているところについては、表
現を変えさせていただきたいと思います。

委員・意見等 ３４ページの地域の伝統・文化・環境に対する理解と豊かな情操を育む
教育の推進の下２行の文章ですが、何を主語としているのか、わかりに
くいと思います。

教育総務課長 検討させていただきます。

教育長 パブリックコメント等の日程を確認させて下さい。

教育総務課長 パブリックコメントは１２月１０日から１月１５日を予定しておりま
す。１月定例会には、意見、対応等について報告させていただきたいと
思います。

委員・意見等 ４５ページ、「すべての市民が地域社会の一員として地域の活動に参加
できる社会の構築に向けて、年齢や性別、人種、障害の有無にかかわら
ず、様々な市民が地域の中で」ですが、市民市民となっていて、わかり
にくいと思いますが、「様々な市民が」は取ってもいいのではないので
しょうか。

教育総務課長 取る方向で、検討させていただきます。

教育長 協議第２号「香取市教育ビジョン（案）について」の協議を終了しま
す。

報告第１号 令和元年度香取市一般会計補正予算（第３号）（教育費関係予算）の提
出の申出について

教育長 報告第１号「令和元年度香取市一般会計補正予算（第３号）（教育費関
係予算）の提出の申出について」事務局から説明をお願いします。

教育総務課長 令和元年度香取市一般会計補正予算（第３号）（教育費関係予算）の提
出の申出について説明



教育長 報告第１号「令和元年度香取市一般会計補正予算（第３号）（教育費関
係予算）の提出の申出について」、意見等はありませんか。

委員・意見等 旧学校施設で、主な修繕箇所はどちらですか。

教育総務課長 主なものは、旧湖東小学校の校舎の屋根と、体育館の屋根の破損及びガ
ラス窓の破損と、外周に設置されている塀の破損等の修繕が大きなもの
となります。後、旧二中は樹木の倒木と外構施設の破損、山田地区の旧
５校と旧沢小学校につきましては、倒木等の被害がございました。

委員・意見等 今、子ども達が使用している学校施設はどうですか。

学校教育課長 ２６校中、２５校で被害がございまして、建物の屋根、フェンス、外壁
それから、ガラスの破損等がございました。

委員・意見等 備品的なものは大丈夫でしたか。

学校教育課長 備品については大丈夫でした。

委員・意見等 家屋等被害とありますが、民家へ被害を及ぼしたということですか。

教育総務課長 一部学校敷地内の屋根が飛んだり、木が倒れたりして被害のあったもの
がございました。そちらについて市全体で教育施設以外でも公園の樹木
の倒木等もございましたので、どのように対応していくか検討中でござ
います。

委員・意見等 旧学校施設は使っていない施設でいいですか。

教育総務課長 はい、閉校等となりました施設でございます。学校、給食センター、幼
稚園です。

委員・意見等 使用してなくても、修繕しないとならないとなると、沢山あると思いま
すが、その中でどこを修繕しなければならないのか基準は何ですか。

教育総務課長 閉校となった学校について、使い道が決まらない場合は教育委員会で管
理しています。例えば雨漏りなどで直さないでそのままにしていると被
害の拡大ですとか、旧学校施設でも学校開放で使用している施設もござ
います。建物自体が直しても使用できない所については応急的に被害が
拡大しないように修繕します。この先使用しないと判断された建物につ
いては撤去することになります。取壊しについては、新年度予算に予算
要求していく予定です。

教育長 報告第１号「令和元年度香取市一般会計補正予算（第３号）（教育費関
係予算）の提出の申出について」は終了します。

報告第２号 令和元年度香取市一般会計補正予算（第４号）（教育費関係予算）の提
出の申出について



教育長 報告第２号「令和元年度香取市一般会計補正予算（第４号）（教育費関
係予算）の提出の申出について」事務局から説明をお願いします。

教育総務課長 令和元年度香取市一般会計補正予算（第４号）（教育費関係予算）の提
出の申出について説明

教育長 報告第２号「令和元年度香取市一般会計補正予算（第４号）（教育費関
係予算）の提出の申出について」、意見等はありませんか。

委員・意見等 先程の報告第１号の災害復旧費とは、別のものですか。

学校教育課長 はい。先程のは台風１５号によるもので、報告第２号については、新た
に分かった台風１５号の被害と、台風１９号による被害の修繕となりま
す。

体育施設に関しましても、台風１９号による被害の修繕となります。

生涯学習課長 文化財につきましては、今年国指定となりました下総佐倉油田牧跡の倒
木が大変多かったものですから、追加で計上させていただきました。

委員・意見等 第４号が優先されるのではなく、３号、４号それぞれ別の事案というこ
とですね。

教育総務課長 即急に対応するために第３号で補正して、その後追加で台風１５号と１
９号と大雨で第４号で追加されています。

委員・意見等 それぞれ追加ですか。

教育総務課長 はい、それぞれ追加しています。当初、災害復旧費は０円でしたが、第
３号の補正で災害復旧費７３，３２７千円を追加し、第４号の補正で１
２，１８５千円を追加し、災害復旧費の歳出合計は８５，５１２千円と
なります。

委員・意見等 １０月の大雨で、そういった被害はありませんか。

教育総務課長 １０月の大雨では、小さな雨漏りはありましたが、教育関係で災害復旧
費に係ることはございませんでした。

教育長 報告第２号「令和元年度香取市一般会計補正予算（第４号）（教育費関
係予算）の提出の申出について」は終了します。

１１ その他 　　

教育長 その他、事務局より何かありますか。

生涯学習課副参事



学校給食費について

香取小江戸マラソン大会について

教育総務課長 １２月定例会の日程について
１月の教育委員会表彰式について

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会１１月定例会を閉会いたします。

学校給食センター
所長

生涯学習課副参事


