
令和元年１２月定例会議

１ 期　　日 令和元年１２月２６日（木）　開会　午後２時

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午前３時

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　熱　田　　　昇

教育委員　芦　田　優　子

４ 欠席委員 教育委員　平　塚　智　子

５ 傍聴者 なし

６ 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

７ 教育長 開会宣言

８ 会議録署名人の指名 委員　熱田　昇　　　委員　芦田　優子

９ 前回会議録の承認 令和元年１１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 　１１月２３日（土）、瑞穂地区にございます西坂神社新嘗祭に参加さ
せていただきました。今年は天皇陛下が変わる年で大嘗祭と呼ぶようで
す。例年新嘗祭に合わせまして、瑞穂小学校と佐原第五中学校の児童生
徒の作文、書、絵画等の作品展を行っていただいております。そして、
作文の優秀作品については、その場で朗読して、地域で子供達を支えて
いる取り組みを行っているところであります。

　翌日２４日（日）、佐原で行われました、ふるさとフェスタ２０１９
に合わせまして、「食＆ふるさと発見！」ポスターコンクール表彰式が
ございましたので、出席させていただきました。

　２５日（月）、香取地区の教育長会議及び研修会が行われました。研
修会では、県北総教育事務所の管理主事においでいただきまして、現在
の香取地区の教職員の状況のついて話をいただきました。今年度末に東
庄町の小学校の５校が統合して１校になり、香取市においても福田小学
校と神南小学校が統合して、わらびが丘小学校になりますので、２校が
１校となる状況でございます。
学校数の減少、それから児童・生徒の数の減少に伴いまして、学級数が
減少となりますので、香取地区全体の教職員の必要な数が減少している
現状でございます。ですので、今いらっしゃる先生方でも、香取地区以
外の勤務をせざるをえない状況となります。また、近年再任用職員が増
えて参りましたので、そういった観点からも教職員の異動については難
しいとの話がありました。
　２６日（火）、東総運動場で香取市小学校駅伝大会が行われました。
優勝は佐原小学校、２位が栗源小学校、３位が小見川中央小学校でござ
いました。今年は朝の練習をなくしました。また、雨天が多かったため
練習が十分に出来ているか心配との声が校長先生の方からありました。
そのような場合には、特別に許可をだすことも可能ですので、教育委員
会あてに申請をだしていただき許可する体制もありますが、現状統合に
合わせてスクールバスの使用状況等もあり、時間の確保が難しいとのこ
とですので、今後検討していきたいと思っております。
　午後からは、１２月市議会が開会されました。

　３０日（土）、佐原文化会館におきまして３０歳の成人式が行われま
した。こちらは３０歳になる方々が中心となり企画して、行うこととな
れば、市側も援助を行うというものでございます。二十歳の成人式から
ちょうど１０年が経ち、いろんな所に働いている方が香取市に戻ってき
てもいいかなと、そういった考えを抱く時期であるということで、そこ
に合わせて昔の仲間と顏を合わせ今の状況や、あるいは香取市に帰って
きて起業するとか、会社に勤める等、色々情報交換をする場として行う
ということで、こちらに参加させていただきました。

　１２月３日（月）、佐原税務署におきまして、一日税務署長というイ
ベントがございまして、香取中学校の篠塚天音さんが一日税務署長で参
加していただきました。篠塚さんは税に関する作文で佐原税務署長賞を
受賞しています。

　８日（日）、香取小江戸マラソン大会が行われました。天候が心配さ
れましたが、当日は晴れて気温７度で、マラソンには少し暖かかったの
ではないかと思います。参加者数は申込者数は４０００人余りでした
が、当日の完走者は３６００人位でした。ゲストランナーとして箱根駅
伝で山の神と言われた、柏原　竜二さんにおいでいただきました。柏原
さんは富士通に勤務されてますが、現在は選手を引退され、スポーツ振
興のお仕事を継続して行っていらっしゃるようです。会談の中で、この
大会は小学生が参加できる競技があるため非常に良いですねとおっ
しゃってました。今は大人が参加できるものは多いが、子どもが参加出
来る大会は少ないのでいいんじゃないですかとおしゃってました。ま
た、参加者からも好評をいただいていると聞いております。



　９日（月）は、市議会の福祉教育常任委員会がございました。教育委
員会に係る案件としましては、わらびが丘小学校のスクールバス購入に
係る議案の審査が行われました。その他、阿玉台貝塚の修繕整備を進め
る請願が提出されまして、それについては全会一致で採択されたところ
でございます。財政等の状況を考えながら検討してまいりたいと考えて
おります。

　１５日（日）、クリスマスコンサートが山田公民館で行われました。
こちらは、山田町時代から続いているコンサートで、今年で２６回目と
いうことです。コンサートを行っていただいたのは、小見川中学校の合
唱部、それから山田中学校の吹奏楽部、小見川吹奏楽団の方々でした。

　１７日（火）には、中学校国際交流事業結団式がございました。
　一昨日２４日（火）は、第２回伊能忠敬記念館協議会の会議が行われ
まして、現在の展示も好評なんですが、少しわかりにくい面や子ども達
にもっと親しまれるよう、展示内容の順序の入れ替えを行い工夫したい
と事務局から提案されましたので、それに向けた意見交換が行われまし
た。報告は以上となります。

１１ 議決事項

議案第１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 審議に入ります。議案第１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 教育委員会表彰につきましては、教育の振興を図るため、香取市教育委
員会表彰規程及び香取市教育委員会感謝状贈呈に関する実施要領等に基
づき、毎年、スポーツ及び文化の分野で特に優秀な成績を収めた、ま
た、長年にわたり教育の振興について、功績が顕著であった個人、団体
の表彰を行っております。

被表彰者決定の流れにつきましては、まず、各学校や団体へ推薦依頼を
する他、広報やＨＰに掲載し表彰候補者の推薦を受付けます。

推薦を受けた表彰候補者について、教育部長を委員長、教育総務課、学
校教育課、生涯学習課の各課長で構成する教育委員会表彰審査会におい
て審査を行い、その結果をもとに、本委員会で被表彰者を決定していた
だくということになります。

今年度は、１２月１６日に審査会を行い、その結果が、３頁から９頁と
なります。

審査会では、各大会、コンクール等の規模や主催団体、その成績等につ
いて審査いたしました。その結果、表彰に該当しないと判断したもの
が、６頁下段と８頁に掲載しております。その理由としましては、ス
ポーツの部では、その大会が教育委員会の後援となっていないため、基
準を満たさない等、教育文化の部では、受賞した成績が、基準を満たさ
ない等と判断したものです。
３頁　スポーツの部、市長特別表彰

基準は、アジア大会や世界規模の大会に出場したもの、全国規模の大会
で優勝したものです。

推薦が１名４団体の内、こちらに掲載の１名３団体を被表彰候補者とい
たしました。

３頁～４頁　スポーツの部、教育委員会表彰

基準は、全国規模の大会で２位、３位、関東又は県規模の大会で優勝し
たものです。



推薦　１１名４団体　、すべてを被表彰候補者といたしました。

その中で、６頁非該当の４の２名については、団体での申請に入ってお
りましたが、団体戦にエントリーしていないということで非該当としま
した。

４頁～６頁スポーツの部、奨励賞

基準は、関東又は県規模の大会で２位、３位となったものです。また、
小・中学生のみが対象となります。

推薦　１４名４団体の内、１３名３団体を被表彰候補者といたしまし
た。

７頁　教育文化の部、市長特別表彰の推薦はありませんでした。

教育文化の部、教育委員会表彰

基準は、全国規模のコンクール等で特別賞、県規模のコンクール等で１
位相当の賞を受けたものです。

推薦　９名２団体の内、こちらに掲載の６名２団体を被表彰候補者とい
たしました。

教育文化の部、奨励賞

基準は、県規模のコンクール等で特別賞を受けたものです。また、小・
中学生のみが対象となります。

推薦　８名の内、こちらに掲載の６名を被表彰候補者といたしました。

９頁　功労の部、教育委員会表彰

こちらは、概ね１０年以上にわたり継続して文化・スポーツの振興に尽
力した団体又は指導者となります。

1名の推薦があり、その方を被表彰候補者といたしました。

最後に、感謝状です。

こちらは、文化・スポーツ等の教育行政に協力又は教育施設等の充実整
備について功績が著しい個人又は団体となります。

２名の推薦があり、その方を被表彰候補者といたしました。

説明は以上です。

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 スポーツの部、市長特別表彰について、選ばれなかった１団体の理由は
何ですか。

教育総務課長 教育委員会等の後援がないため、基準を満たさない大会のため非該当と
なります。

委員・質疑 スポーツの部、市長特別表彰の団体は、高校生と中学生でチームを編成
できるのですか。

教育総務課長 こちらのカヌーの競技については、高校生と中学生が一緒に出場できる
大会とのことです。

教育長 議案第１号「香取市教育委員会表彰被表彰者の決定について」、採決さ
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 学校医の解職及び委嘱について

教育長 議案第２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 福田小学校、神南小学校の閉校により、保津医師、鈴木医師、浅野医
師、越川医師、大塚医師を令和２年３月３１日に解職いたします。わら
びが丘小学校新設に伴い、香取郡市医師会の推薦を受けまして、わらび
が丘小学校、学校医として、越川医師、大塚医師、浅野医師を、令和２
年４月１日から委嘱することを提案いたします。以下解職日を令和２年
３月３１日、委嘱日を令和２年４月１日とさせていただきます。また、
退職の申出により、佐原小学校、佐原中学校の学校医、安住医師を解職
いたします。後任として香取郡市医師会の推薦を受けまして、佐原小学
校、佐原中学校の学校医として、吉武医師を委嘱することを提案いたし
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「学校医の解職及び委嘱について」、採決させていただきた
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 学校歯科医の解職及び委嘱について

教育長 議案第３号「学校歯科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 福田小学校の閉校に伴い、学校歯科医、小林医師、神南小学校の閉校に
伴い、学校歯科医、堀井医師を解職し、香取匝瑳歯科医師会の推薦を受
け、わらびが丘小学校の学校歯科医に小林医師を委嘱することを提案い
たします。また、退職の申出があり瑞穂小学校歯科医、平野医師、佐原
第五中学校歯科医、菅井医師を解職し、後任として香取匝瑳歯科医師会
の推薦を受けまして、瑞穂小学校歯科医として、木内医師、佐原第五中
学校歯科医として、小倉医師に委嘱することを提案いたします。

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「学校歯科医の解職及び委嘱について」、採決させていただ
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。

議案第４号 学校薬剤師の解職及び委嘱について

教育長 議案第４号「学校薬剤師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 福田小学校の閉校に伴い、学校薬剤師、佐久間氏、神南小学校の閉校に
伴い、学校薬剤師、今泉氏を解職し、香取郡市薬剤師会の推薦により、
わらびが丘小学校、学校薬剤師として、佐久間氏を委嘱することを提案
いたします。

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 ありません。

教育長 議案第４号「学校薬剤師の解職及び委嘱について」、採決させていただ
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 香取市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則について

教育長 議案第５号「香取市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規
則について」、事務局から提案理由説明をお願いします。

今回の一部改正は、香取市学校給食費徴収規則の一部を改正するにあた
りまして、併せて現行規則の内容を見直し、文中の文言をより適正なも
のとし整備するものでございます。

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 ありません。

教育長 議案第５号「香取市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規
則について」、採決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。

学校給食センター
所長



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しました。

議案第６号 香取市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則について

教育長 議案第６号「香取市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則につい
て」、事務局から提案理由説明をお願いします。

学校給食費は、平成１８年度以降、現在まで価格上昇に伴う実質的見直
しを行わず提供してまいりましたが、食材費の高騰により献立を立てる
のが困難な状況にあります。これまでの価格上昇分を加味し、（月額）
小学生「4,688円」、中学生「5,278円」に改めるものでございます。

また、学校給食費の徴収方法について、規則により口座振替を原則化す
ることで、根拠を明確にし、納付率を高めるとともに、学校長を経由せ
ず、直接保護者等に督促状等を確実かつ迅速に届くようにするもので
す。

さらに、督促状発付後の不履行者に対し強制執行へ移行していくため、
所要の改正を行うものでございます。

なお、今回の学校給食費見直しに関しましては、１０月２８日開催の学
校給食センター運営委員会において、「妥当である」とのご意見を頂戴
しております。

この規則は、令和２年４月１日から施行するものでございます。

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 現在、強制執行に該当する方はいらっしゃいますか。

強制執行に関しましては、現段階では行っておりません。今後につきま
しては、納付相談に応じていただけない方は、債権管理課と一緒に調査
を進めながら強制執行へ進めていくようになります。

委員・質疑 未納額はいくらくらいですか。

平成３０年度決算で申しますと、過年度分未納額は43,264,230円となっ
ております。

教育長 未納額は減りませんか。

現年度分の学校給食費は、およそ９８．４２％から９９％の収納率です
けれども、金額にいたしますと４００万円前後が現年度分の滞納額とな
り、それに対しまして過年度分は３６０万円程度の徴収が出来ておりま
すので、その差額分の４０万円程度が例年滞納の繰り越し増となる傾向
です。

委員・質疑 未納分を徴収できる見込みはありますか。
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まずは、裁判所に支払い督促という手続きを行い、支払い督促の段階で
どのような状況になるか、見込の点では厳しいものがあると思いますけ
れども、取るべき手続きは取っていきたいと考えております。

教育長 議案第６号「香取市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則につい
て」、採決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。

報告第１号 第２次香取市教育ビジョン（案）について

教育長 報告第１号「第２次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 第２次香取市教育ビジョン（案）について説明

教育長 報告第１号「第２次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 ５頁、用語説明のアスタリスクが抜けていませんか。

教育総務課長 追記して、修正させていただきます。

教育長 今後の日程について、事務局より説明をお願いします。

教育総務課長 今後の日程につきましては、パブリックコメントでいただいた意見につ
いて検討いたしまして、最終的には２月定例会でご審議いただいて決定
する予定でおります。

教育長 報告第１号「第２次香取市教育ビジョン（案）について」は終了しま
す。

１２ その他 　　

教育長 その他、事務局より何かありますか。

令和元年度　卒園・卒業式について

令和２年度　中学生国際交流事業について
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教育総務課長 １月１２日（日）成人式について
　　１６日（木）教育委員研修会について
　　２３日（木）定例会について
　　２７日（月）教育委員会表彰式について
福田小学校及び神南小学校の閉校記念式典について

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


