
令和２年３月定例会議

１ 期　　日 令和２年３月２４日（火）　開会　午後２時００分

　　　　　　　　　　 　　 閉会　午後３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　熱田　　昇　　　委員　芦田　優子

８ 前回会議録の承認 令和２年３月臨時会議事録を承認

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 　新型コロナウイルスの感染拡大が広まった時期でございましたので、市
では２月２５日・２６日に新型コロナウイルス感染症対策連絡会議を開催
いたしました。２月２６日の会議で２７日から新型コロナウイルス感染症
対策本部会議に移行することが決まりましたので、２７日以降は新型コロ
ナウイルス感染症対策本部会議となっております。

　現在まで、８回の会議を開催しております。主に新型コロナウイルスの
感染拡大防止のために、市として取り組むべき行動について話合っている
ところでございます。特に教育委員会は管理する施設が多いため、その施
設の利用についてどのように対応したらよいか毎回議題となり協議してお
ります。また、学校の対応に関しても同様に協議事項となっております。

　個々につきましては、大きなことはありませんが、同時期に議会の日程
も重なっておりましたので、２月２５日（火）に開会いたしまして、２７
日（木）に本会議がございました。
　一般質問につきましては３月４日（水）・５日（木）となり、１０日
（火）に予算審査特別委員会が開催され、１２日（木）に福祉教育常任委
員会が開催されました。

　１８日（水）に、採決いたしまして、閉会いたしました。

　また、卒業式についても日程が重なりまして、教育委員の皆様方にも各
学校の方にご出席いただいたところです。私は３月１３日（金）に福田小
学校、１４日（土）に新島中学校、そして１７日（火）に神南小学校、１
９日（木）に竟成小学校の卒業式に参加させていただきました。

　在校生が居ないため普段と違った卒業式ではございましたけれども、こ
のような状況でも卒業生については大変良く出来たと思います。先生方は
練習の時間が無かったことから、どちらの学校でも心配をされてました
が、本番当日は大変良く出来ていたと思っています。主体性がでて自ら出
来ると自覚できたいい機会となったのかもしれません。　報告は以上でご
ざいます。

１０ 議決事項

議案第１号 香取市学校教育相談員設置等に関する規則等の一部を改正する規則の制定に
ついて

教育長 審議に入ります。議案第１号「香取市学校教育相談員設置等に関する規
則等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 臨時、非常勤職員の適正な任用及び勤務条件を確保するため、地方公務
員法及び地方自治法の一部を改正する法律が、令和２年４月１日から施行
されることにより、一般職の会計年度任用職員制度が創設されるととも
に、非常勤特別職員及び臨時的任用職員の任用条件の厳格化が図られるこ
ととなります。

今回、改正する規則にかかる委員の、第１条は学校教育相談員に係る規
則、第２条が家庭教育指導員、第３条が社会教育指導員、この３つの委員
につきましては４月１日以降、会計年度任用職員に区分されることとなる
ため、各規則の任期を「１年」と表示されているものを「任用された会計
年度の末日まで」と改正するものでございます。
　第４条につきましては、学校運営協議会の設置等に関する規則ですが、
こちらは、引用する法律の条項のずれを整理するものでございます。



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 ありません。

教育長 議案第１号「香取市学校教育相談員設置等に関する規則等の一部を改正
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 香取市立幼稚園等預かり保育事業実施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２号「香取市立幼稚園等預かり保育事業実施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。

学校教育課長 令和元年10月１日からの幼児教育保育の無償化制度の開始により、費用
負担の免除対象となったため改正を行うものでございます。改正前は預か
り保育の免除対象者が第１階層、第２階層、第３階層に該当する世帯でし
た。第１階層とは生活保護受給世帯、第２階層とは市民税非課税世帯、第
３階層とは市民税所得割非課税世帯の内、第２子以降が免除対象でござい
ました。

　改正後になりますと、子ども・子育て支援法第30条の４第２号で規定さ
れている、保育の必要性があると認定を受けた場合に公費負担額に相当す
る額、具体的には月額11,300円までの範囲で無償となります。

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「香取市立幼稚園等預かり保育事業実施規則の一部を改正す
る規則の制定について」、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 香取市社会教育指導員の任命について

教育長 議案第３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 香取市社会教育指導員設置に関する規則第４条の規定によりまして、香
取市社会教育指導員として３名の方を任命するものでございます。

社会教育指導員の主な業務内容でございますが、小中学校の保護者を対
象に家庭教育学級をすべての小中学校で実施しておりますが、その際、学
校と連携いたしまして事業内容等についてアドバイス等を行っておりま
す。また、生涯学習課での様々な催し、成人式やわんぱく教室等の補助を
お願しているところでございます。

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 任期は１年のようですが、皆さん新規ですか。

生涯学習課長 秋本さんは来年度３年目となり、萩原さんは来年度で２年目となりま
す。そして、小林さんが来年度１年目で新規となります。

教育長 議案第３号「香取市社会教育指導員の任命について」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 香取市スポーツ推進委員の委嘱について

教育長 議案第４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。

生涯学習課副参事 スポーツ推進委員につきましては、スポーツ基本法の第32条及び香取市
スポーツ推進委員に関する規則の規定によりまして、香取市スポーツ推進
委員を別紙一覧のとおり53名委嘱するものでございます。

スポーツ推進委員につきましては、香取市のスポーツの推進にかかる体
制の整備を図るため委嘱するもので業務の内容ですけれども、各種スポー
ツ教室、具体的にはスキー教室やヨガ、エアロビクス教室等や各種大会、
大きな大会としまして、市民レガッタや香取小江戸マラソン大会、10月に
各地区で行われますレクリエーション大会等の運営をしていただくことに
なっております。

また、新しい軽スポーツ等、県の方から紹介されますので、そういった
軽スポーツの普及にも努めていただくことになっております。

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 直近で行う、スポーツ大会はありますか。

生涯学習課副参事 市民レガッタとなります。

委員・質疑 大会に関して、推進委員から開催等についての意見を求めたりするので
すか。



教育長 レガッタの主催はどちらですか。

生涯学習課副参事 主催は香取市教育委員会となり、開催等について推進委員から意見を求
めることはありません。

教育長 実行委員会はあるのですか。

生涯学習課副参事 ありません。レガッタは直営の行事となっております。

委員・質疑 推進委員は大会の補助を行っているのですか。

生涯学習課副参事 基本的には補助となります。実質大会運営の中の主たるところをやって
いただいております。

委員・質疑 名簿の特技・資格欄に記載のあるスポーツについて指導していただける
のかと思いましたが、指導して下さるわけではないのですね。

生涯学習課副参事 指導も可能ではありますが、実際に指導したことはございません。

教育長 議案第４号「香取市スポーツ推進委員の委嘱について」、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 香取市水上スポーツ指導員の委嘱について

教育長 議案第５号「香取市水上スポーツ指導員の委嘱について」事務局から提
案理由説明をお願いします。

生涯学習課副参事 香取市水上スポーツ指導員に関する規則第５条の規定により、香取市水
上スポーツ指導員を別紙のとおり15名委嘱するものでございます。

水上スポーツ指導員につきましては、主にボート・カヌーの大会の運営
協力、協力の内容としましては救助艇の操縦や、審判艇の操縦等となりま
す。指導員の中には、ボートやカヌーの審判等の免許を所持している方も
いらっしゃいますので、水上スポーツに関する大会、市の大会や県の大
会、高校の大会等の運営協力をいただくこととなります。

教育長 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 こちらは、指導員となっていますので、皆さん指導されるんですか。

生涯学習課副参事 　指導できる方もいらっしゃいますし、船舶免許を所持していている理由
から協力いただいている方もいらっしゃいますので、すべての方が指導で
きる訳ではございません。



教育長 議案第５号「香取市水上スポーツ指導員の委嘱について」、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しました。

議案第６号 香取市教育委員会管理職等の任命について

教育長 議案第６号「香取市教育委員会管理職等の任命について」について、事
務局から提案理由説明をお願いします。

教育総務課長 退職につきましては３月31日付け、及び異動につきましては４月１日付
けに係る香取市教育委員会の管理職員と教育機関の長につきまして同意を
求めるものでございます。

まず、教育委員会事務局から市長部局等への異動等につきましては、３
月31日付け退職者が教育部長を含め２名で、４月１日付け市長部局への出
向は生涯学習課副参事を含め３名。市長部局等から教育委員会事務局への
異動は、４月１日付けで新たに教育委員会に３名。教育委員会事務局内部
の異動が、生涯学習課長を含め４名が教育委員会内部での異動となりま
す。

再任用等職員の異動につきましては、再任用等職員の退職者が３月31日
付けで、伊能忠敬記念館長を含め３名となり、４月１日付けで３名の方
が、再任用職員として任命となります。

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「香取市教育委員会管理職等の任命について」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 学校評議員会記録について

教育長 報告第１号「学校評議員会記録について」事務局から説明をお願いしま
す。

学校教育課長 学校評議員会記録について説明

教育長 報告第１号「学校評議員会記録について」、意見等はありませんか。



委員・質疑 小見川東小学校では入学生が「来年度はゼロ」とありますが、４月に新
入生が入って来なくて、存続とか、問題点はないのでしょうか。

学校教育課長 学校行事の「入学式」や「新入生歓迎会」等は行えませんが、その他工
夫して学校行事を行っていきたいと考えております。

委員・質疑 来年度以降、複式学級となるわけではないのですか。

教育長 再来年度の入学予定が10数名おりますので、複式学級になることはない
と思われます。

委員・質疑 神南小学校、大倉小学校でイノシシの目撃があるようですが、多いので
すか。

学校教育課長 何度か報告がありましたので、市の環境安全課や警察署に連絡をして、
保護者にもメール等でお知らせして、注意喚起をしました。また、教員も
下校指導等行い安全の確保を行っております。

委員・質疑 佐原小学校の「Ｓマップ」とは、どんなものですか。

学校教育課長 安全マップのことで、危険箇所を表示しております。

委員・質疑 学校評議員に選ばれる基準は何でしょうか。

学校教育課長 例えば、地域の代表の方でしたり、保護者の代表の方や、学校のＯＢの
方等、各学校によって構成は違いますが、それぞれの立場からご意見をい
ただける方にお願いしております。

教育長 教育委員会の規則で決まっておりまして、今説明がありました各代表の
方々等の中から各学校の校長が推薦して教育委員会が任命するようになっ
ております。４月の教育委員会会議でご審議いただいて、任期は最長で３
年となります。

委員・質疑 新島中学校の体育館はいつ頃から、使用できるのですか。

学校教育課長 来年度、工事を予定しておりまして工期等の詳細についてはまだ決まっ
ておりませんが、来年度中に完成する予定でおります。

教育長 報告第１号「学校評議員会記録について」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。



学校教育課長 新型コロナウイルス感染症対策に係る小中学校の対応について

教育総務課長 新型コロナウイルス感染症対策に係る教育施設等の対応について

４月臨時会について

４月定例会の日程について

１２ 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。


