
令和４年１２月定例会議

1 期　　日 令和４年１２月２２日（木）　開会　午後２時００分

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午後２時５５分

２ 場　　所 香取市役所５階　５０４会議室

３ 出席委員 教 育 長　　　　　堀　越　　　洋

教育委員　　　　　芦　田　優　子

教育委員　　　　　伊　藤　博　和

教育委員　　　　　鳥　次　由紀子

４ 欠席委員 教育長職務代理者　熱　田　　　昇

５ 傍聴者 なし

６ 出席職員 教育次長　　　　　　　　　　　宇　井　正　志

教育総務課長　　　　　　　　　小　沼　利　之

学校教育課長　　　　　　　　　葛　生　　　毅

生涯学習課副参事　　　　　　　椎　名　竜　也

香取市学校給食センター所長　　秋　葉　伸　明　

生涯学習課生涯学習班長　　　　黒　田　晃　由

生涯学習課佐原中央図書館館長　板　倉　安　成

教育総務班長　　　　　　　　　多賀谷　朱　美

７ 教育長 開会宣言

８ 会議録署名人の
指名

委員　伊　藤　博　和　　　　　委員　鳥　次　由紀子　　　　

９ 前回会議録の承
認

令和４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 　先日は給食センターの件ではご心配をおかけしました。経緯につきまして
は、公務報告後に学校給食センター所長より報告いたします。それでは、公
務の報告をいたします。
　１日(木）は、教育長の就任式があり、市長より辞令をいただきました。職
員の皆さんからは温かく迎えていただきました。午後は、伊能忠敬記念館協
議会に参加いたしました。同じ時間帯で行われた人権研修会は教育次長が対
応しました。
　５日(月）、午前中は教育長と校長との人事面接を行いました。各校の年度
末人事の構想と要望についての面談を行いました。午後は、神崎町で香取地
区教育長会の臨時会と研修会に参加してきました。臨時会は行事の確認と調
整、研修会では北総教育事務所の主席管理主事より香取地区の児童生徒数の
推移、教職員の年齢構成、管理職の定年退職等、年度末人事異動に係わる講
話がありました。
　６日(火）、初めて庁議に参加し、その後、５日の続きで教育長と校長との
人事面接を行いました。７日(水）午後、香取市教頭会に参加しました。
　９日(金）は、北総教育事務所に就任の挨拶後、人事についての要望と情報
交換を行いました。また、Ｂ＆Ｇ財団が橘堰の艇庫の視察を行いました。併
せて、小見川、山田、栗源の施設も視察しました。時間帯が重なりましたの
で、担当者が随行しました。終了後、改修の概要や施設の利用等についての
情報交換を行いました。

　１０日(土）は、今年で最後になる第４２回佐原公民館祭りに参加し、発表
や作品の展示を見学いたしました。翌、１１日(日）は３年ぶりに行われた第
１４回香取小江戸マラソン大会に運営者側として参加しました。市長も５キ
ロの部に参加していただくなど、盛況な大会になりました。事故や大きなけ
がをする参加者もなく、無事終了することができました。
　１２日(月）は、事務職員の共同実施運営協議会に参加した後、旧栗源町の
高萩小学校長を最後に退職された篠塚秀夫先生の叙勲の伝達式を行いまし
た。１３日(火）は、部課長会議、市長・教育長会議、教育委員会次課長会議
と連続して３つの会議に参加しました。

　１８日(日）は、山田公民館で行われた第２９回クリスマスコンサートに参
加しました。小見川中学校の合唱と小見川吹奏楽団の演奏が行われ、演奏者
と参加者が一体となったすばらしいコンサートでした。１９日(月）は、北総
教育事務所の次長、主席管理主事、管理主事が来庁し、市内小・中学校長と
人事に関する面接を行いました。教育委員会からは、教育長、学校教育課
長、担当管理主事が同席いたしました。２０日(火）は庁議に参加しました。
また、この日は給食センターについての対応をいたしました。２２日(木）本
日、教育委員会議１２月定例会となります。
以上、公務について、ご報告いたします。

給食センター所
長

　１２月２０日(火）ネズミ侵入についての状況及び対応の他、今後の衛生管
理について報告

１０ 議決事項

議案第１号 香取市立小学校及び中学校管理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１号「香取市立小学校及び中学校管理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 　議案第１号「香取市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の
制定について」ご説明させていただきます。
　地方公務員法が改正され、公務員の定年引上げに関連し、令和５年４月１
日より定年前再任用短時間勤務制が導入されます。このことに対応するた
め、第１４号様式「組織編制報告書」内の下の表で、右から２列目に「再任
用短時間職員」と記載されていたものを「定年前再任用短時間勤務職員」に
改めると共に必要な経過措置を定める内容となっております。
　ご審議の程よろしくお願いいたします。

教育長 ただいま提案理由の説明が終わりました。
それでは、議案第１号について、質疑に入ります。
ご質問等ございませんか。

委員・質疑 　組織編制報告書の区分の目的と表中の休職関係・刑事事件起訴休職の内容
について教えてください。

学校教育課長 　組織編制報告書は各学校から年に２回ほど提出していただくものとなりま
す。学校に於いて、年度の途中で産育休暇を取得し代替講師が勤務した場合
や、退職された方がいた場合などがあるので、半年ごとに組織の状況を報告
をするものになります。
　先程の質問の休職関係には様々な休職があります。刑事事件起訴休職は、
刑事事件に関し起訴された場合の休職となります。

委員・質疑 休職している方の給料はどうなりますか。

学校教育課長 休職の種類や内容により給料の支払いがあるかどうか変わってきます。

委員・質疑 報告することにより人員の補填が目的となっているのですか。

学校教育課長 学校の状態を把握するためです。

教育長 議案第１号「香取市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制
定について」、採決します。賛成の方は挙手をお願いします。

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 香取市図書館管理運営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「香取市図書館管理運営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。



佐原中央図書館
長

　議案第２号「香取市図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定につ
いて」ご説明させていただきます。佐原中央図書館については、この２５日
から、みんなの賑わい交流拠点コンパス内に移転するとともに、指定管理者
制度を導入し、コンパス全体の運営を行う事業者が図書館の主な運営を担う
こととなります。
　今回、佐原中央図書館の移転等に当たり変更となる運営内容等について、
規則の改正を行うものであります。なお、この規則は小見川図書館も含まれ
たものとなっております。
　主な改正内容をご説明いたします。参考資料の新旧対照表をご覧くださ
い。第２条「佐原中央図書館の開館時間」は、午前９時から午後７時までと
します。
　第３条の「休館日」については、コンパス全体の運営と合わせるため、コ
ンパスの条例の定めるところによるという記載となります。これは佐原中央
図書館のみとなります。具体的な変更点は、現在、月曜日、祝日の翌日が休
館となっていますが、変更後は、基本的に月曜日が休館日となります。ま
た、月曜日が祝日などの休日となる場合は、その日以降の直近の平日が休み
となります。また、その他の祝日の翌日は休館ではなくなります。
　続いて第１０条「視聴覚資料の利用」ですが、カセットテープの資料は、
すでにCD、DVDに置き換わっておりますので、その改正を行います。また、改
正前の第１１条「盲人用録音テープ等の貸出等」については、既にテープ資
料がないことや他の資料と扱いを同様とするため削除します。第１４条「郷
土資料室等の利用」については、一般書架と同様に利用できるようにしたた
め削除します。
　説明は以上です。

教育長 ただいま提案理由の説明が終わりました。
それでは、議案第２号について、質疑に入ります。
ご質問等ございませんか。

委員・質疑 郷土資料室は新しい図書館にもありますか。

佐原中央図書館
長

郷土資料室は新しい図書館にもあります。現在の佐原中央図書館郷土資料
室は２階にあり、職員の目が届かない場所にあり、利用券を発行してご利用
いただきました。今回は、２階の同フロアにありますので通常通り利用でき
ます。

教育長 議案第２号「香取市図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい
て」、採決します。賛成の方は挙手をお願いします。

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 香取市教育委員会教育機関の長の任免について

教育長 議案第３号「香取市教育委員会教育機関の長の任免について」、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３号「香取市教育委員会教育機関の長の任免ついて」ご説明いたし
ます。みんなの賑わい交流拠点 コンパスが、令和４年12月25日よりオープン
することとなりました。当該施設は、会議室などの貸館や図書館機能を備え
ており、佐原中央公民館は閉館し、図書館はコンパスに引き継がれることと
なります。
　公民館はなくなり、コンパスを管理運営する指定管理者であるシダックス 
大新東ヒューマンサービス株式会社が、貸館として会議室等の貸出業務を運
営することになります。このため佐原中央公民館館長については、その職を
解き兼務となっております佐原文化会館館長として、佐原文化会館に所属し
て業務に従事します。
　説明は、以上です。

教育長 ただいま提案理由の説明が終わりました。
それでは、議案第３号について、質疑に入ります。
ご質問等ございませんか。

委員・審議 ありません。

教育長 議案第３号「香取市教育委員会教育機関の長の任免ついて」、採決します。
賛成の方は挙手をお願いします。

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 香取市青少年問題協議会委員の任命について

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。

生涯学習班長 　議案第４号「香取市青少年問題協議会委員の任命について」ご説明いたし
ます。
　青少年問題協議会は、香取市内の関係行政機関と青少年に関する施策の連
絡調整を図り、その効果的促進、青少年の健全な育成を図ることを目的とし
設置されているものです。その協議会委員は、合計１９名を令和３年８月１
日付けで市長が任命しており、教育長も含まれております。このたび新たに
教育長が就任いたしましたので、任命するものです。任期は、残任期間の令
和６年７月３１日までとなります。
説明は、以上です。

教育長 ただいま提案理由の説明が終わりました。
それでは、議案第４号について、質疑に入ります。
ご質問等ございませんか。

委員・審議 ありません。

教育長 では、議案第４号「香取市青少年問題協議会委員の任命について」、採決し
ます。この原案のとおりで差し支えないという意見でよろしい方は、挙手を
願います。



委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第４号は原案のとおり決定しました。

議案第５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 議案第５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 　議案第５号「香取市教育委員会表彰被表彰者の決定について」ご説明しま
す。
　教育委員会表彰は教育の振興を図るため、香取市教育委員会表彰規程、香
取市教育委員会表彰実施要領、香取市教育委員会感謝状贈呈に関する実施要
領に基づき、毎年、教育文化やスポーツの分野で特に優秀な成績を収めた個
人・団体、また、長年に渡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いるものであります。今年度の候補者を順にご説明申し
上げます。
　最初に教育文化の部です。まず市長特別表彰です。表彰の基準は世界規模
のコンクール等での入賞者及び全国規模のコンクール等での１位相当の賞の
受賞者が対象になりますが、本年度は該当する候補者はおりません。
　次に教育委員会表彰です。こちらの基準は全国規模のコンクールでの特別
賞の受賞者及び県規模のコンクールでの１位相当の賞の受賞者が対象になり
ます。候補者は１０名と１団体です。なお、候補者名、コンクール名及び大
会名、成績等については資料に記載のとおりでありますので、個々の読み上
げは、省略をさせていただきます。

　次に奨励賞です。基準は県規模のコンクール等での特別賞の受賞者となり
ます。候補者は１３名と１団体です。
　続いてスポーツの部です。市長特別表彰を申し上げます。この基準は世界
選手権やオリンピックの出場者、全国規模の大会での優勝者が対象になりま
す。候補者は３名と２団体です。次に教育委員会表彰です。基準は全国規模
の大会での２位、３位入賞者及び県大会、関東大会での優勝者です。候補者
は６名と２団体です。奨励賞について申し上げます。基準は県大会、関東大
会での２位、３位入賞者となります。候補者は１０名です。
　続いて功労の部です。基準は概ね１０年以上に渡り継続して、教育文化・
スポーツの振興に尽力した個人及び団体が対象になります。候補者は１名で
功績及び概要については、記載のとおりです。
　説明は以上です。

教育長 ただいま提案理由の説明が終わりました。
それでは、議案第５号について、質疑に入ります。
ご質問等ございませんか。

委員・質疑 スポーツの部・教育委員会表彰の団体「なでしこチャーミング」は、各学
校名が括弧書きで記載されていますが、1チームですか。

教育総務課長 1チームです。括弧書きで所属チームと学校名を記載しております。



委員・質疑 教育・文化の部・教育委員会表彰で、佐原小学校が千葉県課題図書小・中
学校児童生徒読書感想文コンクールで最優秀学校賞を受賞するのは２年連続
ですか。

教育総務課長 一昨年も受賞しており３年連続となります。

教育長 議案第５号「香取市教育委員会表彰被表彰者の決定について」、採決しま
す。賛成の方は挙手をお願いします。

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。

１１ その他 　　

委員・意見 　コンパス移転後の公民館予約がコンパスのホームページからのリンクとな
るため、非常に解りづらいと感じます。

生涯学習班長 公民館は１２月末を以って閉館となり貸館機能がコンパスに移ります。来
年１月からは指定管理者であるシダックスが予約管理を行います。

学校教育課長 市立幼稚園及び小中学校の卒園・卒業式の教育委員会出席者について

教育総務課長 令和５年１月定例教育委員会議・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１２月定例会を閉会いたします。


