
令和２年５月定例会議

１ 期　　日 令和２年５月２８日（木）　開会　午後２時００分

　　　　　　　　　　 　　 閉会　午後３時３０分

２ 場　　所 市役所５階　大会議室

３ 出席委員 教 育 長　金　子　基　一

教育委員　平　塚　智　子

教育委員　熱　田　　　昇

教育委員　芦　田　優　子

教育委員　伊　藤　博　和

４ 傍聴者 なし

５ 出席職員 教育部長　　　　　　　　　　増　田　正　記

教育総務課長　　　　　　　　篠　塚　和　広

学校教育課長　　　　　　　　岡　野　健一郎

生涯学習課長　　　　　　　　髙　岡　洋　一

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　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　伊藤　博和　　　委員　芦田　優子

８ 前回会議録の承認 令和２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 　コロナウイルスの感染拡大防止のため、いろいろな会議が中止延期ある
いは文書会議になりましたので、主なものは庁舎内における新型コロナウ
イルス感染症対策本部会議でございます。５月２６日に第１９回目がござ
いました。来週も予定しておりまして、ちょうど２０回目となります。
　国の方の緊急事態宣言が解除されましたので、市の方も対策本部会議は
形式上解散という形になりますけれども、今後第２波第３波の流行に備え
て連絡的な会議は継続するというような日程でございます。

　報告は以上です。

１０ 議決事項

議案第１号 令和２年度香取市一般会計補正予算（教育関係費予算）の提出の申出につい
て

教育長 議案第１号「令和２年度香取市一般会計補正予算（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 議案第１号についてご説明させていただきます。香取市議会６月定例会
に提出する教育費関係の補正予算案となります。主な内容でございます
が、小学校中学校で一人一台端末及び通信ネットワークを一体的に整備す
るため国の補助金を活用し整備を進めていくものでございます。まず、歳
出ですが、学校教育情報ネットワーク整備事業に小中学校のインターネッ
ト環境整備に関する経費として、校内ＬＡＮに係る工事等委託料
231,695,000円を計上いたしました。小学校コンピュータ利用教育費に、
児童学習用及び教職員用のコンピュータ整備経費としてタブレットパソコ
ン購入等として158,798,000円を計上いたしました。中学校コンピュータ
利用教育費に、生徒学習用及び教職員用のコンピュータ整備経費としてタ
ブレットパソコン購入費等84,197,000円を計上いたしました。次に歳入で
すが、ただ今の各事業に充当する国庫補助金等を計上してございます。

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 ネットワーク整備は今年度中ですか。

学校教育課長 今年度中に整備を予定しております。

委員・質疑 時期はいつですか。

学校教育課長 なるべく早くとは思っておりますが、全国的に国の補助を受けているも
のでございますので、全国一斉に注文が入ったりしますので、本市も９
月、１０月頃には発注をかけたいと思っておりますが、そこからどれだけ
時間がかかるかということかと思われます。

委員・質疑 １２月頃になりますか。



学校教育課長 備品の購入契約等に関して９月議会で承認を得なければなりませんの
で、契約等が１０月以降になると思われます。年度内には整備をしたいと
思います。

委員・質疑 ソフトは何を使用して、単価はいくらぐらいのものですか。

学校教育課長 基本的なソフトは入っております。加えてｅライブラリという学習支援
ソフトが入っております。一つ61,000円の単価を見込んでおります。

教育長 議案第１号「令和２年度香取市一般会計補正予算（教育費関係予算）の提
出の申出について」、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 香取市立新島中学校屋内運動場大規模改修工事の工事請負契約の締結申出に
ついて

教育長 議案第２号「香取市立新島中学校屋内運動場大規模改修工事の工事請負契
約の締結申出について」、事務局から提案理由説明をお願いします。

教育総務課長 本件は香取市議会の６月定例会に提出する工事請負契約案件でございま
す。新島中学校の屋内運動場は昭和４８年に建築されました。以後、４７
年が経過しているところでございます。この間、各部の老朽化の進行です
とか、あるいは昨年発生した台風により屋根等が大きく被災したため、現
在使用できない状況となっております。このため、大規模改修工事を行う
もので、一般競争入札を行った結果、香取市佐原ロ2097番地の141常総開
発工業株式会社佐原支店が208,450,000円で落札しましたので、同社と工
事請負契約を締結いたしたく、市議会の議決を求めるものでございます。
なお、工事の完成は、令和３年２月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 今の体育館を撤去して同じ場所に建てるのですか。

教育総務課長 構造体はそのまま残しまして、そのほかの屋根や外壁、床等を改修いた
します。

教育長 議案第２号「香取市立新島中学校屋内運動場大規模改修工事の工事請負契
約の締結申出について」、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 香取市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第３号「香取市いじめ問題対策連絡協議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 　香取市いじめ問題対策連絡協議会は、いじめの防止、いじめの早期発見
及びいじめの対処に関する機関及び団体との連携、その他、いじめ防止等
の対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行うものでご
ざいます。香取市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例第５条
第２項の規定により、委員は１５名以内、任期は２年となっております。
今年度は改選の年のため、委員の全員の委嘱及び任命となります。委員の
任期は令和２年６月1日から令和４年５月３１日でございます。１０名の
委員の委嘱及び任命についてご審議のほどお願いいたします。

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 　この協議会は何回ぐらい行われていて、具体的にどういった対策等を行
なっているのか。

学校教育課長 　年に２回実施されます。これにつきましては、いじめに対する施策やい
じめの現状等をご説明して、それに対して、こういった対応をしていま
す、といった内容を委員の皆様にお話をさせていただいて、それについて
ご意見を頂いたり、関係課、関係機関との情報交換をしながらいじめの対
処や早期発見について協議して連携して行っております。

委員・質疑 それは各学校にはどのようにしてフィードバックされているのですか。

学校教育課長 　年に一度生徒指導の研修会がございます。そこで協議会で協議した内容
を説明しております。また、校長会教頭会においても、協議会でのいじめ
に対する施策等についての内容を説明しております。

委員・意見 協議会を活用してよりよい方向へお願いしたい。

委員・質疑 　いじめについての対応やアンケートの頻度など、学校ごとに異なるので
すか。

学校教育課長 　香取市ではいじめ対策の基本方針を示しています。それを受けて、学校
にも基本方針がございます。アンケートの回数やいじめへの対応など基本
方針で決まっております。基本方針に基づいて学校は対応を行なっており
ます。



教育長 　基本方針作成については、法律で決まっておりまして、国、県、学校は
作成の義務があります。香取市は市町村としても作成しております。各学
校でもいじめに対する対応方針を作成しており、それをＨＰ等で公開して
おります。具体的な部分については、学校で異なりますので、アンケート
の実施頻度も学校ごとで異なります。
　今、一番大切なのは、小さな事でも認知することが大切だと考えており
まして、その点については年度当初の校長会議を通じて、どんな小さな事
でも取り上げるように校長にはお願いしています。

教育長 議案第３号「香取市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱及び任命につい
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 令和２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４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条の規定により、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

全員賛成と認め、議案第４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５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５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 香取市教育支援委員会は、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第３条に基づき、委員は１６名以内、任期
は２年となっており、今年度は改選の年となっております。任期は令和２
年６月１日から令和４年５月３１日でございます。１２名の委員の委嘱及
び任命についてご審議のほどお願いいたします。

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 具体的な活動内容はどのようなものですか。

学校教育課長 就学等について専門的な見地から提案をしていただき、それを基に各学
校で保護者等と話し合いをしたり、就学相談や就学指導を行っておりま
す。

委員・質疑 保護者が、普通学級での就学を希望している場合は、どうするのです
か。

学校教育課長 保護者と十分に話し合いを行い、相談をし適性についての話はします
が、最終的な判断は保護者の方が行います。

教育長 議案第５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 香取市教育支援委員会調査員の任命について

教育長 議案第６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と思われる幼児、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２３名の
任命についてご審議のほどお願いいたします。

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 幼稚園の先生は調査員に選べないのですか。



教育長 特別支援学級の担任が調査員に就くことが規則で定められている、とい
う大前提がございます。その範囲を幼稚園教諭に広げることは可能かとは
思いますが、学校を担当する場合に、特別支援学級担任の方が学校のこと
をより知っていますので、そういった適性の点からそのような規則になっ
ていると思われます。

教育長 議案第６号「香取市教育支援委員会調査員の任命について」、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６号は原案のとおり可決しました。

議案第７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７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」、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

本件は学校給食センターの運営に関する事項について審議するため、香
取市学校給食センター設置条例第４条の規定による香取市学校給食セン
ター運営委員会の委員の任期満了に伴いまして香取市学校給食センター管
理運営規則第６条第２項によりまして、委嘱及び任命するものでございま
す。市内小中学校長、ＰＴＡ会長、香取健康福祉センター長、学校医学校
歯科医学校薬剤師及び識見を有する者、１５名以内をもって組織すると規
定されています。現在は１３名で構成しています。今回の任期満了に伴
う、委員の委嘱及び任命は、新任５名、再任８名の計１３名でございま
す。任期は令和２年４月１日から２年間でございます。ご審議のほどお願
いいたします。

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 具体的にどういったことをやっているんですか。

学校給食
センター所長

学校給食センターでは、学校給食の実施方針を策定しております。こち
らは配送計画ですとか、給食の提供日をはじめとしまして、給食センター
から届くものですとか返却するものですとか細かい点について、決め事が
ございます。その他専門的な立場での委員の方もおりますので、そういっ
た専門的意見やご指導を頂いたりしております。また、情報共有や意見交
換の場でもあります。

委員・質疑 メニューについても取り上げたりするのですか。

学校給食
センター所長

運営委員会につきましては、毎月のものではありません。栄養士が国の
栄養摂取基準等を見ながら、献立を立てておりますので、運営委員会に
諮って確定しているものではございません。



教育長 また、学校給食費の改定についても審議しています。

教育長 議案第７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」、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７号は原案のとおり可決しました。

議案第８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８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」、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

本件は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、香取市食物アレルギー対策検討委員会設置要綱第３条第２項
により委嘱及び任命するものであります。委員は香取市学校給食センター
運営委員会委員、養護教諭の代表、学校担任等の代表及び教育委員会が必
要と求める者、２０名以内をもって組織すると規定されております。今回
の任期満了に伴う委員の委嘱及び任命は新任９名、再任９名の計１８名で
ございます。任期は１年で、令和２年４月1日から令和３年３月３１日ま
ででございます。ご審議のほどお願いいたします。

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」、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８号は原案のとおり可決しました。

議案第９号 香取市青少年問題協議会委員の委嘱について

教育長 議案第９号「香取市青少年問題協議会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。



生涯学習課長 青少年問題協議会委員は、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
目的として、設置されているものです。委員は合計１９名を平成３０年８
月１日付で委嘱等しております。今回、委員に委嘱している役職の交代が
ございました。香取郡市ＰＴＡ連絡協議会会長が代わりましたので、あら
たに委嘱するものです。任期につきましては、残任期間の令和３年７月３
1日までとなります。

教育長 議案第９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９号「香取市青少年問題協議会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。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９号は原案のとおりで差し支えないということで
決定しました。

議案第１０号 香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱について

教育長 議案第１０号「香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱につ
いて」、事務局から提案理由説明をお願いします。

生涯学習課長 生涯学習人材バンク事業は、自主的な学習活動、学校の教育活動や市主
催の各種講座の実施に際し、市民の方がもっている技術や特技等を活用
し、共に学び、教え合う精神と市民の生きがいづくりを援助することを目
的としております。

推進協議会は人材バンク事業の企画を行なうために設置されているもの
で、今年５月で２年の任期が満了することに伴いまして、９名の委員を委
嘱するものです。９名すべてが再任となります。なお、人材バンク事業の
現在の登録ボランティア数は、全部で４１名となります。

教育長 議案第１０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 協議会はどれぐらいの頻度で行われているのですか。また、活動内容を
教えてください。



生涯学習課長 令和元年度の実績は１回となります。協議の内容につきましては、事業
報告や決算報告および次年度の事業計画と予算を審議しました。人材バン
クボランティアで実際にどういった活動をしているのかというと、人材バ
ンクの実施事業で、わんぱく教室というものを主催しております。わんぱ
く教室は令和元年度では４回行いまして、自然体験学習として竹の器や箸
の制作、蛍の観察、カヌー体験、けん玉大会、移動教室として江戸東京博
物館の防災に関する視察等を行なっております。また生涯学習フェスティ
バル開催時に、体験フェアとしてけん玉、ベイゴマ、マジックバルーン等
を披露しております。それ以外に登録されている方が持っている特技等を
学校やイベント等で披露しています。

教育長 議案第１０号「香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱につ
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１０号は原案のとおり可決しました。

議案第１１号 伊能忠敬記念館協議会委員の委嘱及び任命について

教育長 議案第１１号「伊能忠敬記念館協議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。

生涯学習課長 伊能忠敬記念館協議会は、記念館の運営に関し館長の諮問に応じること
や意見を述べる機関として設置されているものです。本年の５月末で２年
の任期が終了することに伴い、６名の委嘱をするものでございます。３名
が再任、３名が新任です。

教育長 議案第１１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１１号「伊能忠敬記念館協議会委員の委嘱及び任命について」、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１１号は原案のとおり可決しました。

議案第１２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１２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 香取市スポーツ推進委員は市民が行うスポーツの指導、スポーツ協会や
市が行うスポーツ行事または事業に対し協力することが職務となっており
ます。スポーツ推進委員は、５４名の方を委嘱しておりますが、うち１名
が令和２年３月３１日付で辞意の意向を示しました。そのため新委員を令
和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間委嘱するものでござ
います。ご審議のほどお願いいたします。

教育長 議案第１２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 新委員の経歴を教えてください。

生涯学習課副参事 新委員につきましては、学生時代に陸上経験があり、現在は会社員で佐
原地区在住です。

教育長 議案第１２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１２号は原案のとおり可決しました。

報告第１号 令和２年度香取市一般会計補正予算（第１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２年度香取市一般会計補正予算（第１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 本件は教育費関係の今年度の補正予算でございまして、さる４月１４日
付で市長によって専決処分されましたので、本日、教育委員会議で報告い
たします。

４月１３日の暴風雨の影響により教育施設等に被害が生じましたので、
その修繕料等を計上したものであります。

修繕の主なものは雨漏り、防水シートの破損などでございます。

撤去の主なものは倒木被害によるものでございます。

教育長 意見等はございませんか。

教育長 報告第１号「令和２年度香取市一般会計補正予算（第１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２年度教育委員会経営計画について

教育長 報告第２号「令和２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 経営目標・成果と課題について説明

経営目標は「学校等適正配置」、「学校施設の長寿命化」、「快適な教育
環境の整備」について

・新島中学校の屋内運動場大規模改修事業

・小中学校施設のトイレの洋式化、今年度は小中学校で１０５台実施予定

・旧佐原市立第二中学校の校舎解体撤去事業について

・学校等適正配置の推進について

学校教育課 経営目標は園児児童の教育課題に対応し、保護者・地域の要望に応える

・授業時数の確保や家庭学習の充実により学習内容の習得を目指す

・快適な教育環境の整備、「ＧＩＧＡスクール構想の実現」、一人一台端
　末整備について

・就学援助の実施について

・学びの保障、授業時数の確保について

・指導体制の充実、指導教員確保について

・国際理解教育の推進について

学校給食 ・学校給食の提供業務の現状について

センター所長 ・食物アレルギーの対策

・学校給食費の改定

生涯学習課長 経営目標はいつでもどこでも学ぶことができる学習環境の整備

・生涯学習の推進、家庭・学校・地域と連携した教育の充実、家庭教育学
　級について

・佐原三菱館保存修理事業、伊能忠敬記念館保有の国宝の修理、展示の企
　画

・佐原中央公民館、山田公民館、佐原文化会館、佐原中央図書館、小見川
　図書館の事業内容について

・佐原駅周辺地区複合公共施設について

・社会教育施設の管理維持

生涯学習課副参事 ・水上スポーツの普及の支援について

・スポーツコミュニティセンター、Ｂ＆Ｇの管理運営について

教育長 意見等はございませんか。

教育委員・質疑 （仮称）佐原認定こども園の開園に向けての今の状況について

学校教育課長 用地取得について説明

委員・質疑 複合公共施設の進捗状況について

生涯学習課長 進捗状況について説明

委員・質疑 不登校対策、電話相談について



学校教育課長 電話相談について説明

委員・質疑 給食費滞納分の債権管理課への徴収移管について

学校給食 徴収移管について説明

センター所長

教育長 報告第２号「令和２年度教育委員会経営計画について」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 学校の再開等について

生涯学習課長 施設の使用再開等について

教育総務課長 ６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５月定例会を閉会いたします。


