
令和２年１１月定例会議

１ 期　　日 令和２年１１月２６日（木）　開会　午後２時３０分

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午後３時２０分

２ 場　　所 栗源市民センター　２０１研修室

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　平塚　智子　　　委員　熱田　昇

８ 前回会議録の承認 令和２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 　別紙公務報告書は１０月２９日の定例会後から本日までの公務について
記載させていただいております。主だったところを説明させていただきま
す。

　１１月４日(水)は第３４回新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開
かれました。

　１１月５日(木)は第１７回Ｂ＆Ｇ全国教育長会議が開かれました。この
中でＧＩＧＡスクール構想について文部科学省の担当者による説明がござ
いましたため、参加させていただきました。加えて進路指導に詳しい千葉
大学の藤井教授のお話し等もあり大変有意義な会議となりました。

　１１月７日(土)は午後から小見川のいぶき館におきまして、文化財講演
会が行われました。埴輪研究の第一人者であり、城山古墳の埴輪の研究に
対して継続的に支援していただいております、大阪大谷大学の犬木教授の
講演がございました。埴輪というと親しみやすいかと思いますので、観衆
の方も多くいらっしゃり、その中には研究者の方も聞きにいらしていたと
も聞いております。

　１１月１０日(火)は香取小学校・津宮小学校・大倉小学校の２回目の学
校統合代表者会議が行われました。学校の位置をどこにするかということ
について、それぞれの学校の位置の利点および欠点等について意見交換を
行いました。次回会議は１２月１０日(木)に第３回目を予定しているとこ
ろです。

　１７日(火)午前中は第３５回新型コロナウイルス感染症対策本部会議が
あり、同日午後は市民表彰がありました。市民表彰は市の行政に多大なる
ご協力をいただいた方を表彰するものでございます。今年はアルコール除
菌液を大量に寄付してくださいました小見川にある化粧品会社と毎年寄付
をいただいております、成田市在住の方の表彰を行わせていただきまし
た。当日は化粧品会社の社長さんが式に出席してくださいました。

　香取市に新たなコロナウイルスの感染者が出た関係で、１８日(水)は臨
時のコロナウイルス感染症対策本部会議が行われました。

　１９日(木)はスロバキア共和国事前キャンプに関する覚書書の締結式が
ございました。これは東京オリンピックのカヌースプリント競技に参加す
るスロバキア共和国の選手がオリンピック前に小見川のボート場で事前
キャンプをするということで、その覚書の締結式を行いました。

　当日は、スロバキア共和国側はトマーシク大使がおいでになりまして、
香取市側は市長と私が参加しまして覚書書に署名を行いました。その後、
大使ご夫妻には佐原の町並みや小見川のボート場を見学していただきまし
た。スロバキアのカヌーチームは非常に強豪でございまして、優勝候補の
チームでもありますので、学校中心になるかと思いますけれども、スロバ
キア共和国に対する学習やカヌーに興味のある子ども達になんらかの形で
選手との交流が行えればよいと思います。

　１８日以降も新型コロナウイルス感染症対策本部会議は継続して行われ
ております。
　２０日(金)は香取地区の教育長会議がありまして、年度末の人事異動に
ついて勉強会を兼ねて開催されました。

　２５日(水)は香取市校長学校運営全体研修会があり、同日午後は定例記
者会見がございました。
　本日２６日(木)は１１月定例教育委員会議となります。
　
　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（教育費関係予算）の提出について

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、令和２年１２月香取市議会定例会に提出する香取市一般会計の
教育費関係の補正予算です。
　主な箇所をご説明させていただきます。６ページをお願いいたします。

上段継続費補正につきましては、現在施工中の三菱銀行佐原支店旧本館
保存修理事業について、設計の見直し等により、記載のとおり、総額及び
年割額を変更するものでございます。

次に繰越明許費補正は、小・中学校のトイレ洋式化事業につきまして、
今年度内に完了しない見込みであるため、翌年度に繰り越して事業を行う
必要があることから、新たに設定するものです。

工事の予定は、小学校におきましては、小見川中央小学校ほか６校で計
３０台、中学校におきましては、佐原第五中学校ほか２校で計１２台をそ
れぞれ予定しております。

　次に、１０、１１ページをお願いいたします。
歳入ですが、説明欄の上段にございます、「学校施設環境改善交付金」

は、小・中学校のトイレ洋式化事業に係る国の補助金でございます。
その下段、「公立学校情報機器整備費補助金」ですが、小・中学校のＧ

ＩＧＡスクールサポーター配置支援事業に係る国の補助金となります。
　それぞれ所要額を計上してございます。

　次に、歳出でございます。１３ページをお願いいたします。
上段、「市有地防災対策事業」の立木伐採委託料は、台風等における災害
時に民家や電線等へ被害を及ぼす可能性のある、市有地等の危険立木の伐
採委託料でございまして、教育部においても所管する施設敷地内における
該当する立木について、伐採委託の所要額を計上いたしました。

次に「小学校総務管理費」の撤去等委託料は、小見川中央小学校の遊具
等撤去に係るものでございます。

次の「小学校コンピュータ利用教育費」の業務支援委託料は、ＧＩＧＡ
スクールサポーター配置支援事業に係るもので、学校におけるＩＣＴ環境
整備の設計等を行うＩＣＴ技術者の学校への配置に要する経費でございま
す。

次の「小学校施設整備事業」は、さきほど申し上げました小学校におけ
るトイレ洋式化工事に係る事業費でございます。

次の「中学校総務管理費」の撤去等委託料は、栗源中学校のプール更衣
室撤去に係るものでございます。

次の「中学校コンピュータ利用教育費」の業務支援委託料ですが、ＧＩ
ＧＡスクールサポーター配置支援事業に係るもので、学校におけるＩＣＴ
環境整備の設計等を行うＩＣＴ技術者の学校への配置に要する経費でござ
います。



　１５ページをお願いいたします。
「公民館施設管理費」以下におけます、「図書館運営費」、「文化会館

施設管理運営費」、「体育館管理運営費」、「海洋センター管理費」、
「スポーツセンター管理費」のそれぞれにおける備品購入費は、新型コロ
ナウイルス感染症対策として、サーモグラフィカメラを購入するもので
す。

設置予定場所は、佐原中央公民館、山田公民館、佐原中央図書館、小見
川図書館、佐原文化会館、香取市民体育館、小見川・山田・栗源の各Ｂ＆
Ｇ、小見川スポーツコミュニティセンターに設置する予定でございます。

次の「学校給食一般事務費」のシステム改修委託料は、給食費の納付環
境整備のために行う、システム改修に係る経費でございます。
　説明は以上でございます。

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 「小学校総務管理費」の撤去等委託料について、小見川中央小学校の遊具
等の撤去等に係るものとのことですが、どこの遊具のことですか。

学校教育課長 滑り台等が混合した遊具がございまして、そちらが危険ということで撤
去いたします。

委員・質疑 ＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業について、歳入と歳出の両方
で記載があるのはなぜですか。

学校教育課長 ＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業に係る経費に対して、国から
１/２補助が出るため、その補助金が歳入として記載されています。

委員・質疑 ＧＩＧＡスクールサポーターは児童生徒に指導等を行う方ではないので
すか。

学校教育課 ＧＩＧＡスクールサポーターは、機器の納入時における対応や、端末使
用のためのマニュアル及びルール作成時における支援など、主に教員に対
する支援を行います。

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請負契約の変更について

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請負契約の
変更について」、事務局から提案理由説明をお願いいたします。

　

教育総務課長 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請負契約の
変更について」、ご説明させていただきます。

本件はさる令和２年６月香取市議会定例会において可決され工事請負契
約を締結しました香取市立新島中学校屋内運動場大規模改修工事につきま
して、工事内容の一部に変更が生じたことによりまして、工事費を
2,002,000円増額し変更後の契約額を210,452,000円といたしたく議会の議
決を求めるものであります。

変更内容としては、まず鉄骨下地材の追加、外壁補修箇所の追加等によ
る増額のほか、使用材料の仕様変更に伴う減額がありますので、これらを
相殺した金額が2,002,000円となっております。市議会の議決にかけた契約
案件は、契約金額の変更等をする場合には、再度変更契約が必要となるた
め、議会に議決を求めることとなります。
　説明は以上でございます。

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「香取市立新島中学校屋内運動場大規模改修工事請負契約の変
更について」、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。

協議第１号 令和２年度教育委員会学校等訪問（栗源小学校）について

教育長 協議第１号「令和２年度教育委員会学校等訪問（栗源小学校）につい
て」、協議させていただきます。本日は栗源小学校を訪問していただいた
件について、協議をお願いいたします。現地でも協議等を行いましたが、
さらに意見等ございましたらお願いいたします。

委員・意見 栗源小学校は地域に根差した小学校という感じがしました。いままで訪
問した学校では、おとなしい児童が多い印象でしたが、栗源小学校の児童
は子どもらしい子が多いなと感じました。地域で三世代で暮らしている世
帯の話もうかがって、昔ながらの地域であるなとも感じました。小規模校
ならではの良さがある一方、人間関係が固定化されてしまうという課題も
あるのかなと感じましたが、いずれにせよ子どもたちが楽しそうに授業を
受けている様子はとてもよかったです。



教育長 栗源小学校と栗源中学校は旧栗源町に１校の小学校、中学校であります
が、単学級になってしまっており、すこし懸念しています。単学級になっ
てしまっている小学校は他にも市内にありますが、栗源地区は、保育所の
２年、小学校の６年、中学校の３年でメンバーがほとんど変わりません。
他の中学校ですと、小さい小学校出身でも、他の小学校から生徒が集まっ
てくるため人間関係が広がりますが、栗源中学校はそうしたこともありま
せん。

しかし、栗源小学校と栗源中学校の先生方が工夫してくださり、小・中
学校の交流が活発におこなわれています。先生方は努力してくださってい
ます。

また、1クラスの人数が比較的多いので、１０人程度の少人数のクラスと
は違って、クラス内部での人間関係の組み換えが可能になっているとは思
います。

ですが、できれば、１学年に２クラスあってメンバーの組み換えがある
といいのかなとは思います。

委員・質疑 ２クラスに分けるというのは可能なのですか。

教育長 今のところは難しいと思います。

委員・意見 栗源小学校の児童でも部活動の都合で、山田中学校や小見川中学校に進
学する例もあると聞きます。そうすると、栗源小学校での児童数よりさら
に中学校で人数が減ってしまうということもあるようです。

委員・質疑 部活動を香取市内の中学校が合同で行うということはできないのでしょ
うか。

教育長 部活動が学校教育の領域から離れて、社会教育になれば、そういうこと
も可能になってくるかもしれませんね。

小見川中学校は部活動の数が大変多いですね。子どもにとって選択でき
るというのは良いことだと思いますが、逆に個々の部活動の人数が減って
しまうということもあるようです。

山田中学校では昔あった部活が今はなかったり、栗源中学校も昔より部
活動の数が減ってしまっていますね。

これは香取市の人口減少問題について、考えなくてはいけないというこ
とだと思います。若い人が香取市で働けて、又は起業等行い香取市に残る
ことも選択肢の一つとして進路指導をしていただくよう、校長先生方にも
お願いしています。

　

教育長 その他、委員の皆様から何かございますか。

委員・質疑 ありません。

教育長 協議第１号「令和２年度教育委員会学校等訪問（栗源小学校）」につい
て、協議を終了させていただきます。

協議第２号 令和２年度香取市成人式について



教育長 協議第２号「令和２年度香取市成人式について」、事務局より説明をお
願いします。

生涯学習課長 協議第２号「令和２年度香取市成人式について」、説明させていただき
ます。

本件は６月の定例会でもご協議いただきましたが、その後決まったこと
等がございますので、改めて本日ご協議いただければと思います。２４
ページ、２５ページをご覧ください。開催については、前回と同様の計画
です。令和３年1月１０日(日)を午前と午後に分けて開催いたします。会場
は香取市市民体育館でございます。

参加対象者は、まず、香取市内に住民登録がある方、次に香取市出身で
転出した方や香取市にゆかりのある方については申し込みをいただいた方
に対して案内状を送付する予定です。１１月１日時点での申し込み状況は
合計で４８人です。今日までの申し込み状況ですと、佐原地域はプラス５
人、小見川・山田・栗源地域でプラス３人となっております。申し込みは
全体で５６人となり、合計で６６９人が対象者となっております。

今後も申し込みを受け付けまして、１２月上旬に案内状を送付する予定
となっております。

続きまして、運営についてです。新成人による実行委員会方式というこ
とで、応募いただきました５名と中学校から推薦いただきました１９名の
合計２４名の実行委員によります実行委員会を設立しまして、すでに２回
会議を開催してございます。

その中で、２５ページにあります、テーマ及びサブテーマを決めまし
た。

「晴～晴れやかな未来へ～」というテーマ、サブテーマに決定しまし
た。こちらは、時節柄自粛等で暗い世の中であるが次代を担う私たちは明
るく晴れやかに前を向いて進んでいこうというような思いを込めたテーマ
ということでございます。

日程につきましては、ご覧の通りで従前との変更点は、国歌斉唱をせず
に、ＣＤによる国歌を放送する予定です。記念品につきましては、従来通
りクラスごとの記念写真になりました。

その他式典以外の内容についてですが、家族等の観覧スペースにつきま
しては、２階席に１成人について、保護者１人まで入場していただきまし
て、そちらで観覧していただくように計画しております。これ以外に式典
の映像を中継いたしまして、文化会館でもご覧いただけるようにします。

　また、オンライン配信も実施する予定でございます。
式典以外の催し物についてですが、例年佐原小学校のタイムカプセルの

開封や佐原囃の演奏と手踊りを行っていましたが、こちらは感染防止対策
上、自粛をお願いしてございます。

２６ページをご覧ください。現在決定している主催者と来賓予定者、恩
師でございます。教育委員の皆様は主催者として出席していただきたいと
考えております。１部、２部ございますので、それぞれの地区に出席して
いただきます。それぞれで委員の方には開式、閉式の言葉をお願いしたい
と考えておりまして、１部は平塚委員さん、２部は熱田委員さんにお願い
したいと思います。

来賓と恩師はご覧の資料の通りです。合計しますと１部が１８名、２部
が１９名の出席の予定です。現在、コロナウイルスの感染が拡大している
状況でございます。なるべく実施したいと考えておりますが、万が一移動
制限が発せられるような緊急事態宣言が発令された場合には中止せざるを
得ないと考えております。



催し物開催のガイドラインが国から出ていまして、現在ですと大声を発
しない催し物は１００％の定員で入場が可能ということになっておりま
す。２部制で開催しますと、１００％にはいかず、座席上では約1メートル
程度、参加者同士が離れて着席できるような配置とする計画ですが、ガイ
ドライン等が変更された場合は、その内容を重視して開催したいと考えて
おります。

また、感染のリスクについては成人式の会場だけでなく、その後開催さ
れるであろう同窓会についても、そして普段香取市内にいない方が帰って
くることもありますので、家族への感染も注意が必要ということで、そち
らについては通知等で注意を喚起する予定でございます。

委員・質疑 実行委員会の会議等の活動はもう終わっているのですか。あとはもう本
番を待つだけの段階なのですか。

生涯学習課長 本番前のリハーサルを行って、あとは本番を迎える状態です。

委員・質疑 コロナ禍で実行委員会の会議数が少なかったようですが、準備等は心配
ないのですか。

生涯学習課長 去年は、台風の影響でリハーサルを含め、４回予定していた実行委員会
議を１回減らして３回行いました。そのため、３回でも準備は可能であろ
うということで、本年も当初から３回の予定でした。

１回目は役割分担等を決め、２回目でメインテーマ及びサブテーマを決
定しました。また、パンフレット作成等に関しても２回の実行委員会議の
中で協議決定していただきました。

委員・質疑 佐原小のタイムカプセル封入品の配布の自粛を要請しているということ
で、そのタイムカプセルはどうなってしまうのですか。

生涯学習課長 タイムカプセル封入品配布については、別のタイミングでの実施を協議
いただいているところです。

委員・質疑 コロナが収まってから行うということですか。

生涯学習課長 そういうことになろうかと思います。

教育長 協議第２号「令和２年度香取市成人式」について、協議を終了させていた
だきます。

１１ その他 　　

教育長 委員の皆様から何かございますか。

委員・質疑 新型コロナウイルス感染症対策本部会議での対応策等について



教育長 今回の対応としては、発生状況や予防対策を市のＨＰに掲載するととも
に防災無線での放送を行っておりましたが、今回は市長自らが放送を行い
ました。またＨＰにも市長メッセージが掲載されました。そうした対応を
行い、市民の方の感染防止への意識を高めようと努めております。会議で
は各課の対策状況等を報告しあっております。市職員についても、５人以
上の会食は控えるようにといった指示もしております。

教育長 事務局から何かありますか。

学校教育課長 香取市内の学校の臨時休校及び当該校へのサポート体制について

教育総務課長 １２月定例教育委員会議について

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。


