
令和３年４月定例会議

１ 期　　日 令和３年４月２２日（木）　　開会　午後　２時００分

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午後　２時４５分

２ 場　　所 香取市役所５階　５０４会議室

３ 出席委員 教 育 長　金　子　基　一

教育委員　平　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 　 教育次長　　　　　　　　　　松　田　博　明

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　秋　葉　伸　明　

教育総務班長　　　　　　　　多賀谷　朱　美

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　芦田　優子　　

８ 前回会議録の承認 令和３年３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 ３月２３日(火）定例会後から本日４月２２日(木）までの主な行事について
報告させていただきます。３月２５日(木）に第３回津宮・大倉小学校統合代
表者会議が行われました。学校の位置は現在の津宮小の位置と決まっており
ますが、校名について最終調整をいたしまして「水の郷小学校」に決定いた
しました。３月２６日（金）には香取市小中学校教職員辞令交付式が行われ
ました。毎週火曜日には新型コロナウイルス感染症対策本部会議が行われて
います。香取市の現状としては児童生徒、学校職員に陽性者は出ていない状
況ではありますが、感染しないよう細心の注意を払っていきたいと思ってお
ります。４月８日(木）には市内の全小中学校の入学式が行われ委員の皆様方
にも、それぞれの学校へご足労をいただきありがとうございました。コロナ
禍で在校生がいなかった学校も工夫しながら良くやってくれました。４月９
日(金）は市内の第１回校長学校運営全体研修会を開催、１６日（金）には千
葉県都市教育長協議会が行われました。昨年は書面開催でしたが今回は一人
一人間隔を開け検温等の感染対策をし実施したところです。１９日（月）は
香取地区の教育長会議が行われました。２０日(火）は市内教頭会の学校運営
研修会に参加しました。２１日（水）の千葉県市町村教育委員会連絡協議会
は私と多古町の岩立教育長が香取地区の幹事になっており、オンライン会
議、Zoomを使って幹事会を行いました。総会につきましては、文書を以て書
面決議となっております。２２日（木）本日が定例会となっております。
　

　

１０ 議決事項

教育長 議案第１号から第３号につきましては、香取市特別支援教育推進事業に関わ
る関連案件ですので、提案理由説明と質疑を一括して行いたいと思います
が、いかがでしょうか。

委員 異議なし

議案第１号 令和３年度香取市特別支援連携協議会委員の委嘱及び任命について

議案第２号 令和３年度香取市専門家チーム会議委員の委嘱及び任命について

議案第３号 令和３年度香取市巡回相談員の委嘱及び任命について

教育長 事務局から提案理由の説明をお願いいたします。



学校教育課長 はじめに２ページ議案第１号「令和３年度香取市特別支援連携協議会委員の
委嘱及び任命について」ご説明させていただきます。香取市では、香取市特
別支援教育体制事業に基づき、特別支援教育を推進しています。そこでは、
目的に応じた組織を編成しております。その中の「特別支援連携協議会委
員」は「市における特別支援教育の総合的な支援のために有効な教育・福
祉・医療等の関係機関の連携協力を確保し、有効な組織化を図る。」ことを
目的としております。香取市特別支援連携協議会要綱第３条の規定により、
３ページに示した委員を委嘱及び任命するものでございます。委員は１５名
です。再任８名、新任７名です。次に４ページ議案第２号「令和３年度香取
市専門家チーム会議委員の委嘱及び任命について」ご説明させていただきま
す。「香取市専門家チーム会議」は、先程お話した「香取市特別支援教育体
制事業」の組織の一つで「各保育所・こども園・幼稚園・小学校・中学校・
高等学校の特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒のために、望ましい教
育的対応を示す。」「該当幼児・児童・生徒の指導支援について検討し、個
別の指導計画・個別の教育支援計画の作成等の助言をする。」ことを目的と
しております。５ページに示した委員を委嘱及び任命するものでございま
す。委員は１４名でございます。再任９名、新任５名でこざいます。続いて
６ページ議案第３号「令和３年度香取市巡回相談員の委嘱及び任命につい
て」ご説明させていただきます。「香取市巡回相談員」も、「香取市特別支
援教育体制事業」の組織の一つです。香取市巡回相談は、各園・学校・保護
者からの巡回相談要請に応じ、委員が訪問し、学校や担任の指導・助言にあ
たるとともに、その後も、必要に応じて学校を定期的に訪問することを行っ
ております。依頼が増加傾向にあり、令和元年度は３１回、令和２年度は３
３回実施しました。７ページに示した巡回相談員を委嘱及び任命するもので
ございます。「巡回相談員」は１３名です。再任１２名、新任１名でござい
ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

教育長 只今、提案理由の説明は終わりました。
それでは、議案第１号から第３号について、質疑に入ります。質疑ございま
すか。

委員・質疑 同じ方が３つの組織の委員になっています。巡回相談員は、主に現場を廻る
ということですが、「特別支援連携協議会」と「専門家チーム会議」は１つ
の組織で良いのではないでしょうか。

学校教育課長 ３ページの特別支援連携協議会委員というのは、教育だけではなく福祉、医
療機関の連携を行うための組織でございます。年1回、開催しております。５
ページの専門家チーム会議になりますと巡回相談の事案等の報告を受けて学
校での支援方法や、特別支援計画を会議で協議して学校、巡回相談員へアド
バイスしていく組織です。２つの組織は目的が違っています。専門家チーム
会議は年間３回程、開催しております。

委員・質疑 年１回の実施で効果は如何ですか。



学校教育課長 回数は多くはないですが、各機関で行われていることだとか、こういう計画
があるだとかということを報告していただくことで、連携しやすくなりま
す。また、会議は１回ですがこの組織があることによって、日常的な連携を
とることができています。

教育長 それでは、これより採決に入ります。議案第1号ですが１５名の方がいらっ
しゃいますが、採決は1名ずつではなく、一括採決としてよろしいでしょう
か。

委員 異議なし

教育長 それでは議案第１号「令和３年度香取市特別支援連携協議会委員の委嘱及び
任命について」採決いたします。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。

教育長 次に議案第２号ですが、１４名の方がいらっしゃいますが一括採決でよろし
いでしょうか。

委員 異議なし

教育長 それでは議案第２号「令和３年度香取市専門家チーム会議委員の委嘱及び任
命について」採決いたします。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。

教育長 続いて議案第３号ですが、１３名の方がいらっしゃいますが一括採決でよろ
しいでしょうか。

委員 異議なし

教育長 それでは議案第３号「令和３年度香取市巡回相談員の委嘱及び任命につい
て」採決いたします。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 令和３年度教科用図書香取採択地区協議会委員の選任について



教育長 本件は、教科用図書の採択に係る委員の選任の案件です。教科用図書採択に
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、秘密会にいたしたいと思います。賛成の方の挙手をお願いいたします。

委員・審議 全員賛成

教育長 挙手全員ですので、議案第４号については、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 令和３年度香取市学校評議員の委嘱について

教育長 議案第５号「令和３年度香取市学校評議員の委嘱について」、事務局から提
案理由説明をお願いいたします。

学校教育課長 ９ぺージ議案第５号の「香取市学校評議員の委嘱について」ご説明させて
いただきます。香取市立小学校及び中学校管理規則第１５条の規程によ
り、香取市学校評議員の委嘱について教育委員会議の同意を求めるもので
す。各学校の校長より推薦のあった候補者は、別冊の学校評議員案のとお
りです。人数が多いので一人一人の説明は割愛させていただきますが、候
補者は学識経験者、元教育関係者、民生委員、主任児童委員、区長、社会
福祉協議会役員、青少年相談員、地域住民代表、保護者代表等となってお
ります。今回、小学校１６校、中学校７校の２３校をあわせてご審議お願
いします。学校により４名から７名の違いはありますが、現時点では小学
校９０名、中学校３８名の合計１２８名です。今年度新たに学校評議員に
推薦を受けた方は、小学校で３２名、中学校で１６名、計４８名です。ま
た、男女比は、男性９７名、女性３１名です。任期は、委嘱の日からその
年度末、令和４年３月３１日までとなっています。学校評議員の方からい
ただいたご意見は学校評価の大きな柱となり、校長の経営改革の指標と
なっています。学校教育課としては、この制度をとおして、各学校に対し
て「特色ある教育活動を展開」、「開かれた・信頼される学校づくり」の
推進を指導助言し地域と連携・協働しながら、目指す学校教育を実現でき
るようにしていきます。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い
いたします。

教育長 只今、提案理由の説明は終わりました。それでは、議案第５号について、質
疑に入ります。質疑はございますか。

委員・質疑 最近、女性を入れるという流れがあると思いますが、女性が少ない印象があ
り、いない学校もあります。女性を何％かの割合で入れていくという考えは
ありませんか。女性の意見が入った方が良いと思うのですが如何ですか。

学校教育課長 充て職と学校が決めていて、その役職に就いた方となると男女比が変わって
いかない形となってしまいますので、いただいた意見は学校へ伝え今後の委
員の推薦に活かしていきたいと思います。



教育長 学校へ女性の数を増やすよう指導していただき、今後も地域の女性方の目線
は大切だと思いますので、助言をしていただきたいと考えております。

教育長 議案第５号「令和３年度香取市学校評議員の委嘱について」の採決でござい
ますが、各学校４名から７名、延べ１２８名の学校評議委員がおりまので、
一括で採決させていただいてよろしいでしょうか。

委員・審議 異議なし

教育長 それでは、議案第５号「令和３年度香取市学校評議員の委嘱について」一括
で採決を行います。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。

報告第１号 令和３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

教育長 次に、報告事項に入ります。報告第１号「令和３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、説明をお願いいた
します。

生涯学習課長 今回の補正予算に係る教育費関係予算は、国の令和２年度第３次補正予算に
おきまして内示を受けた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
を活用しまして、5月2日に開催予定の「令和２年度香取市成人式」におきま
して、感染防止対策を徹底した開催を図るため、参加対象の新成人にＰＣＲ
検査を実施することといたしました。その経費について、４月１日専決によ
り計上したものでございます。資料の１８・１９ページをご覧ください。下
段、社会教育事業費12,720千円が全体の経費です。郵送料の通信運搬費、検
査委託料等が主なものです。具体的な検査の方法について、ご説明させてい
ただきます。今回の検査の方法につきましては、まず成人者へ検体を採取す
る検査キットを市から郵送します。各自検体、唾液を採取していただきまし
て、そのキットを市役所に返送してもらいます。そちらを検査を委託した江
東微生物研究所に送りまして、そちらで検査を行うと、こういった郵送方式
で実施する予定です。検体の採取と返送手続きにつきましては、下のスケ
ジュール表にございますように４月２６日と２７日に採取して送っていただ
きたいとお願いをします。検査結果につきましては、市に報告されます。陽
性判定があった場合は、市から本人へ連絡しまして、成人式へは参加できな
いこと、それから保健所への連絡や医療機関の受診を促します。陰性の方へ
の連絡は行いません。なお、ＰＣＲ検査につきましては、偽陽性や偽陰性の
可能性があることや、検体採取後に感染という可能性もありますので、検査
を受けたからといって１００％ということはございません。ですから、検査
の実施を成人式出席の要件といたしておりません。検査を行わなくても、成
人式には出席できることとしております。ただ、検査実施することにより、
検体採取時の陽性者を把握すること、検査を要請することで感染防止対策の
意識を高め行動制限を徹底することができ、感染リスクが低減でき、より安
全な成人式を開催することができると考えております。

教育長 只今の報告について、質問等はございますか。



委員・質疑 この検査キットは有効期限はあるのですか。受けなかった人は今回の出席要
件にはならないので後で使うのは可能でしょうか。それとも今回のためだけ
のものですか。

生涯学習課長 この検査キット自体の有効期限は把握はしてないですが、江東微生物研究所
が用意したものでございます。ですからこのキットを利用して他の検査機関
で検査をすることは出来ないと思いますし、市と江東微生物研究所の契約で
すとその期間を定めた契約で、市から検体を持っていかないと検査をしても
らえないとなっておりますので、このキットを使って他で検査は出来ないと
思います。

委員・質疑 キットの一人当たりの金額はいくらですか。

生涯学習課長 一人当たりの検査委託料は、キットも含めまして約16,000円です。

委員・質疑 検査を受けても受けなくても16,000円かかるのでしょうか。

生涯学習課長 キットは検査を受けていただくために対象者全委員に送りました。しかし検
査につきましては、返送された方だけ行いますので、その部分については支
払いはいたしません。検査キットの値段は1,800円位で対象者数分かかります
が委託料は検査分だけとなっております。

委員・質疑 成人式に出席する全ての方がＰＣＲ検査を実施するのですか。

生涯学習課長 ＰＣＲ検査は新成人のみです。殆ど接触はしないような形で、同じ会場には
いますが入口や出口、動線を分けております。また、成人式の式典の中では
感染リスクは非常に低いと、マスクをして消毒もして距離をとって行います
ので、来賓の方と主催者の方は検査いたしません。

教育長 色々な状況を聞きますと、集まったからと言って感染するわけではなく、飲
食とかマスクを外すというのが問題で、式典自体では感染する確率は非常に
低いと捉えております。帰ってきて家族に会うといった行為が伴いますの
で、それについて陽性の方が自分の家族に感染を広める事がないようにする
ことを目的として行っています。ひいては香取市民全体を守るということに
繋がると考えているところでございます。

教育長 以上で報告第１号は終わります。

１１ その他

教育長 その他、教育委員の皆様方から、何かございますか。

委員・質疑 旧湖東小学校は教育財産ですか。

教育総務課長 湖東小学校は用途廃止をいたしまして、今現在では教育財産ではございませ
ん。



教育長 事務局から何かありますか。

生涯学習課長 ５月２日開催の成人式について
教育総務課長 ５月の行事予定、定例教育委員会議、学校訪問について

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会４月定例会を閉会いたします。


