
令和３年１１月定例会議

１ 期　　日 令和３年１１月２５日（木）　　開会　午後２時３０分

　　　　　　　　　　 　　 　　閉会　午後３時２０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 出席職員 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　

生涯学習課文化財班長　　　　川　口　　康

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　伊藤　博和　　委員　芦田　優子　

８ 前回会議録の承認 令和３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 　１０月２９日定例会後から本日までの主な行事についてご報告いたしま
す。
　１０月２９日(金)は香取市とサイパン市が姉妹都市協定を締結いたしまし
て、その締結式をオンラインで行いました。締結までの経緯としては、サイ
パン市に香取神社があるということで、このたび姉妹都市協定を締結するこ
ととなりました。

　同日の午後からは香取の教育を語る会が小見川市民センターにて行われま
した。
　同会には香取地区の校長会及び教頭会の代表、退職された校長先生方の代
表、退職された女性教職員の方によって構成される「房の会」の代表の方々
が参加されまして、今の現場で行われている教育やその課題について聞くと
いったことが行われました。

　１１月２日(火)は香取市民表彰式が行われました。教育委員会関係として
は、旧小見川町にあります「ボーテデラボ」という化粧品関連の会社が１０
００万円の寄付をしてくださいました。その使用目的として、コロナ禍で窮
屈な生活を強いられている子ども達を応援するために使ってほしいとの寄付
でございまして、子ども達向けの図書を購入させていただきました。
　佐原中央図書館、小見川図書館、栗源・山田の図書室に置きまして、あと
は学校を巡回し子ども達が閲覧できるような形をとりたいと思います。

　同日の午後には学校魅力化フォーラムがありまして、私は任意参加ではあ
りましたが、人口が急増している地域の学校、逆に香取市と同じく児童生徒
数が減少している学校の課題や取組等についてのオンライン発表を聞かせて
いただきました。
　同フォーラムにおいては、コミュニティスクールを活用して地域と一緒に
子ども達を助けていくといった取組が多く取り上げられていました。

　１１月９日(火)の午後にＢ＆Ｇ全国教育長会議が笹川記念会館にて行われ
ました。
　Ｂ＆Ｇ財団の主催で、香取市にはＢ＆Ｇ財団から譲渡された施設が旧小見
川町・山田町・栗源町にございますので、私もご招待いただきまして、Ｂ＆
Ｇ財団の取組等や幾つかの自治体の取組等について聞かせていただきまし
た。
　香取市としては山田地区にある艇庫をＢ＆Ｇ財団からの助成を受けて改修
することになりました。

　１１月１０日(水)は広報香取の表紙にもなりましたが、ポケふたお披露目
式がございました。
　株式会社ポケットモンスターが観光客を呼ぶような話題作りに使っていた
だきたいということで、色々な自治体にポケふたを寄贈してくださっていま
す。
　東日本大震災で甚大な被害を受けた東北地方が一番多く寄贈を受けており
ますが、千葉県では香取市が初めてポケふたの寄贈を受けました。
　式典は忠敬記念館で行われました。ポケふたは佐原駅、あやめパーク等の
市内４カ所に配置されております。お披露目式には佐原幼稚園の園児が参加
しました。

　１１月１８日(木)は市町村教育委員会オンライン協議会に参加させていた
だきました。分科会も開催されまして、学校が小規模化している地区の教育
長方や教育委員方が比較的多く参加されていました。統合を進めている自治
体や小中一貫校を進めている自治体、コミュニティスクール化で教育環境の
維持を図っている自治体の取り組み等が取り上げられていました。

　公務報告は以上です。



１０ 議決事項

議案第１号 香取市教育委員会公印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「香取市教育委員会公印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いたします。

教育総務課長 議案第１号「香取市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定につ
いて」、ご説明します。

各学校等で使用する公印につきましては、香取市教育委員会公印規則にお
いて定めております。本件は学校の再編統合によりまして、本年度末をもっ
て閉校する津宮小学校、大倉小学校の学校印及び校長印を規則の別表から削
除し、併せて両校の統合校として来年４月に開校する水の郷小学校の学校印
及び校長印を追加するものであります。
　この規則の施行日は開校日であります令和４年４月１日となります。

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 資料４ページにあります香取市教育委員会印に変更はありますか。

教育総務課長 ございません。

委員・意見 配付された資料の形式だと変更点が分かりづらいため、変更箇所だけ記載
する、あるいは変更箇所に印をつける等をしていただくと良いのではないで
しょうか。

教育総務課長 本件に係る議案書の形式について申しますと、例規改正のルール上、こう
した表記形式にならざるを得ません。別冊の新旧対照表につきましても、同
様の理由により当該形式をとらせていただいております。

教育長 杓子定規的ではありますが、行政手続きであるという点をご了承いただけ
ればと思います。改善できる点については改善を図ってまいります。

教育長 議案第１号「香取市教育委員会公印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１号は原案のとおり可決しました。

議案第２号 押印を求める手続の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の制定につい
て

議案第３号 押印を求める手続の見直しに伴う関係告示の整理に関する告示の制定につい
て



議案第４号 押印を求める手続の見直しに伴う関係訓令の整理に関する訓令の制定につい
て

教育長 次に、議案第２号・第３号・第４号については、押印を求める手続きの見直
しに伴う関連案件ですので、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・審議 全員賛成

教育長 異議なしの声がありましたので、事務局から提案理由説明をお願いします。

教育総務課長 本件を提案するに至った経緯ですが、現在国におきまして、行政手続きに
係る書面手続き及び対面手続きの見直しが進められております。

国においては押印を求めている手続きのうち、９割以上の手続で見直しが
予定されております。

特に簡易な認め印については、押印の効力が極めて限定的であるとされて
おりますため、全面廃止となる見込みでございます。これを受けまして、香
取市においても、市民サービスの向上、また、今後予定される行政手続きの
デジタル化への対応を目的として、可能な限り押印廃止の方向で見直しを図
ることとされました。

教育委員会においても関係例規につきまして、見直しを行うものでありま
す。参考資料の７ページをご覧ください。

押印廃止に伴う改正を行う教育委員会規則一覧です。こちらは第２号議案
に係るものでありますが、議案第２号で示す改正を行う２６件の規則はこち
らで列記したものでございます。
　次に同じく参考資料の８９ページをご覧ください。
　こちらは議案第３号で示す改正を行う８件の要綱を列記しております。
　続いて参考資料の１０５ページをご覧ください。
　こちらは議案第４号で改正を行う２件の規定でございます。

これらはそれぞれ議案書及び参考資料で記載のとおり、押印廃止に係る条
項や箇所について、所要の改正を行うものでございます。

なお、これらの改正の施行日は令和４年１月１日でございます。それぞれ
の詳細な改正内容については、議案書及び新旧対照表のとおりでございま
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２号、第３号、第４号について、質疑に入ります。
質疑はありませんか。

委員・質疑 改正前は押印が必要であった箇所が、改正後においては不要になるという
理解でよろしいですか。

教育総務班長 そのとおりです。



委員・質疑 先ほど行政手続きのデジタル化について言及がありましたが、郵送に係る
経費や労力等を勘案して、教育委員会議に係る議案書についても、紙媒体を
郵送するのではなく電子媒体をメールで送付していただくことは難しいので
すか。

教育長 市議会等においてもデジタル化に向けた検討等は、まだなされておりませ
んので、教育委員会についても現時点では何とも申し上げ兼ねます。

先進的なご意見ですが、行政上の規則等もございますので、それらと照ら
し合わせながら進めてまいります。

教育長 議案第２号「押印を求める手続の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則
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。

教育長 それでは、議案第３号「押印を求める手続の見直しに伴う関係告示の整理に
関する告示の制定について」、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３号は原案のとおり可決しました。

教育長 議案第４号「押印を求める手続の見直しに伴う関係訓令の整理に関する訓令
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４号は原案のとおり可決しました。

１１ 協議事項

協議第１号 令和３年度教育委員会学校等訪問(国指定史跡：下総佐倉油田牧跡)について

教育長 協議第１号「令和３年度教育委員会学校等訪問(国指定史跡：下総佐倉油田牧
跡)について」、協議いたします。

本日、下総佐倉油田牧跡を訪問しましたが、何かご意見等ありましたら、お
願いいたします。



委員・意見 この史跡を今後どのように活用していくのかということが重要であり、そ
のためには定期的な整備も必要であると思います。国指定の史跡ということ
で、国からの補助金等もあるのかとは思いますので、恒常的な整備が可能に
なるような仕組みを検討していければと思います。

委員・意見 史跡の周辺は道路も狭く駐車も困難であるため、まずは歩いて行ける距離
にある、わらびが丘小学校の子ども達が見学をして、それを端緒として、市
内にある他の学校の見学の機会も広げていければと思います。

国指定の史跡という貴重なものが身近にあるにも関わらず、子どもたちが
その存在をあまり認知していないというのは非常に残念なことだと思います
ので、学校での見学の機会等をもっと設けていただけると良いと思います。

委員・意見 子どもに限らず認知度が低いと思いますので、定期的な広報活動が必要だ
と思います。

教育長 史跡の３Ｄ映像等を作ることは可能ですか。

生涯学習課長 技術的には可能かとは思います。

教育長 ではあとは予算上の問題ですね。

生涯学習課 そうなります。

教育長 現時点で決定している整備計画等はありますか。

生涯学習課長 整備については、来年度予算で指定区域となっている土地の公有地化を目
指しております。国からの補助金もいただいて、現在民有地となっている区
域について、市有地化を図るための予算を要求しております。

市有地化が完了しましたら、今後の活用について検討していくことになり
ますが、文化財の保存活用地域計画とそれに基づく個別計画を策定しまし
て、それに基づき見学環境の改善のための方策を検討してまいります。

教育長 香取市生涯学習チャンネルにはアップロードしていますか。

生涯学習課長 まだアップロードはしておりませんが、検討いたします。

教育長 先ほど委員方からも広報についてご指摘がありましたが、ＳＮＳでの発信
等によっても広報活動をしていただければと思います。

１２ 報告事項

報告第１号 損害賠償の額を定めることについて



教育長 報告第１号「損害倍署の額を定めることについて」、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 　報告第１号「損害賠償の額を定めることについて」、ご説明します。
本件は、香取市議会１２月定例会議において、報告第１号「専決処分の報

告について」として報告させていただきます。
令和３年８月２４日午前１１時頃、香取市立北佐原小学校の敷地内におい

て、職員Ａが刈払い機での除草作業中に小石が吹き飛び、駐車していた職員
Ｂの自家用車に当たり、窓ガラス及び車体側面を損傷させたものでありま
す。

この事故の原因については、職員Ａは職員駐車場付近の除草作業を行って
いた際、作業場所と職員Ｂの自家用車から一定の距離（３メートル程度）が
あり、安全と判断しましたが、想像以上に石が弾かれたことにより事故が発
生しました。
　業務遂行上の過失の為、843,369円を賠償いたしました。
　説明は以上です。

教育長 それでは、報告第１号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・審議 ありません。

１３ その他 　　

教育長 委員の皆様から何かありますか。

委員・質疑 ＧＩＧＡスクールサポーターは市に１名、県に１名いるのですか。

学校教育課長 市で１名配置しています。県は北総教育事務所に１名おりますが、業務は
確定しておらず、今後、県と協議し活用を進めていきます。

委員・意見 都市部より先行してＩＣＴを活用し、特に出欠ツールの活用を進めていた
だきたいです。

教育長 先進事例を参考にしながら、体制を構築していきたいと考えております。

委員・質疑 昨日、発生した同級生殺傷事件による市内児童生徒のメンタル面への影響
が懸念されるが、学校への対応はされているのでしょうか。

学校教育課長 本日、各学校長へ教育相談の充実、不要物持込の注意喚起、学校内巡視の
強化等を行い、子ども達が安心して生活出来るよう通知いたしました。

教育長 事務局から何かありますか。

生涯学習課長 令和３年度成人式について



教育総務課長 １２月定例会について

第２回総合教育会議について

１４ 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。


