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吉川市教委告示第１号 

平成２８年第１回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

平成２８年１月２５日 

                  吉川市教育委員会委員長  山田 陽一   

 

１ 日時  １月２８日（木） 午後３時から 

２ 場所  旭地区センター２０３・２０４研修室 

３ 報告事項 

(1)平成２７年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

(2)専決処分事項の報告について 

４ 付議案件 

(1) 学校給食費の改定について 

(2) 吉川市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

(3)その他 

  



平成２８年１月２８日 第１回 吉川市教育委員会 

2 

 

 

開会の日時 平成２８年１月２８日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年１月２８日 午後４時１５分 

会議開催の場所 旭地区センター２０３・２０４講座室 

委員長 山田 陽一 

委員長職務代理者 神田 美栄子 

教育長 染谷 行宏 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 山田 陽一  

   ２ 神田 美栄子 

   ３ 西山 祐照 

   ４ 関根 二三代 

５ 染谷 行宏 

会議に欠席した委員の氏名 

    

説明のため会議に出席した者の職・氏名 

教育部長          篠田 好充 

副部長兼生涯学習課長    山崎 隆 

副部長兼学校教育課長    戸張 利恵 

学校教育課学校支援担当主幹 

兼少年センター所長     前田 稔 

教育総務課長        岡田 誠 

スポーツ振興課長      山﨑 守 

会議に出席した事務局職員 

書記長（教育部長）      篠田 好充 

書記（教育総務課管理係長）  宗像 浩 

傍聴人 ０人 
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平成２８年第１回吉川市教育委員会会議議事日程 

日 程 議案等番号 内        容 提出者等 

    開会の宣告 委員長 

日程第１ ― 会議録の承認について 教育長 

日程第２ 報告第１号 
平成２７年度要保護準要保護世帯の認定結果につ

いて 
〃 

日程第３ 報告第２号 専決処理事項の報告について 〃 

日程第４ 第１号議案 学校給食費の改定について 〃 

日程第５ 第２号議案 
吉川市立学校給食センター条例施行規則の一部を

改正する規則 
〃 

日程第６    ― その他 委員長 

  閉会の宣言 〃 

    

    

    



平成２８年１月２８日 第１回 吉川市教育委員会 

4 

 

会 議 の 要 点 記 録 

◎開会の宣告（午後３時００分） 

○山田委員長 ただいまから平成２８年第１回吉川市教育委員会会議を開催いたします。 

 

◎日程第１、会議録の承認について 

○山田委員長 （議題の宣告） 

○山田委員長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、会議録を承認することについて異議はなく、会議録は承認することに決定し

た。 

 

 

◎日程第２、報告第１号「平成２７年度要保護準要保護世帯の認定結果について」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○染谷教育長 報告第１号 平成２７年度 要保護、準要保護世帯の認定結果について、 

報告申し上げます。今回の報告につきましては、前回審査保留分と１２月受付分の審査が

終了いたしましたので、その結果について報告するものでございます。 

はじめに、審査保留となっておりました３件のうち、１件は不認定、２件は所得の申告

が済んでいないため審査ができませんので、申告をしていただくようお願いしております。 

次に、１２月分は３件の申請があり、２件は認定、１件は所得の申告が済んでいないた

め審査保留となっております。 

審査保留となっております合計３件につきましては、資料が整いしだい審査を行い、結

果につきましては随時ご報告させていただきます。以上、ご報告申し上げます。 

 

○山田委員長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 不認定の理由は、収入が認定基準を超えているからですか。 

○岡田教育総務課長 就学援助につきましては、世帯や収入状況を記載する申請書を提出

していただき、住民基本台帳や税の申告状況を調査して認定作業を行っております。今回

不認定となった理由については、収入が認定基準を超えていたものでございます。 

（発言報告第１号を終了） 
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◎日程第３、報告第２号「専決処理事項の報告について」 

 （人事案件のため非公開） 

 

◎日程第４、第１号議案「学校給食費の改定について」 

◎日程第５、第２号議案「吉川市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規

則」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○染谷教育長 第１号議案「学校給食費の改定について」及び第２号議案「吉川市立学校

給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について」は、関連がございますので、

一括してご説明いたします。 

本案につきましては、平成２７年１０月２２日付け教総第３３８号で吉川市立学校給食

センター運営委員会会長あて諮問した、平成２８年４月からの学校給食費の金額について、 

「小学校は月額４，１００円、中学校が月額４，９００円に改定することが妥当である。」

との答申を得ました。これに伴い、学校給食費の金額を改定し、吉川市立学校給食センタ

ー条例施行規則を改正するものでございます。なお、詳細につきましては、教育総務課長

より説明させていただきます。 

○岡田教育総務課長 給食費の改定につきましては、教育委員会の議決をいただき学校給

食センター運営委員会に諮問いたしました。学校給食センター運営委員会は、平成２７年

１０月２２日と１１月１９日の２回開催いたしました。 

第１回の会議では、給食費を改定することについて審議いたしました。はじめに、当市

の給食費の現状について説明いたしました。給食費ついては、平成１２年４月に改定して

以降、約１５年間改定しておらず、小学校が３，７００円、一食あたり約２２０円、中学

校が４，４００円、一食あたり２６０円となっております。平成２６年４月に消費税５％

から８％に引き上げられる際には、平成２７年１０月に更なる消費税率の引き上げが想定

していたため、献立や食材選定において工夫することで、給食費の金額は据え置いており

ました。しかし、昨今の食料品の価格高騰を受け、献立を工夫することだけでは、現在の

学校給食の水準を保つことが難しい状況になったこと等を説明いたしました。委員からは、

子どもの健康や食料品の価格高騰の状況を考えると、献立を工夫していくことだけでは限

界であり、給食費の値上げはやむを得ないという意見が多数を占め、給食費を改定する方

向で審議を進めることになりました。 
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第２回の会議では、給食費の改定額について審議いたしました。給食費の金額の考え方

として、複数案をお示ししました。委員からのご意見としては、給食費を約１０％増額す

るとフルーツやデザートの提供等献立を充実させることができること、保護者への負担が

大きくなり過ぎないこと、栄養価が十分で子ども達にとって楽しみな給食を提供できるよ

うにといったご意見が出されました。最終的には、近年の改定状況、近隣市町とのバラン

ス及び保護者に過度の負担とならないこと等を考慮し、小学校は４００円増額の４，１０

０円とし、中学校は５００円増額の４，９００円と答申することで承認されました。 

 本議案は、学校給食センター運営委員会からの答申を踏まえて、給食費の改定を行おう

とするもので、第２号議案の吉川市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規

則については、合わせて所要の改正を行うものでございます。 

○西山委員 賛成多数ということですが、賛成、反対それぞれどのような意見がありまし

たか。 

○岡田教育総務課長 第１回の学校給食センター運営委員会は、給食費の改定について、

賛成６名、反対１名でした。反対の理由は、給食費を支払えない人への支援を検討すべき

であるというご意見でした。第２回は賛成５名、反対１名でした。反対の理由は、市とし

て子育て支援施策を検討していくべきであるという視点から反対されたものでございまし

た。 

○西山委員 給食費の未納状況について教えてください。 

○岡田教育総務課長 平成２６年度の現年度分の給食費収納率は９９％を超えており、ほ

とんどの方にお支払いただいております。一方、過年度分の給食費については、お支払い

ただくのに苦慮している状況です。未納となっている保護者については、電話や訪問等に

より支払いをお願いしております。従いまして、できるだけ現年度分をお支払いいただく

ことが肝要であると考えております。 

○染谷教育長 補足いたしますと、平成２６年度現年度分の給食費収納率は、９９．４％

で、調定額約３億円のうち未納となっているのは約１８０万円です。 

○神田委員長職務代理者 これまで給食費を据え置きで給食を提供していただいたことに

感謝いたします。子ども達に安全なものを食べさせることを考えた時に、一食当たり２０

円値上げして、一食２６０円で給食を提供していただくということを考えると、大変あり

がたいことで、今回の給食費の値上げはやむを得ないと思いますので、賛成いたします。 

 現在、給食費を現金で集めている学校はありますか。 
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○染谷教育長 市内ではありません。 

○神田委員長職務代理者 口座振替で９９％を超える徴収率は素晴らしいことです。 

○西山委員 本日の読売新聞朝刊に全国の給食費の平均額が掲載されていました。小学校

が４，２６６円、中学校が４，８８２円でした。これを見ても、改定額は妥当な金額であ

ると思います。子ども達に栄養価の高い給食を提供し、安心安全な、できれば吉川産の食

材を使っていただきたいと思います。 

○関根委員 私も、給食費の値上げに賛成いたします。お肉が多い食生活が中心の時代に、

中学校の給食でひじきや切り干し大根を子ども達が好んで食べているという話を聞いて、

食物繊維をたくさんとれて、とても良い事だと思いました。身体をつくるのに大切な食物

繊維をたくさんとれる献立を考えて、給食を提供していただいているのはとてもありがた

いことだと考えています。 

○山田委員長 この時期に給食費を改定し、平成２９年４月に消費税率が上がる見透しで

すが、どのように考えていますか。 

○岡田教育総務課長 今回の給食費改定につきましては、現在の状況を踏まえて検討した

ものでございます。従いまして、消費税率変更の際には、その時の状況を踏まえて再度検

討いたします。 

○山田委員長 現在の給食費は近隣市町と比較しても安く、改定案は妥当な金額だと思い

ます。先日、廃棄食材の横流し事件が報道されましたが、安心安全な食材を調達するため

に適正な費用がかかることを考えれば、給食費の値上げはやむを得ないと保護者のご理解

が得られると考えます。 

○神田委員長職務代理者 参考までに他市では、小中学校共に３００円増額し、小学校が

４，３００円、中学校が５，１００円となっております。 

○岡田教育総務課長 平成２７年９月に調査した近隣市町に聞き取りで確認した状況につ

いては、越谷市は小学校４，０００円、中学校４，８００円、八潮市は小学校３，８００

円、中学校４，４７０円、三郷市は小学校３，６５０円、中学校４，４００円、松伏町は

小学校３，８００、中学校が４，３００円となっております。 

○西山委員 平成２８年４月から新学校給食センターでの調理業務が始まる予定ですが、

献立の作成等に影響はありませんか。 

○篠田部長 新学校給食センターについては、職員が常駐し、ＰＦＩ事業者と役割を分担

して給食を実施します。献立の作成と食材選定は市が行いますので、支障ありません。 
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○西山委員 吉川市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則第３条第３項

で調理員に関する規定が削除されています。現在勤務している調理員は、来年度以降どの

ような配置になりますか。 

○岡田教育総務課長 現在、第一学校給食センター等に勤務している調理員については、

学校用務員等別の職種で勤務していただくことになります。 

○染谷教育長 臨時職員のうち希望者はＰＦＩ事業者が雇用し、新学校給食センターで勤

務することになっています。 

○関根委員 給食にはできるだけ吉川産の食材を使用し、地産地消を推進してください。 

○篠田部長 野菜についてはＪＡを通じてできるだけ吉川産を使用しています。米飯に関

しては、学校給食会を通じて吉川産コシヒカリを使用しています。 

 

○山田委員長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１号議案「学校給食費の改定に

ついて」及び第２号議案「吉川市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則

について」は、原案のとおり可決された。 

 

◎日程第６、その他 

○山田委員長（その他報告等がないかの発言） 

○篠田教育部長 事務局から６点事務連絡等がございます。 

はじめに、次回の教育委員会は、２月１８日の木曜日、午後３時から、中央公民館の２

０１研修室で開催予定となっております。当日は、会議終了後第２回総合教育会議を予定

しておりますのでよろしくお願いします。 

２点目は、小中学校の卒業式、入学式への出席のご案内をお手元に配布しております。

ご確認いただき、不都合がある場合は、事務局までお知らせください。 

３点目は、前回の教育委員会でご質問いただきました「小学校の学校選択について」及

び新入学児童生徒数について、学校教育課より報告いたします。 

 ４点目は、生涯学習課から「成人式」について、報告いたします。 

 ５点目は、スポーツ振興課より「第２１回なまずの里マラソン」の申込み状況について、

報告いたします。 

 ６点目は、本日教育委員会会議終了後、新学校給食センターの視察を予定しております
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ので、よろしくお願いいたします。 

○戸張副部長兼学校教育課長 平成２８年度小学校就学児童に係る学校選択の調整申請の

内訳についてご報告申し上げます。指定校の吉川小学校から関小学校への通学を希望する

児童が４名で、学区境１００ｍということで申請がありました。次に、指定校の旭小学校

から関小学校への通学を希望する児童が４名おり、３名は中川以西の川藤地区在住、１名

は学区境１００ｍということで申請がありました。次に、指定校の栄小学校から関小学校

への通学を希望する児童が２名で、学区境１００ｍということで申請がありました。 

 次に、平成２８年度小学校就学予定児童及び中学校進学児童見込数につきましては、新

小学１年生は７１７人、新中学１年生は７４１人となっております。 

○山崎副部長兼生涯学習課長 平成２８年１月１０日に開催いたしました「成人式」につ

いて報告いたします。当日は、式典及びアトラクション時に参加者が檀上に上がるという

ことがありましたが、無事に終了することができました。出席状況については、対象者６

７１名のうち出席者は４３５名で、出席率は６４．８％でした。出席率につきましては、

平成２７年は６９．４％、平成２６年は６９．６％でしたので、例年より若干低い状況と

なっております。来年については、参加者が壇上に上がることのないように対策を考えて

まいりたいと考えております。 

○山﨑スポーツ振興課長 平成２８年４月３日開催予定の第２１回なまずの里マラソンの

１月２７日時点の申し込み状況について、報告いたします。ハーフマラソンの部で２，２

０６人、１０ｋｍの部で１，０９６人、５ｋｍの部で４８０人、３ｋｍ中学生が１３１人、

２ｋｍ小学生が３３８人、２ｋｍ親子２人での参加が７６６人、２ｋｍ親子３人での参加

が８４人、車いすの部が２９人、合計５，１３０人のエントリーがありました。１月末が

締切りで、今後１日約１００人の申込みが見込まれますが、それを考慮しても５，５００

人程度と想定されます。前回大会と比較しますと、１，１００名程度の減になるものと考

えております。なお、招待選手については現在調整中のため、調整が済みましたら報告さ

せていただきます。 

○関根委員 小学生は通学班で登下校していると思いますが、帰りが一人にならないよう

に配慮してください。 

また、成人式では保護者が式典の様子を見ることができる場所があって良かったと思い

ます。画質をもう少し改善できるとより良いと思いますので、検討してください。 

○西山委員 平成２７年度発注予定の工事等について、実施状況を報告してください。 
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○岡田教育総務課長 平成２７年度発注予定の工事等については、概ね順調に実施するこ

とができました。ただし、中曽根小学校のプール改修については、本年度設計を行い、発

注まで進める予定でしたが、入札の不調が続いたため、夏のプール利用開始までに工事を

実施することが難しい状況となっております。今後につきましては、入札不調の原因を分

析し、新年度予算に組み替える等の調整を行っております。 

○西山委員 そうした状況は速やかに報告してください。中曽根小学校のプール使用につ

いては、支障はありませんか。 

○岡田教育総務課長 プールの状況を確認して必要があれば修繕を行い、プールの使用に

支障がないよう万全を尽くしてまいります。 

○関根委員 平成２８年１月１２日に文部科学省で研修会へ参加いたしましたので報告い

たします。研修では、教育委員会制度改革として、責任の明確化、総合教育会議の設置及

び大綱の策定などについて説明がありました。横浜市教育委員から講話がありました。横

浜市の学校数は、小学校が３４１校、中学校１４６校、高校９校、特別支援学校１２校、

合計５０８校という大きな都市での教育委員の活動でした。１２年前の教育委員会会議で

は深い議論はなく、事務局から提出された議案を承認していくというのが中心で、学校現

場の緊張感も不足していたという反省から、教育委員選出方法の見直しなどの改善を行っ

たということでした。本気の議論を重ねて教育委員会の活性化に努めたということでした。

事務局幹部や学校現場に良い刺激になったということでした。学校訪問は全員での訪問が

年４回、教育委員の自主的な訪問を年１５～６回行ったそうです。現場の大切さをすごく

感じたということでした。 

 次に、分科会として「いじめ対策」の研修に参加しました。平成２４年７月の大津いじ

め事件をきっかけとして、いじめ防止対策推進法が施行されました。いじめの実態調査が

行われるようになり、「いじめはどこにでもある」という事実認識されるようになりました。

いじめは、冷やかし、からかい、悪口、仲間外れ、集団無視、金品をたかられる、遊ぶふ

りをして叩かれたり蹴られたり、嫌なこと、恥ずかしいこと及び危険なことをさせられる、

パソコンや携帯電話等で誹謗中傷、さらにはいじめから犯罪に繋がることもあるというこ

とでした。組織的ないじめ対応の流れとして、情報を集める、指導支援体制を組む、子ど

もへの指導支援を行う、保護者と連携するということがありました。その後、３～４名の

グループに分かれてディスカッションを行い、参加者の体験報告や対策について話合いを

行いました。 
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 私の感想としては、現在、児童生徒へのアンケートを行っていますが、いじめの認知件

数と結びついているのか疑問を感じました。いじめ対策防止の組織として、校長、教頭、

学年主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラー、医師などが挙げられていますが、さ

らに心理福祉の専門家や警察経験者等外部の専門家の支援が求められると強く感じました。

グループディスカッションでは、いじめ対策として現場で経験された職員の対応や専門的

な対応、保護者の対応等様々な意見が発表され、文部科学省へ強い意見を述べている場面

もありました。 

 地域家庭との連携、家庭教育の充実、委員会の組織的対応、幼保小中連携、専門性の高

い支援が大事なことだと感じております。学校だけでなく、協力や支援される方々の取り

組みにより、教職員の負担を軽減し、先生方が教育活動に重点を置いて取り組めることが

大切だと思っています。 

○西山委員 幼い子どもへの虐待事件が報道されています。関根委員から専門性の高い支

援が大事という話がありましたが、平成２８年１月広報のあおぞら相談員募集を見ると専

門職となっておりません。専門職としての相談員配置の見通しと近隣の状況及び相談件数

を教えてください。また、現在の相談員は学校の先生の負担を軽減させることができてい

るのか教えてください。 

○戸張副部長兼学校教育課長 専門職としての相談員配置については、臨床心理士の資格

を有する人を常勤で配置したいという考えがございますが、それには相当な予算が必要に

なります。そのため、現在は臨床心理士の卵を臨時職員として雇用し、教育相談と WISC

検査にあたっていただいております。障がいを持つ子どもの検査を客観的に行い、保護者

へ検査結果を伝えながら措置変えをする方向へ導いていくようにしています。西山委員か

らはあおぞら相談員も臨床心理士を配置した方がよいというご意見については、その通り

だと考えておりますが、まずは小学校の段階での客観的な検査を行う検査員の配置をこの

４月から実施し、それが功を奏していることをご報告申し上げます。あおぞら相談員につ

いては、臨床心理士を配置するために予算の確保が課題でありますが、今後も福祉関係部

署へ繋ぐことができるような専門職の採用を検討してまいりたいと考えております。もう

一つはスクールソーシャルワーカー及びスクールカウンセラーの単独校配置を県へ要望し

ております。 

○西山委員 学校の先生の負担を軽減し、対象者の家庭に入り込むことには現在の体制で

は限界があります。学校の先生や教育委員会事務局で、児童相談所等の行政に繋ぐところ
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まで対応するのはもはや不可能で、それは専門職の分野です。先生の負担が大き過ぎます

ので、軽減を図っていただきたい。 

○神田委員長職務代理者 文部科学省の研修で、いじめ防止対策は組織で行うことを強調

されていました。いじめが起きた時に担任一人が抱え込んだら、本当に辛いです。やはり、

校長中心として学年主任、教頭の他、必要があれば医師、弁護士にも入ってもらうことが

大事です。私が校長の時、校長を中心とした組織をつくり、そこに専門職として県から紹

介された心理学の教授に相談して進言をしていただき、対応したことがあります。 

 校長会等において、担任が抱え込まないようにすること、管理職に遠慮なく相談ができ

るような校風をつくるよう各学校へ伝えていただきたいと思います。 

 

◎閉会の宣告（午後４時１５分） 

○山田委員長 以上で本日の議事日程は、すべて終了しました。これで、平成２８年第 

１回吉川市教育委員会会議を閉会といたします。閉会にあたりまして神田委員長職務代理

者より、ごあいさつをお願いします。 

 

○神田委員長職務代理者 いよいよ３学期ということで、まとめの時期になりました。先

生方へは未履修がないようにお願いします。子ども達が「勉強が分からないから学校へ行

きたくない。」「友達関係が悪いから学校へ行きたくない。」ということにならないように、

「今年も楽しかったな。」「来年度も頑張ろう。」という気持ちなるようにご尽力いただきた

いと思います。 
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議案等番号 件     名 議決結果 

― 会議録の承認について 承 認 

第１号議案 学校給食費の改定について 可 決 

第２号議案 
吉川市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正

する規則について 
可 決 

 


