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吉川市教委告示第５号 

平成２８年第５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５月２３日 

                  吉川市教育委員会教育長  染谷行宏    

 

１ 日時  平成２８年５月２６日（木）午後１時３０分から 

２ 場所  吉川市学校給食センター 多目的会議室 

３ 報告事項 

(1) 専決処理事項の報告について 

(2) 吉川市いじめ問題対策連絡協議会委員及び吉川市いじめ問題対策委員会委員報告

について 

４ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 吉川市社会教育委員の委嘱について 

(3) 吉川市図書館協議会委員の委嘱について 

(4) その他 
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開会の日時 平成２８年５月２６日 午後１時３０分 

閉会の日時 平成２８年５月２６日 午後２時４０分 

会議開催の場所 吉川市学校給食センター多目的会議室 

教育長 染谷 行宏 

教育長職務代理者 山田 陽一 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 染谷 行宏 

２ 山田 陽一  

   ３ 神田 美栄子 

   ４ 西山 祐照 

   ５ 関根 二三代 

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 

副部長兼教育総務課長    戸張 悦男 

副部長兼学校教育課長    清水 孝二 

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 

生涯学習課長        宗像 浩 

スポーツ振興課長      互井 満 

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） 城取 直樹 

傍聴人 ０人 
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平成２８年第５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 

    開会の宣告 教育長 

日程第１ ― 会議録の承認について 〃 

日程第２ 報告第７号 専決処理事項の報告について 〃 

日程第３ 報告第８号 
吉川市いじめ問題対策連絡協議会委員及び吉川市

いじめ問題対策委員会委員報告について 
〃 

日程第４ 報告第９号 専決処理事項の報告について 〃 

日程第５ 報告第１０号 教育長が委任された事務の執行状況報告について 〃 

日程第６ 第２４号議案 吉川市社会教育委員の委嘱について 〃 

日程第７ 第２５号議案 吉川市図書館協議会委員の委嘱について 〃 

日程第８ ― その他 〃 

  閉会の宣告 〃 
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会議の要点記録 

◎開会の宣告（午後１時３０分） 

○染谷教育長 ただいまから平成２８年第５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 

○染谷教育長 （議題の宣告） 

○染谷教育長 （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、前回会議録は承認することに

決定した。 

 

◎日程第４、報告第９号「専決処理事項の報告について」 

◎日程第５、報告第１０号「教育長が委任された事務の執行状況報告について」 

○染谷教育長 本日追加事項として提出させていただきました、日程第４及び日程第５に

ついては、重要度が高いため、先に議題として取り扱わせていただきます。なお、内容に

関連性があるため、一括して報告を求めます。 

○篠田教育部長 はじめに報告第９号「専決処理事項の報告について」ご説明いたします。

本案につきましては、退任の申し出がありました学校医につきまして、その後任者として

吉川松伏医師会から推薦書が提出されましたので、新たな学校医の委嘱を行うものでござ

います。なお、委嘱期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までといたしま

す。 

続きまして、報告第１０号「教育長が委任された事務の執行状況報告について」ご説明

いたします。本報告につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条

第３項の規定により、報告するものでございます。 

さる５月２１日土曜日、吉川市内小中学校の健康診断に関する記事が掲載されました。

内容は、小中学校の学校医１６人のうち１０人が３月末に辞任し、小中学校の健康診断が

例年通りに実施できない可能性があるというものでございました。実際は、３月３１日に

医師会より、学校医１０人の「解任届」が提出されました。教育委員会といたしましては、

本来の任期が平成２７年４月から平成２９年３月までであることから、その間、学校医と

しての業務をしていただくよう、医師会にお願いいたしました。 

しかしながら、辞任はそれぞれの医師の意向であることから、学校医を続けることは難

しいが、小中学校の健康診断が適正に実施できるよう、医師会としてできる限り協力して

いただける旨のお話をいただきました。 
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そこで、６人の学校医のスケジュールを調整しながら、現在、小中学校の健康診断を実

施しているところでございます。今後も、医師会のご協力をいただき、６月末までに小中

学校の健康診断を実施できるように努めてまいります。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 ６人の学校医の現在までの健康診断状況及び今後について教えてください。 

○篠田教育部長 現時点では１１校中３校の健康診断が終了し、残り８校については随時

健康診断を行っていただいています。全体では６割が終了し、６月末には全ての健康診断

が終了する予定となっています。今後につきましても、就学時健診等がありますが、引き

続き、子ども達のためにご尽力をいただけるようお願いしてまいります。 

○染谷教育長 医師会とこれまで複数回、話し合いの場を持たせていただいています。今

年度については、６人の学校医で就学時健診等に対応していただけると考えていますが、

来年度については現時点では未定となっています。 

○西山委員 学校医の役割は、学校保健安全法施行規則に記載されていますが、その他に

学校医の役割について教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校保健委員会での指導・助言や出席停止等に関する伝染

病対応の指導をいただいています。 

○神田委員 学校産業医に変更はありましたか。 

○清水副部長兼学校教育課長 本日、医師会より推薦をいただきましたので、変更するこ

となく、当初の予定どおりお願いすることになりました。 

（報告第９号及び報告第１０号を終了） 

 

◎日程第２、報告第７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３、報告第８号「吉川市いじめ問題対策連絡協議会委員及び吉川市いじめ問題

対策委員会委員報告について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び報告を求める発言） 

○篠田教育部長 報告第８号「吉川市いじめ問題対策連絡協議会委員及び吉川市いじめ問

題対策委員会委員報告について」ご説明いたします。吉川市いじめ問題対策連絡協議会

等条例に基づく「吉川市いじめ問題対策連絡協議会」及び「吉川市いじめ問題対策委員

会」の委員について別紙のとおり報告させていただくものです。なお、詳細につきまし
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て担当主幹よりご説明申し上げます。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 吉川市いじめ問題対策委員会委

員について説明いたします。弁護士については、吉川市の顧問弁護士と同じ法律事務所

に所属しています。精神科医師については、依頼中とありますが、昨日、吉川松伏医師

会より津島メンタルクリニックの津島豊美氏の推薦がありましたので、委員をお願いし

たいと考えています。学識経験者２名については、いずれも市内の中学校に勤務された

経験があります。社会福祉士については、埼玉県社会福祉士会から推薦をいただいてい

ます。今後、委嘱を兼ねて第１回の委員会開催を考えています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 学識経験者の羽角委員については、元校長、保護司、また、草加保健所から

依頼されている薬物の指導員もされており、人選は適任であると思います。 

○山田教育長職務代理者 年間何回開催されますか。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 吉川市いじめ問題対策連絡協議

会については、年２回の開催を予定しています。吉川市いじめ問題対策委員会について

は、年１回の定例会開催を予定していますが、いじめ問題等重大な案件が発生した場合

はその限りではありません。任期は２年となりますので、１回目は１年目の１学期中、

２回目は２年目の３学期中に開催したいと考えています。 

（報告第８号を終了） 

 

◎日程第６、第２４号議案「吉川市社会教育委員の委嘱について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○篠田教育部長 第２４号議案「吉川市社会教育委員の委嘱について」ご説明いたします。

本案につきましては、委員の退任に伴い、欠員補充として、吉川市社会教育委員を任命

したいので、吉川市社会教育委員設置条例第３条第３項の規定に基づき、この案を提出

するものでございます。なお、任期につきましては任命日から平成２９年３月３１日ま

ででございます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（質疑及び意見なし） 

○染谷教育長 （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２４号議案「吉川市社会教育委
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員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第７、第２５号議案「吉川市図書館協議会委員の委嘱について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○篠田教育部長 第２５号議案「吉川市図書館協議会委員の委嘱について」ご説明いたし

ます。本案につきましては、委員の退任に伴い、欠員補充として、吉川市図書館協議会

委員を任命したいので、吉川市図書館条例第８条第５項の規定に基づき、この案を提出

するものでございます。なお、任期につきましては任命日から平成２９年３月３１日ま

ででございます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（質疑及び意見なし） 

○染谷教育長 （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２５号議案「吉川市図書館協議

会委員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第８、その他 

○染谷教育長（事務局からその他報告等がないかの発言） 

○篠田教育部長 事務局から５点報告事項がございます。 

１点目は、次回の教育委員会会議の開催日時でございますが、６月３０日木曜日午後３

時から三輪野江小学校会議室において開催予定でございます。当日は教育委員会に先立ち

まして、１２時３０分から学校訪問を行う予定となっております。 

２点目は、６月６日月曜日に開催される平成２８年度埼玉県市町村教育委員会教育委員

研究協議会出席について、西山委員、神田委員、関根委員の出席で報告しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

３点目・４点目は、教育総務課より、「第３回総合教育会議」について、「小中学校のＡ

ＥＤ設置場所」について、５点目は、学校教育課より、「埼玉県内の全公共施設への爆破予

告」について、それぞれ報告いたします。 

○戸張副部長兼教育総務課長 第３回総合教育会議については、６月３０日に開催予定の

教育委員会会議終了後、１７時から吉川市役所２０１会議室にて開催いたします。内容に

ついては、ゲストスピーカーを招いて話をお聞きした後、意見交換を行いたいと考えてい

ます。 
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 小中学校のＡＥＤ設置場所については、これまで小中学校のＡＥＤは保健室や職員室に

設置されていましたが、学校開放時の休日や夜間時に使用できるようにするため、今年度

より屋外に設置することになりました。ＡＥＤを収納する保管ＢＯＸの設置を５月１４日

及び１５日に行っています。新たな設置場所については、学校と協議のうえ、昇降口、保

健室や職員室の外壁などに設置しています。屋外設置になったことで、盗難等の恐れがあ

ることから、これまで教育委員会で保管していた予備機１台を４台に増設しています。盗

難等が起こってしまった場合は、速やかに予備機を配布し、児童生徒に支障が出ないよう

対応していきたいと考えています。 

○清水副部長兼学校教育課長 埼玉県内の全公共施設への爆破予告については、埼玉県教

育委員会から情報提供がありました。内容については、５月２３日、２４日に埼玉県教育

委員会のお問い合わせ欄から爆破予告があったと聞いております。爆破予告が５月２４日

から６月１７日までの長期に渡ることから、対応については、近隣市町の対応も確認しな

がら過度の不安や混乱を避けるため、学校長には、５月２４日中に各小中学校で学校敷地

内及び周辺の見回りを実施すること、不審物を発見した場合は警察と学校教育課に速やか

に連絡することを指示しました。なお、保護者への対応は不安を助長させてしまう観点か

ら、今回は対応していません。現時点では、不審者及び不審物の連絡は入ってきていませ

ん。また、学校以外の公共施設も爆破予告の対象となっていることから、教育委員会内施

設及び市長部局にも連絡を入れており、今後も引き続き各関係機関と連携して取り組んで

いきます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 ＡＥＤについて、頻繁に確認しないと盗まれたかどうかわからなくなってし

まうと思いますので、ご配慮いただきたいと思います。 

○戸張副部長兼教育総務課長 ＡＥＤの管理については、毎朝、学校でバッテリー充電の

状況を含め、確認をしていただいていますので、その時点でなくなっている場合は、速や

かに教育総務課へ連絡が入ることになっています。 

○染谷教育長 昨日ある学校で確認しましたが、日中は今までどおり、保健室やプール等

に移動し、養護教諭が退勤時に外の箱に入れているとのことでした。なお、箱は開けると

ブザーが鳴るようになっています。 

○山田教育長職務代理者 ＡＥＤの屋外設置については、埼玉県などから指示等があった

のですか。 

○篠田教育部長 埼玉県などからは特に指示等はなく、市民から土日に使用出来ないかと
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いう声があり、屋外設置で対応させていただくことになりました。 

○山田教育長職務代理者 市民にとっては、非常に有難いことだと思います。 

○西山委員 その他で２点あります、１点目は、夏休みのプール指導を通学班で対応出来

ないかということです。旭小学校や三輪野江小学校では、夏休みのプールの帰宅時に一人

になってしまう児童がいるという話を聞きました。通学班で対応出来るかどうか、ご検討

いただきたいと思います。問題点としては、先生の指導対応が負担になってしまうことで

すが、その点を考慮した上で、児童の安全を優先して対応していただきたいと思います。 

 ２点目は、中曽根小学校のプール改修についてですが、前年度、入札が２回不調となっ

ています。今年度は不調とならないよう対応していただきたいと思います。また、今年度

のプールへの影響はどうでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 旭小学校や三輪野江小学校など道中が長い学校については、

工夫をして対応出来ないか、学校に伝えたいと思います。 

○戸張副部長兼教育総務課長 中曽根小学校のプールについて、中曽根小学校のプールに

限ったことではありませんが、今の時期はプール清掃が入っている頃だと思います。その

中で塗装の剥がれや機器の不調などがあれば、その都度対応してまいります。改修工事に

ついては、プールの使用が終わる秋以降に発注する予定です。なるべく工期に余裕を持っ

て発注していきたいと考えています。 

○神田委員 その他で３点あります。１点目は、学校ボランティアについて、学校から労

いの言葉やお礼をしてもらえると、学校ボランティアさんは非常に励みになると聞いてい

ます。次回までに各学校が学校ボランティアに対してやっていること、例えば給食の提供

や感謝会の開催などの事例がありましたら報告してください。 

 ２点目は、学校だよりについてです。学校だよりは学校の様子がわかる資料ですが、学

校によっては、文字が小さくて読みにくいものがあります。地域の人も学校に関心を持っ

ていますので、ぜひ改善していただきたいと思います。 

 ３点目は、子ども達の心の教育の一環として、学校コンサートを市の予算で開催してほ

しいと思います。現在は、ＰＴＡからお金を出していると思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 神田委員の仰るとおりだと思います。学校側で学校ボラン

ティアへの給食提供や、子ども達と語らう時間を作るなどの取り組みがあれば、さらに学

校ボランティアが増えていくのではないかと考えていますので、学校ボランティアへの学

校の対応について、次回の会議で報告させていただきたいと思います。 

 学校だよりについては、学校に意見として伝えたいと思います。 

○宗像生涯学習課長 今年度、２月に生音コンサートの開催を予定しています。先日、事
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業の正式決定がありましたので、本日、学校あてにクラシック音楽のアーティストと子ど

も達が音楽を通して交流するアクティビティへの参加のお願いをしたところです。 

○山田教育長職務代理者 新学期から２か月が経過して、子ども達の様子はどうなのか教

えてください。また、もうすぐで夏休みに入るため、計画しているものがあれば教えくだ

さい。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校訪問が６月から始まりますので、その中で子ども達の

様子を見ていきたいと思います。 

○山田教育長職務代理者 子ども達だけではなく、先生達の様子も見てほしいと思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 新任の先生や５年経験の先生が特に注意が必要と考えてい

ますので、校長にはよく見てもらうよう伝えています。 

○宗像生涯学習課長 夏休みの活動については、地域寺子屋事業の拡充や公民館で開催す

るイベントの見直しなどを行うことで対応してきたいと考えています。 

○関根委員 ５月１０日に埼葛地区教育委員会連合会総会及び講演会に参加しました。講

演のタイトルは「学校は教育の最先端」というもので、内容は教育委員会と学校の一体化、

市長と教育長の連携などについて話がありました。 

 また、青少年育成市民会議に補助金をいただいたことについて、お礼がありましたので

報告します。 

○西山委員 今年の高富地区の寺子屋では、視点を変え、南中学校吹奏楽部の協力を頂き、

子ども達に生の音を届ける演奏会を企画しています。なお、演奏会にはお年寄りをお招き

し、みんなで音と触れ合う機会を作りたいと考えています。また、郷土の歴史探訪も計画

をしています。 

○神田委員 最近、学校における体罰や事故が多く聞こえてきます。一つの行為がその学

校の信頼を失わせることに繋がってしまいますので、改めて、管理職の指導や一人一人の

職員が自覚を持って子どもの指導にあたることについて、学校に伝えてほしいと思います。 

 

◎閉会の宣告（午後２時４０分） 

○染谷教育長 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５

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、山田教育長職務代理

者よりごあいさつをお願いします。 

○山田教育長職務代理者 本日は、新しくなった学校給食センターで会議を開催しました。

新しい食器になり、子ども達も非常に喜んでいるのではないかと思います。本日の会議開

催前に、小学校４年生が喧嘩で命を落としたというニュースを目にしました。命を落とす
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ということはとても大変なことです。市内の子ども達が安全であることが第一だと思いま

す。安全に子ども達が生活し、すくすくと育っていけるよう、関係機関・団体が学校と連

携して取り組んでいただきたいと思います。 
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