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吉川市教委告示第６号 

平成２８年第６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６月２７日 

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

 

１ 日時  平成２８年６月３０日（木）午後３時００分から 

２ 場所  吉川市立三輪野江小学校会議室 

３ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 職員の分限処分について 

(3) 吉川市立小中学校学区審議会の設置及び委員の委嘱について 

(4) 吉川市立小中学校学区審議会への吉川市立小中学校の学区に関する事項の諮問に

ついて 

(5) その他 
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開会の日時 平成２８年６月３０日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年６月３０日 午後４時００分 

会議開催の場所 吉川市立三輪野江小学校会議室 

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 

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６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 第２６号議案 職員の分限処分について 〃 

日程第３ 第２７号議案 
吉川市立小中学校学区審議会の設置及び委員の 

委嘱について 
〃 

日程第４ 第２８号議案 
吉川市立小中学校学区審議会への吉川市立小中 

学校の学区に関する事項の諮問について 
〃 

日程第５ ― 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３時００分） 

○染谷教育長 ただいまから平成２８年第６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２、第２６号議案「職員の分限処分について」 

（人事案件のため非公開） 

 

◎日程第３、第２７号議案「吉川市立小中学校学区審議会の設置及び委員の委嘱につい

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２７号議案「吉川市立小中学校学区審議会の設置及び委員の委嘱につ

いて」ご説明いたします。本案につきましては、平成３２年４月に開校を予定している、

（仮称）第４中学校の学区を編成するに当たり、吉川市立小中学校学区審議会条例第１条

及び第３条の規定に基づき、吉川市立小中学校学区審議会の設置及び委員の委嘱について

提案するものでございます。 

吉川市立小中学校学区審議会委員の委嘱につきましては、条例第３条に基づき、第１号

委員の市議会議員といたしまして、文教福祉常任委員会からご推薦いただいた１名、第２

号委員の関係学区の市民代表といたしまして、自治連合会からご推薦いただいた２名、第

３号委員の関係学区の学校代表といたしまして、関係小中学校長３名、第４号委員の関係

学区のＰＴＡ代表といたしまして、ＰＴＡ連合会からご推薦いただいた３名、第５号委員

の学識経験者として１名、合計１０名の委員を委嘱するものでございます。 

 

○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２７号議案「吉川市立小中学校
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学区審議会の設置及び委員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第４、第２８号議案「吉川市立小中学校学区審議会への吉川市立小中学校の学区

に関する事項の諮問について」 

○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２８号議案「吉川市立小中学校学区審議会への吉川市立小中学校の学

区に関する事項の諮問について」ご説明いたします。本案につきましては、平成３２年４

月に開校を予定している、（仮称）第４中学校の学区の編成及びこれに伴う南中学校の通学

区域の見直しを行うに当たり、吉川市立小中学校学区審議会条例第２条の規定に基づき、

諮問を行うものでございます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 この議案については、美南小学校区及び中曽根小学校区限定として理解して

よろしいでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 そのとおりです。 

○山田教育長職務代理者 審議会の年間予定を教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 年２回の開催を予定しています。１回目は８月３０日の開

催を予定しています。２回目は１回目終了後、１か月半後の開催を予定しています。 

○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２８号議案「吉川市立小中学校

学区審議会への吉川市立小中学校の学区に関する事項の諮問について」は原案のとおり可

決された。 

 

◎日程第５、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７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、７月２８日木曜日午後３

時から吉川市役所２０４会議室において開催予定でございます。 

２点目は、６月議会における教育委員会関係部分の一般質問について、本日、口述書を

配布させていただきましたので、ご確認ください。 

３点目は、教育総務課より、「学校給食献立表の記載誤り」について、４点目は、学校

教育課より、「学校応援団」について、５点目は、生涯学習課より、「成人式」について、



平成２８年６月３０日 第６回 吉川市教育委員会 

6 

 

６点目は、スポーツ振興課より、「浦和レッズハートフルサッカー教室」について、それぞ

れ報告いたします。 

最後に７点目として、本日午後５時より吉川市役所２０１会議室にて、第３回総合教育

会議を開催いたしますので、委員の皆様のご出席をお願いいたします。 

○戸張副部長兼教育総務課長 学校給食献立表については、今年度から献立一つ一つにつ

いて、使用食材料を記載しており、食物アレルギーがある児童生徒及びその保護者は、献

立表を確認することで、その献立を食べるかどうかを判断しています。そのような中、６

月９日木曜日に提供したふりかけについて、ある小学校から献立表に記載している使用食

材料とは違い、鶏卵・脱脂粉乳が使用されているふりかけが提供されているとの連絡があ

りました。確認したところ、献立表の記載に誤りがあることが判明しました。このため、

各小学校に、卵・乳のアレルギーを持つ児童への提供中止を連絡しましたが、計６名の児

童が誤食してしまったことが分かりました。６名の児童の保護者に対しては、当日もしく

は後日に謝罪をさせていただき、その後の児童の体調等についても確認をさせていただい

たところ、アレルギー症状が無かったことを確認しています。 

 また、前日の８日に中学校に対して同様の成分のふりかけを提供していたことから、小

中学校全ての保護者に対し、１０日付でお詫びの文書を配布しています。今回の誤記載に

ついては、同一メーカーの別の商品を記載してしまったことが原因であると分かりました。

食物アレルギーについては、重篤の場合は命に関わることがありますので、今後二度とこ

のような事態が起こらないよう、複数による確認などの対策を行い、再発防止に努めてま

いります。 

○清水副部長兼学校教育課長 ５月の教育委員会会議で神田委員からご質問がありました、

学校応援団について、教育長訪問等で情報収集をさせていただきましたので、ご報告いた

します。学校応援団に対する感謝の集いについて、小学校においては、各学校とも学年末

の始業前の時間を使い、子ども達が中心となって一年の感謝をするという会を設けている

とのことです。中学校においては、各学校とも学校応援団の活動時は、生徒と一緒に活動

する時間が多く設けられており、活動終了時にその都度お礼を言うことになっているとの

報告がありました。 

○宗像生涯学習課長 平成２９年成人式については、１月８日に開催を予定しています。

なお、式典時の座席については、私語等をなくし、集中して式典に参加してもらうため、

指定席の導入を考えています。今後も実行委員会の意見を聞きながら、課題等を整理して

取り組んでいきたいと考えています。 

○戸張副部長兼教育総務課長 スポーツ振興課長に代わり、報告させていただきます。「浦
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和レッズハートフルサッカー教室」については、市制施行２０周年記念事業として開催す

るもので、浦和レッズによる地域貢献事業の一環として実施されます。日程は８月３０日

火曜日の午前９時３０分から１２時までで１時間が講話、１時間３０分が実技指導となっ

ています。対象は小学生とその保護者５０組です。講師については、日本代表のコーチを

務めた経歴を持つ落合弘様です。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 給食のアレルギー対応について、チェック方法はどのような形で行っていま

すか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 これまでは、給食献立表の記載を一人で行っていましたが、

今後については、二人体制で対応していきます。なお、９月から提供するアレルギー対応

食では、個別の食缶により、児童に直接届けることで、誤配がないよう対応していきます。 

○関根委員 今回は学校の先生によるチェックで発覚したのでしょうか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 今回は配膳員が見つけて発覚したと報告を受けています。

今後も学校と連携を図っていきたいと考えています。 

○西山委員 学校医についてですが、学校の健康診断状況について教えてください。 

○篠田教育部長 ６月２９日をもって学校の健康診断は全て終了しています。今後、就学

児健診等が控えていますので、引き続き、学校医と連携しながら取り組んでいきます。 

○山田教育長職務代理者 成人式の座席指定はとても良いと思いますので、実施方法等を

よく検討していただきたいと思います。 

○西山委員 明治発祥の吉川小学校、旭小学校、三輪野江小学校について、２０周年記念

事業の位置づけで記念碑等の設置が出来ないかどうか、ご検討いただきたいと思います。 

○宗像生涯学習課長 歴史と伝統がある学校だと分かるようなものを設置できるかどうか、

今後考えさせていただきたいと思います。 

○神田委員 いじめ件数について、学校によって数字がかなり違っています。これは、教

職員の意識に差があることに原因があるのでしょうか。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 最近、文科省のいじめに関する

調査がまとまったところです。ご指摘のとおり、各学校によっていじめの認知件数に差異

が見られます。加えて、昨年度の都道府県別のいじめ認知件数にかなりの差異があったた

め、調査の見直しが行われたところです。国からは、「いじめの認知件数が多いということ

は、それだけよく見ているということなので、小さなものまで含め、積極的に報告してほ

しい。」と言われていますが、学校の件数の把握に対する捉え方により、報告件数に差異が
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生じていると理解しています。今後は、認知件数よりもその後の解消件数を増やしていく

よう小中学校にお願いしていきたいと考えています。 

○関根委員 平成２８年６月６日に開催した「埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議

会」に３名参加しましたので報告致します。 

 

◎閉会の宣告（午後４時００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６

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 今日が一年の折り返しです、また、３週間後から夏休みが始ま

ります。事故防止を指導徹底し、２学期から子ども達が元気に登校してもらいたいと思い

ます。 
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 吉川市教育委員会会議規則第２４条第２項の規定により署名する。 

  平成２８年７月２８日 

  

教  育  長     染谷 行宏 

 

   教育長職務代理     山田 陽一 

 

   委     員     神田 美栄子 

 

   委     員     西山 祐照 

 

   委     員     関根 二三代 
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参考資料 

 
付議された議案等の処理結果 

 
平成２８年第６回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

― 会議録の承認について 承 認 

第２６号議案 職員の分限処分について 可 決 

第２７号議案 
吉川市立小中学校学区審議会の設置及び委員の委嘱につ

いて 
可 決 

第２８号議案 
吉川市立小中学校学区審議会への吉川市立小中学校の学

区に関する事項の諮問について 
可 決 

 


