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吉川市教委告示第７号 

平成２８年第７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７月２５日 

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

 

１ 日時  平成２８年７月２８日（木）午後３時００分から 

２ 場所  吉川市役所２０４会議室 

３ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 平成２８年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

(3) 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受入れ可能人数等の決

定について 

(4) その他 
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開会の日時 平成２８年７月２８日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年７月２８日 午後４時００分 

会議開催の場所 吉川市役所２０４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７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１１号 
平成２８年度要保護準要保護世帯の認定結果につ

いて 
〃 

日程第３ 第２９号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択

希望者の受入れ可能人数等の決定について 
〃 

日程第４ 第３０号議案 職員の分限処分について 〃 

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７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、報告第１１号「平成２８年度要保護準要保護世帯の認定結果について」 

○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１１号「平成２８年度要保護準要保護世帯の認定結果について」

ご報告いたします。今回の報告につきましては、４月及び５月受付分での審査が終了いた

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、４月・５月の申

請件数でございますが、今年度は３６３件の申請があり、前年度と比較すると２件減って

おります。次に、審査結果につきましては、認定が３２９件、不認定が１８件でございま

す。なお、所得の申告が済んでいない方につきましては、審査ができませんので、１６件

の審査を保留としています。審査保留の方については、所得の申告をしていただくよう、

通知しておりますので、資料が整い次第、審査を行い、結果につきましては、教育委員会

の会議で随時ご報告させていただきます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 医療費は無料という解釈でよろしいでしょうか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 医療費については、就学援助制度や子ども医療費制度を利

用することができますので、保護者の負担はありません。 

○西山委員 将来の要望として、部活動の支援については、現在の吉川市就学援助費支給

要綱では記載がされていないと思います。部活動で準備するものの中には、高価なものが

ありますので、他市町の状況を見ながら市独自の援助方法を検討していただきたいと思い

ます。 

○戸張副部長兼教育総務課長 部活動によっては、費用がかかる活動があることは理解し

ています。保護者の経済状況によって子どもに影響が出てしまうことがないようにしたい
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と考えていますが、一方で、途中で退部してしまう場合の用品の取扱いなど課題もありま

す。他市町で実施している事例もありますので、調査・研究をしていきたいと思います。 

○西山委員 部活動において、全国大会などに出場した場合の援助はあるのでしょうか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 そのような場合は、市独自の補助事業である体育大会等選

手派遣補助金に該当しますので、要保護準要保護世帯に限らず、全対象者に交通費や宿泊

費を全額補助しています。 

○山田教育長職務代理者 平成２５年度から認定件数が減っていますが、認定率の推移は

どのようになっていますか。 

○西山委員 生活保護基準が変更されたことで、影響はいかがでしょうか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 生活保護基準については、平成２５年度から段階的に引き

下げられていますが、生活扶助が変更した分については、影響が出ないように対応・措置

をしています。認定率については、１０パーセントを切るような数字でほぼ横ばいで推移

しています。 

 

◎日程第３、第２９号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の

受入れ可能人数等の決定について」 

○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２９号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者

の受入れ可能人数等の決定について」ご説明いたします。本案につきましては、平成２９

年度小学校就学予定者の通学区域の調整及び中学校進学予定者の中学校の選択に係る学校

選択希望の申請受付について、吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の規定によ

り、学校選択希望者の各小中学校における受入れ可能な人数と、申請書の提出期限を定め

る必要があるため提案するものでございます。受入れ可能な人数につきましては、各小中

学校の普通教室の数など施設の状況と児童生徒数を考慮いたしまして、栄小学校、美南小

学校及び南中学校については０人、吉川小学校、旭小学校、三輪野江小学校、関小学校、

北谷小学校、中曽根小学校については１学級増とならない範囲、東中学校、中央中学校に

ついては１学級増までの人数とするものでございます。南中学校の受入れにつきましては、

吉川小学校、北谷小学校、中曽根小学校の卒業児童見込数が今後しばらく横ばいで推移す

るのに対しまして、美南小学校におきましては、平成２８年度が７２人、平成２９年度が

１１３人、平成３０年度が１３１人、平成３１年度が１３４人と、毎年度増加することが

見込まれております。このようなことから、平成２９年度から平成３１年度までの間、中

学校選択校の対象から外すものでございます。また、申請書の提出期限につきましては、
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事務処理などに要する時間を考慮し、設定させていただきました。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○山田教育長職務代理者 家庭への周知はどのように行うのでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 ８月中に市ホームページに掲載します。他に、学校教育課

だよりに掲載し、周知を図ってまいります。 

○染谷教育長 該当する家庭に対しては、通知で周知を行います。 

 

○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２９号議案「通学区域の調整及

び中学校の選択による学校選択希望者の受入れ可能人数等の決定について」は原案のとお

り可決された。 

 

◎日程第４、第３０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８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、８月２５日木曜日午後３

時から吉川市総合体育館会議室において開催予定でございます。 

２点目から５点目は、学校教育課より、「生徒指導上の報告」、「埼玉県学力学習状況調

査」、「いじめ問題対策連絡協議会」、「部活動の関東大会・全国大会出場」について、６・

７点目は、生涯学習課より、「吉川むかしばなし刊行」、「いくべ～よし！川まつりの開催」

について、８点目は、教育総務課より、「第４回吉川市総合教育会議」について、それぞれ

報告いたします。 

 

（清水副部長兼学校教育課長より生徒指導の報告） 

 

○清水副部長兼学校教育課長 ４月に行われた埼玉県学力学習状況調査の結果が、１学期

末に各学校に届きました。十分な分析は現在進行中であることから、本市の概要について、

報告させていただきます。この学力調査は、昨年度より制度改革があり、個の児童生徒の
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伸びを見る形になりました。事務局としても、その観点に基づき、今後分析を行ってまい

りたいと考えています。概要につきましては、小学校４年生から小学校６年生までは、国

語と算数、中学校１年生は、国語と数学、中学校２年生、３年生は、国語、数学、英語の

実施でございました。昨日、埼玉県から国語の平均正答率の訂正が入りましたので、国語

を除き報告いたします。 

 小学校につきましては、小学校４年生の算数で埼玉県の平均正答率を上回り、小学校５

年生、６年生の算数につきましては、０．５ポイントほど下回る結果となりました。「数学

的な考え方」に課題があることが分かりました。 

 中学校につきましては、中学校１年生の数学のみ埼玉県の平均正答率を上回り、その他

は同等程度か、それを下回る傾向となりました。数学の「考え方」、英語の「外国語表現」

に課題が見られました。各学校には、学期末に児童生徒に個票を返却し、回収等を行い分

析するようお願いしています。詳細な分析結果が出ましたら、速やかに報告いたします。 

 次に、部活動の関東大会・全国大会出場について、報告いたします。東中学校について

は、陸上の男子棒高跳びで１名、中央中学校については、陸上の２年男子１００メートル

で１名、南中学校については、柔道男子個人で１名、剣道女子団体及び剣道女子個人１名

が関東大会に出場いたします。 

全国大会出場者については、東中学校については、陸上の男子棒高跳びで１名、南中学

校については、陸上の男子８００メートル、男子３０００メートルで１名ずつ計２名、柔

道男子個人で１名、剣道女子団体が出場いたします。ハンドボールにつきましては、中央

中学校及び南中学校が現在県大会中でございますので、今後、結果についてご報告させて

いただきます。 

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

いて、第１回協議会を７月２６日に開催いたしました。内容につきましては、当協議会の

趣旨について、いじめ防止のための基本的な方針について及び市内のいじめの状況につい

て、事務局から説明いたしました。その後、委員である市内小中学校長からいじめ防止の

取り組みについて発表があり、保護者への対応の課題について話がありました。また、児

童相談所からは、いじめの認知に伴い、虐待の範囲が広がっており、いじめの適用範囲が

今後広がるのではないかという話がありました。市の付属機関である、第１回吉川市いじ

め問題対策委員会については、８月２３日に開催予定でございます。 

○宗像生涯学習課長 市制施行２０周年記念事業として実施する「吉川むかしばなし」及

び「いくべ～よし！川まつり」について、説明いたします。 

はじめに、「吉川むかしばなし」につきましては、様々な方のご協力をいただいて発刊
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に至り、本日お手元に配布させていただきました。内容につきましては、平成８年の市制

施行記念に発刊した「吉川むかしばなし」に「よしかわ地方の方言と話言葉集」の一部を

追加して再発刊するものでございます。作成部数は１，３００部、図書館や学校に配本す

るほか、８月１日より１部５００円で有償頒布いたします。 

なお、先の教育委員会でいただいたご意見を踏まえ、子ども達に親しみやすいよう「紙

芝居」を作成いたします。また、原作者より原画のご寄附をいただきましたので、次に報

告する「いくべ～よし！川まつり」にて、原画展を開催いたします。さらに、現在、「広報

よしかわ」等をテープに吹き込み、目の不自由な方に毎月届けているサークル「きんもく

せい」さんにご協力いただき、音声版の作成に向けた調整を行っているところです。 

 次に「いくべ～よし！川まつり」につきましては、２０周年記念事業として吉川市が主

催するイベントで、古くから川で栄えた吉川の歴史を今一度見つめ直し、先人の築いた文

化に感謝の気持ちを示すとともに、川に関する体験活動を楽しむ水辺の祭典です。８月２

８日の日曜日、場所は、２会場で開催し、中川台団地西側の中川河川敷を第１会場、平沼

地区公民館を中心とした吉川小学校１階を第２会場として開催いたします。生涯学習課は、

第２会場 吉川小学校平沼地区公民館の洋会議室で「川とともに栄えたまち 吉川」をテ

ーマとした企画展示を行います。展示内容は市文化財に指定されている「高久蕎高神社所

蔵の絵馬」のレプリカ、及び徳江家家相図、写真パネルの展示及び「吉川むかしばなし」

の原画展を予定しております。 

 なお、第１会場では、Ｅボートレースの開催、昔水運で使われていた高瀬船に市の特産

品を積み込んで特産品を紹介しつつ、当時の様子を再現するイベント等が予定されている

と聞いております。 

○戸張副部長兼教育総務課長 第４回吉川市総合教育会議について、８月２５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

容につきましては、前回と同様、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。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○神田委員 ３点あります。１点目は学力調査について、課題等を解決するため、例えば、

学力向上プランのような計画を各学校で作成するなど、子ども達の学力向上に努めていた

だきたいと思います。２点目は、中学校の全国大会で上位に入賞した場合、横断幕の設置

等についてご検討いただければと思います。３点目は、吉川むかしばなしについて、保育

所や幼稚園への配布はあるのでしょうか。また、紙芝居も保育所や幼稚園に配布していた
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だければと思います。 

○宗像生涯学習課長 保育園や幼稚園へも配布するようにしてまいります。 

○西山委員 夏休みに入りましたので、少年センターで行っている防犯パトロールの状況

について教えてください。また、市民プールの利用状況を教えてください。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 夏休みについては、通常と同様、

昼と夜の補導を行っております。夜の補導につきましては、夏休み直前の補導活動で中学

生の集団に声かけ等を行い関係する中学校へ情報提供をした件がございました。昼の補導

は現時点で心配のある報告は上がっておりません。なお、危険性を伴う歩きスマホについ

て注意を促すよう活動を行っています。 

○互井スポーツ振興課長 ７月１６日から市民プールを開始しています。実働１２日間で

５，２０８名の利用がありました。そのうち、市内利用者は２，２８５名となっています。

市外利用者は親子連れでの利用が多く、市内利用者は子どもだけでの利用が多いようです。 

○神田委員 通学路の横断歩道の白線が薄くなってしまっているのがとても気になります。

市のどの部署に声を届ければよろしいでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 今年６月に５年ぶりとなりますが、通学路の安全総点検を

実施しました。問題箇所につきましては、埼玉県県土整備事務所主催の会議において、報

告を行っています。埼玉県では５年計画で実施していく予定であると聞いています。今後

も市民安全課と連携しながら取り組んでまいります。 

○山田教育長職務代理者 相模原市で大変な事件が起こりました。今後、さらに心の教育

や人権教育の充実が求められていると思います。教育委員会が学校にどのようなことを求

めていくのか、方策等がありましたら教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 道徳の研修につきましては、半分以上の学校が教師を対象

に、夏休み期間中に講師を招いて研修を行う旨を聞いています。なお、人権の研修につき

ましては、学校教育課で予算化しているため、同じく教師を対象に、夏休み期間中に講師

を招いて開催する予定です。今後につきましては、心の教育の強化についてさらに検討し

ていきたいと考えています。 

○山田教育長職務代理者 併せて、障がいを持っている方に対する心のケアも適宜実施し

ていただきたいと思います。 

○神田委員 相模原市の事件では、薬物の話も出ていましたので、学校において薬物乱用

防止の研修も実施していただきたいと思います。 

○関根委員 夏休みに入ってから、子ども達の自転車のマナー違反を見る機会があります

ので、注意して見ていきたいと思います。また、不審者がいる場合、市ではどのような形
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で保護者に連絡を行っているのか教えてください。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 少年センターに届いた不審者情

報につきましては、各学校にファックスでお知らせするとともに、市民安全課にも情報提

供を行っています。各学校では、多くが学校のホームページに情報を掲載し、同時に保護

者あてにメール配信を行っていると聞いています。 

○清水副部長兼学校教育課長 市役所においては、庁内掲示板に掲載することで全職員に

対して情報を提供・共有しています。 

○山田教育長職務代理者 地域との連携も不可欠であると思います。 

 

◎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７

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 夏休みに入って、子ども達の事故報告等もなく、安心している

ところでございます。今後、子ども達は林間学校など夏休み期間中に大きく成長できる機

会がたくさん待っています。ぜひ、一回りも二回りも大きく成長して２学期を迎えてほし

いと思います。また、大人も子ども達の見本となるような言動をしてもらい、地域と連携

して子ども達を見守ってほしいと思います。
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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８月２５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７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２９号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者

の受入れ可能人数等の決定について 
可 決 

第３０号議案 職員の分限処分について 可 決 

 


