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吉川市教委告示第８号 

平成２８年第８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８月２２日 

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

 

１ 日時  平成２８年８月２５日（木）午後３時００分から 

２ 場所  吉川市総合体育館会議室 

３ 報告事項 

 (1) 平成２８年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

４ 協議事項 

(1) 平成２８年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定について 

５ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 平成２７年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

(3) 平成２８年度吉川市一般会計補正予算（第２号）について 

(4) その他 
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開会の日時 平成２８年８月２５日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年８月２５日 午後４時２５分 

会議開催の場所 吉川市総合体育館会議室 

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８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１２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３１号議案 
平成２７年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
〃 

日程第４ 第３２号議案 
平成２８年度吉川市一般会計補正予算（第２号）

について 
〃 

日程第５ 協議第１号 
平成２８年度教育委員会の点検・評価実施事業の

選定について 
 

日程第６ ― 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８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１２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１２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、前回審査保留分及び７月受付分の審査

結果について報告するものでございます。 

はじめに、前回審査保留分となっておりました４月・５月申請分の１６件については、

１３件が認定となっております。残り３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、６月分及び７月分につきましては、６月が１２件、７月が５件の申請があり、６

月分については、１１件が認定、１件が不認定、７月分については、４件が認定、１件が

審査保留となっております。不認定の１件につきましては、平成２７年度及び平成２５年

度の生活保護基準で審査を行いましたが、所得が高く、不認定となっております。審査保

留の１件につきましては、申請者の住民登録が市外であったため、現在、必要書類の提出

をお願いしております。審査保留となっております４件につきましては、資料が整い次第

審査を行い、結果につきましては随時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） 

（質疑及び意見なし） 

 

◎日程第３、第３１号議案「平成２７年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について」 

○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３１号議案「平成２７年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定につい
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て」ご説明いたします。本案につきましては、９月定例市議会に市長から提出される平成

２７年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定のうち、教育に関する事務に係る部分につい

て提案するものでございます。決算書の１ページをご覧いただきたいと思います。 

はじめに、歳入につきましては、予算現額１９億６９３０万７千円に対しまして、収入

済額が１９億５７９０万６１１３円でございます。 

次に、歳出につきましては、予算現額３６億１４６１万７千円に対しまして、支出済額

が３５億７５４６万６８０１円で、不用額が３９１５万１９９円となっております。 

なお、詳細につきましては、各担当課長から説明いたさせます。 

○戸張副部長兼教育総務課長  教育総務課所管分につきましてご説明いたします。まず、

平成２６年度と比較し、大きく変わる部分については、吉川小学校体育館の耐震補強及び

大規模改修工事がなくなったため、平成２７年度の小学校費が１億円近く減額となってお

ります。一方、４月から運営を開始しました学校給食センター施設整備事業により、平成

２７年度の学校給食センター費が大幅な増額となっております。 

それでは、主要な部分につきましてご説明いたします。決算書資料の６・７ページをご

覧ください。教育委員会費及び事務局費につきましては、平成２６年度とほぼ同様の決算

額となっております。 

次に、１２・１３ページをご覧ください。小学校費の学校管理運営事業のうち、学校修

繕料につきましては、旭小学校清掃用具入れの修繕や関小学校消火栓の配管修繕、北谷小

学校体育倉庫外壁修繕など１２２件の修繕を行ったものです。 

次に、１５ページをご覧ください。学校施設整備事業の委託料につきましては、中曽根

小学校のプール改修工事設計、工事請負費につきましては、旭小学校の学校教室照明器具

交換、中曽根小学校の体育小屋改修などの工事を行ったものです。教育振興費の視聴覚用

備品購入費につきましては、寄附に近いふるさと納税を財源として、小学校に授業用タブ

レットを各校１台ずつ購入しています。扶助費の要保護準要保護児童援助費補助金につき

ましては、３４９名の児童に援助を行っています。 

次に、１６・１７ページをご覧ください。中学校費の学校管理運営事業のうち、学校修

繕料につきましては、南中学校プール更衣室及び循環装置の修繕、中央中学校体育館アリ

ーナ床修繕など６７件の修繕を行ったものです。学校施設整備事業の工事請負費につきま

しては、南中学校の駐輪場設置、中央中学校の体育館屋根改修などの工事を行ったもので

す。教育振興費の要保護準要保護生徒援助費補助金につきましては、２２３名の生徒に援

助を行っています。 

最後に、３４・３５ページをご覧ください。学校給食センター費につきましては、年間
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１８９日、６６０３名の児童生徒に給食の提供を行っています。また、学校給食センター

施設整備事業につきましては、ＰＦＩ方式による新学校給食センターの整備を進め、今年

４月から調理能力が１日７５００食、アレルギー食１日８５食提供できる給食センターを

整備いたしました。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校教育課所管分につきましてご説明いたします。８・９

ページをご覧ください。教育指導費のうち、外国語教育推進事業につきましては、平成２

６年８月まで語学指導を行うための先生が海外から１名来日していましたので、その分の

費用が減額されています。 

次に、１０・１１ページをご覧ください。教育内容充実事業のうち、デジタル教科書購

入費につきましては、小学校算数科１年生から６年生までと社会科３年生から６年生まで、

大型テレビに投映する指導用のデジタル教科書を購入したもので、各学校８校に配備して

います。 

次に、１４・１５ページをご覧ください。教育振興費のうち、教科書改訂事業（小学校）

につきましては、平成２７年度から全ての小学校の教科書が改訂となったため、それに伴

う費用となっています。教科書の改訂は４年ごとに行われるため、今後も４年に１回は費

用が発生することになります。もう１点、平成２６年度と異なる点につきましては、社会

科の副読本改訂による減額があります。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 少年センター所管分につきまし

てご説明いたします。１０・１１ページをご覧ください。健全育成活動事業のうち、教育

相談・補導員報酬につきましては、平成２７年度の教育相談実績は延べ２０４名、実数と

して１１９件となっています。適応指導教室指導員報酬につきましては、２名の指導員を

配置しています。なお、平成２７年度実績は１５名でした。そのうち、学校に復帰した者

が３名で復帰率２０％、３年生は５名で進路決定率は１００％となっています。 

青少年育成推進員報償につきましては、１６名の推進員により、家庭の日の啓発活動や

いじめ非行防止キャンペーン、祭礼の特別補導などを行っています。補導委員報償につき

ましては、補導を昼と夜に分けて行い、昼が４７回、夜が４５回の実績となっています。

また、他に八坂祭りの補導を２日間で２回行っています。補導内容につきましては、最も

多いのは声掛けとなっています。 

心のオアシスづくり事業のうち、さわやか相談員報酬につきましては、３名の相談員が

各中学校に週５日、６時間の勤務を行っています。全体の相談件数は２４１件で、延べ２

５２７名でした。報償費の記念品代につきましては、中学生社会体験事業である３daysチ

ャレンジにおいて支出を行ったものです。東中学校で１５８名、南中学校で３０２名、中
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央中学校で２８１名の中学校２年生が参加をしています。あおぞら相談員報償につきまし

ては、相談員は各小学校に週２回、４時間の勤務で、子ども達の相談相手になるなどの活

動を行っています。相談件数は１２１件、延べ２４３名となっています。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課所管分につきましてご説明いたします。１８・１９ペー

ジをご覧ください。はじめに、社会教育総務費のうち、生涯学習推進事業につきましては、

「地域の教育力」を高めるために各小学校実行委員会が実施いたしました「子どもの体験

活動」への交付金となっています。平成２７年度は、６３事業を実施し延べ５５３５名に

参加していただきました。社会教育推進事業につきましては、負担金補助及び交付金とし

て、ＰＴＡ連合会、文化連盟など社会教育関係団体への補助金、家庭の教育力を高めるた

めにＰＴＡ、保育所及び幼稚園の保護者が実施いたしました「家庭教育学級事業」への交

付金、市民が芸術文化に触れる機会、生涯学習活動団体の発表の場としての市民文化祭、

成人式実行委員会が実施いたしました「成人式」への交付金、及び各種関係機関へ負担金

補助及交付金を支給しました。 

次に、２０・２１ページをご覧ください。文化財保護費のうち、市史編さん事業につき

ましては、本年度刊行を予定している「通史編２」の原稿作成に係る編集委員、史料取扱

員の報酬と市制施行２０周年記念として編集委員、史料取扱員の報酬「年表吉川のあゆみ

－普及版－」に係る印刷製本費です。なお、「年表吉川のあゆみ」につきましては、染谷宗

壱前教育長からのご寄附をいただいています。 

次に、２２・２３ページをご覧ください。公民館費のうち、公民館施設管理事業につき

ましては、施設の維持管理に係る経常経費です。需用費の施設修繕料につきましては、中

央公民館１０１・１０２研修室の鍵や、受水槽ＦＭバルブの交換及び給水ポンプの修繕を

実施しています。委託料の外壁点検委託料につきましては、外壁タイルに「浮き」などの

異常がないか、赤外線映像装置を用いた調査を実施しました。 

次に、２４・２５ページをご覧ください。地区センター費のうち、地区センター施設管

理事業につきましては、電気、ガス等の光熱水費、施設維持管理の業務委託のほか、エレ

ベーターの修繕を行っています。 

最後に、２６・２７ページをご覧ください。市民交流センター費につきましては、自動

ドア、おはなし室屋根雨漏りなどの施設修繕、指定管理者の施設管理業務委託料などです。 

○互井スポーツ振興課長 スポーツ振興課所管分につきましてご説明いたします。２６・

２７ページをご覧ください。保健体育総務費のうち、スポーツ活動推進事業のスポーツ推

進委員報酬につきましては、バスケットボールやバレーなどの教室に関する報酬となって

います。 
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次に、２８・２９ページをご覧ください。負担金補助及び交付金のうち、市体育協会補

助金につきましては、なまずマラソン大会におけるゲストへの謝礼が発生したため、平成

２７年度と比較し、増額となっています。体育施設費、体育施設管理運営事業のうち、工

事請負費のエアコン設置工事費につきましては、新たにエアコンが入った部屋を設置した

費用となります。また、水道施設メーター設置工事費につきましては、旭公園球場におけ

る芝生養生のために散水を行っていますが、その際に使用する水量を把握するため、メー

ターを設置したものです。備品購入費の公用車購入費につきましては、公用車の廃車に伴

い、新たに軽自動車１台を購入した費用です。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 社会教育施設の長期構想を考える時期に来ていると思いますので、施設の大

規模改修につきまして、今後検討していただきたいと思います。 

 

○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３１号議案「平成２７年度吉川

市一般会計歳入歳出決算の認定について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第４、第３２号議案「平成２８年度吉川市一般会計補正予算（第２号）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３２号議案「平成２８年度吉川市一般会計補正予算（第２号）につい

て」ご説明いたします。本案につきましては、９月定例議会に市長から提案される補正予

算案のうち、教育に関する事務に係る部分についてご提案するものでございます。歳出予

算につきまして、３７６０万７千円を増額し、教育費の歳出予算の総額を２２億５０７９

万円とするものでございます。なお、詳細につきましては、各担当課長に説明いたさせま

す。 

○戸張副部長兼教育総務課長 教育総務課所管分につきましてご説明いたします。今回の

補正予算におきましては、熊本地震の発生を受け、公共施設のキャビネットやロッカー、

棚などを固定するための予算が盛り込まれています。 

補正予算書の２・３ページをご覧ください。事務局費のうち、教育委員会管理運営事業

の施設修繕料につきましては、先ほどお話しさせていただいた、キャビネットやロッカー

などを固定するための予算を計上しています。小学校費のうち、学校管理費の学校施設修

繕料につきましては、吉川小学校と美南小学校を除く、６小学校の職員室や事務室に設置



平成２８年８月２５日 第８回 吉川市教育委員会 

9 

 

されている棚やロッカーなどの転倒防止策を講じるものです。また、各小学校につきまし

ては、三輪野江小学校の西校舎トイレ窓修繕、関小学校の教室黒板交換と西側門扉戸車交

換、北谷小学校の合併浄化槽部品交換とエレベーターのメインロープの交換、校庭東側の

水道管布設替え、中曽根小学校の教室照明器具増設を行うものです。 

管理用備品購入費につきましては、美南小学校の２９年度学級数が、５学級増の３０学

級になることが見込まれることから、それに伴い必要となる生徒用ロッカーやオルガンな

どの教室備品、昇降口のシューズボックス、職員室には教師増による机や椅子などの備品

を購入するためのものです。学校施設整備工事費につきましては、備品購入費と同様、美

南小学校の２９年度学級数に対応するため、余裕教室１教室を除く４教室分について、３

階の多目的室及び少人数指導教室の改修を行い、普通教室４教室分を整備するものです。 

中学校費のうち、学校管理費の学校施設修繕料につきましては、南中学校と中央中学校

の教室、職員室などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止策を講じる予算と、南中学

校の防火シャッター修繕を計上するものです。 

最後に、４・５ページをご覧ください。学校給食センター費のＰＦＩ施設整備につきま

しては、第１及び第２学校給食センター、関及び栄小学校給食調理場の解体撤去業務の完

了に係る物価変動及び基準金利の改定並びに追加工事の計上に伴うサービス対価の改定に

伴い、２８年度支払額を増額するものです。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課所管分につきましてご説明いたします。２・３ページを

ご覧ください。社会教育総務費の社会教育推進事業につきましては、市制施行２０周年記

念事業として刊行する「文芸よしかわ」に係る補正予算です。「文芸よしかわ」の刊行は、

本年度市制施行２０周年記念事業として実施するもので、内容を検討していく中で増額と

なったものです。 

報償費につきましては、選考編集委員への謝礼金です。選考編集委員については、文芸

誌の質を高めるため、著名な作家などの専門家へ選考委員となっていただくよう調整して

まいりました。その過程で、不足が見込まれることになったため増額するものです。今回、

補正予算のご承認をいただきましたら、正式に依頼いたします。 

印刷製本費につきましては、当初、小説のみを掲載する予定でしたが、文芸誌の構成を

検討する中で、小説だけでなく、短歌、俳句、川柳及び挿絵といった多様な作品を掲載す

ること、また、児童生徒の作品も掲載し、広く市民に親しまれる文芸誌を目指すこととし

たため、印刷ページ数が増加しました。さらに、掲載者も増えること等に伴い、印刷部数

を増やし、一部有償頒布していきたいと考えています。 

公民館費の公民館管理事業につきましては、中央公民館の職員１名が体調不良により休
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職となったため、職員の不足分について、臨時職員を雇用して対応するため、増額補正す

るものです。 

市民交流センター費の市民交流センターおあしす等管理事業につきましては、おあしす、

市立図書館、及び視聴覚ライブラリーの指定管理料の清算金です。光熱水費、電話料、公

用、減免申請による使用料等について、年度別協定で当初見込んだ額を上回ったため清算

するものです。 

○互井スポーツ振興課長 スポーツ振興課所管分につきましてご説明いたします。４・５

ページをご覧ください。保健体育総務費の一般財源に記載されている金額につきましては、

２０周年記念事業のサッカー教室、野球教室に対する、県から５０万円の補助金でござい

ます。 

 体育施設費の体育施設管理運営事業につきましては、４点ございます。１点目は、非常

用誘導灯のバッテリーや老朽化に伴う交換など計２３か所を修繕するものです。２点目は、

体育館の屋根に設置している防水シートを新しく張り替えるものです。３点目は、温水プ

ールの空調機の部品交換です。４点目は、３点目の空調機のエアコンフィルターの交換と

なります。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 体育施設管理運営事業の施設修繕料について、施設の耐用年数を考える時期

に来ていると思いますので、改修等についても検討していただきたいと思います。 

○互井スポーツ振興課長 法令点検等も踏まえながら、考えていきたいと思います。 

 

○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３２号議案「平成２８年度吉川

市一般会計補正予算（第２号）について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第５、協議第１号「平成２８年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定につい

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 協議第１号「平成２８年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定につ

いて」ご説明いたします。教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基

づき、毎年、その権限に属する事務の前年度の管理及び執行の状況について、教育委員会

及び学識経験者による点検及び評価を実施しております。 
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 今年度、点検・評価を行う事業について、事務局案といたしまして、主要な１４事業を

選定いたしましたので、ご意見を伺いたく協議するものでございます。なお、昨年度から

の変更点としては、９番目、生涯学習課の「史料保存活用事業」を「市史編さん事業」に

変更しております。 

○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） 

 

◎日程第６、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、９月２９日木曜日午後３

時から南中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点目から４点目は、学校教育課より、「埼玉県学力・学習状況調査」について、「いじ

め問題対策委員会」について、「不審者の侵入」について、５点目から７点目は、スポーツ

振興課より、「公金の紛失」について、「市民プールの利用状況」について、「市民体育祭の

開催」について、８点目は、教育総務課より、「台風の被害」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 ２点目の埼玉県学力・学習状況調査の結果について報告い

たします。調査につきましては、前回報告させていただきましたが、追加で報告させてい

ただきます。県平均を上回った教科につきましては、小学校４年生の国語及び算数、中学

校１年生の数学となっています。なお、その他については、県平均を若干下回っています。

特に、中学校２年生、３年生の数学、英語については課題であると認識しています。 

また、全国学力・学習状況調査の結果が届いていますので報告いたします。小学校につ

いては、算数Ａ・Ｂ、国語Ａ・Ｂが共に県平均とほぼ同等でしたが、算数Ｂが県平均を若

干上回っています。 

続いて、中学校については、教科の差はありますが、県平均と比べ同等か下回る傾向で

す。今後については、調査結果を分析し、教育委員会の今後の方策を検討していきたいと

考えています。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 ３点目のいじめ問題対策委員会

について報告いたします。いじめ防止対策推進法及び関連条例に基づき、第１回会議を８

月２３日に開催しました。内容については、委員長及び副委員長の選出、当委員会の趣旨
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について、吉川市いじめ防止のための基本的方針について、市内のいじめ問題に関する状

況や市や学校の具体的な取り組みについて、及び７月２６日に開催しました、吉川市いじ

め問題対策協議会の内容について、事務局から説明をしました。 

質疑として、市長部局の付属機関である、いじめ問題再調査委員会の開催までの流れや

想定するケースについてが出されました。回答としては、委員会の内容を市長に報告し、

市長の判断により再調査委員会を開催すること、また、想定するケースとしては、再発の

恐れやいじめを受けた本人や保護者が納得するまでに至らなかった場合等が考えられると

事務局から答えています。 

最後に、各委員の立場からいじめ問題に対するご意見をいただきました。具体的には、

「重大事態が起きてからの委員会開催となるため、そのような事態を引き起こさないため

の取り組みが必要」、「いじめを受けた子どもへの支援といじめをする子どもに対して、指

導一色とならないようにし、支援をすることも大切であるという考えを持つことが大切で

ある」、「スクールソーシャルワーカーとして、子どもの課題と向き合っていると、医療と

の連携性を感じる」、「重大事件の判断や見極めが重要である」などのご意見がありました。 

○清水副部長兼学校教育課長 ４点目の不審者の侵入について報告いたします。８月２３

日に学校への侵入が１件報告されましたが、実害はありませんでしたので、報告いたしま

す。 

○互井スポーツ振興課長 ５点目の公金等の紛失について報告いたします。まず、体育協

会購入のＱＵＯカードの一部が所在不明となったため、職員が私費により弁償した件につ

いて、報告いたします。概要は、平成２５年４月７日に開催する予定だった、「第１８回吉

川なまずの里マラソン」が荒天で中止となったため、エントリー者に通常参加賞のパンフ

レットやＴシャツ等と併せて送付することになった５００円分のＱＵＯカード４８００枚

のうち、約１５０枚が所在不明となり、職員が私費により弁償をしたというものです。 

次に、公金の一部が所在不明となったため、私費により補填を行った件について、報告

いたします。概要は、本市会計課から総合体育館及び屋内温水プールの券売機用釣銭と窓

口用釣銭及び還付金の為に借用していた資金について、平成２６年１０月の券売機更新の

際に確認したところ、３万円分が所在不明となっていたものです。いつ、どのような理由

で所在不明となったのか、原因を特定できなかったため、所属職員同意のもと私費の課内

懇親会費等積立の残金から補填しようとしましたが、補填しようとした現金３万円も所在

不明となりました。現金３万円を最後に保管した職員は、自分に責任があると思い、現金

を立て替えたとのことです。また、現金３万円は他事業の関係書類の中に紛れ込んだと推

測し、関係書類の整理が進めばいずれ見つかるとも考えていたということです。 
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次に、６点目の市民プールの利用状況について報告いたします。７月１６日から８月２

４日までの利用状況については、利用者が２万９０２２名、稼働日は４０日間で、そのう

ち４日間が台風等の影響により閉館となっています。市内の利用者は９９２７名、５市１

町で吉川市以外の利用者は１万６２３８名、５市１町以外の利用者は２９０名、４歳未満、

７０歳以上の入場料が免除される利用者が２５６７名となっています。 

次に、７点目の市民体育祭の開催について報告いたします。今年度の小学校区の市民体

育祭開催日については、１０月９日を予定しています。雨天の場合は、翌１０日に延期さ

れる場合と中止となる場合があります。委員の皆様におかれましては、最寄りの小学校に

ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。 

○戸張副部長兼教育総務課長 ８点目の台風の被害について報告いたします。先週の台風

７号により、中央中学校の校庭南側にあります中木程度の樹木について、幹から折れてし

まい、１７日の朝に道路上に倒れ、消防組合の方で道路上から撤去していただいています。

倒れたことにより、ネットフェンスに多少の歪みが出ていますが、人や車に対する被害の

報告は受けていません。それ以外の教育施設については、雨漏りなどの状況が見られた施

設もありましたが、大きな被害はありません。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 公金等紛失の件について、公金の取扱いや管理はどのようになっていますか。

また、公金の収支決算は毎日行っているのでしょうか。 

○互井スポーツ振興課長 現在は、鍵がついている場所に保管をしています。鍵について

は、私と係長が管理しています。当時については、若干の推測も入りますが、鍵付きのキ

ャビネットに保管し、そのキャビネットには、複数の職員が開け閉めを出来る状況にあっ

たと思われます。 

なお、収支決算については、金庫については毎日行っていますが、券売機については、

毎日行っていません。現在は、収支をまとめるのは１週間に１回となっています。なお、

当時の券売機の管理方法などは把握できていません。 

○関根委員 職員個人が、私費により弁償することはあり得るのでしょうか。 

○互井スポーツ振興課長 地方自治法第２４３条の２第３項により、職員が市に損害を与

えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有

無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、賠償を命じる仕組みが定められ

ています。なお、今回のように職員が自らの判断でお金を補てんするような行為は、本来

はあり得ないと考えています。 
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○西山委員 公金の扱いには十分に注意をしてもらいたいと思います。 

○山田教育長職務代理者 ＱＵＯカードも市の財産となりますので、残った場合の取扱い

も事前に決めた方が良いと思います。 

○神田委員 収支決算については、体育協会がやるという理解でよろしいでしょうか。 

○互井スポーツ振興課長 なまずの里マラソン実行委員会が協会の中にありますので、そ

こが作成しています。 

○神田委員 埼玉県学力・学習状況調査について、折れ線グラフを見ると、多くの学年に

おいて、下位にいる子ども達の成績が伸びているということが分かり、とても感心しまし

た。今後も、子ども達が自信を持てるような方策を展開していただきたいと思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 今後、学校において調査を分析する場がありますので、引

き続き、努力を継続してまいります。 

 

◎閉会の宣告（午後４時２５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８

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 長かった夏休みも今日を入れて残り一週間となりました。子ど

も達が精神的に一回り大きくなって、学校に帰って来てくれると良いと思います。学習指

導要領も変わると聞いています。今後は、「何を知っているか」ではなく、「何が出来るか」

がキーワードであると聞いています。そのような子ども達がたくさん育つことを願ってい

ます。
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