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吉川市教委告示第９号 

平成２８年第９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９月２６日 

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

 

１ 日時  平成２８年９月２９日（木）午後３時００分から 

２ 場所  吉川市立南中学校会議室 

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 

 (2) 専決処理事項の報告について 

 (3) 教育長が委任された事務の執行状況報告について 

４ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 吉川市教育委員会平成２９年度当初教職員人事異動の方針及び平成２９年度当初

吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について 

(3) その他 
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開会の日時 平成２８年９月２９日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年９月２９日 午後４時００分 

会議開催の場所 吉川市立南中学校会議室 

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 

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 

 

 

 

 



平成２８年９月２９日 第９回 吉川市教育委員会 

3 

 

 

平成２８年第９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１３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 報告第１４号 専決処理事項の報告について 〃 

日程第４ 報告第１５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５ 第３３号議案 

吉川市教育委員会平成２９年度当初教職員人事異

動の方針及び平成２９年度当初吉川市立小・中学

校教職員人事異動方針の細部事項について 

〃 

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９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１３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１３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８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月から７月申請分の計４件につきまし

ては、必要書類の提出がされていないため、提出をお願いしているところでございます。 

次に８月分につきましては、６件の申請があり、５件が認定、１件が審査保留となって

おります。 

審査保留の１件につきましては、必要書類に不備があったため、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５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、報告第１４号「専決処理事項の報告について」 

○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１４号「専決処理事項の報告について」ご説明いたします。本件

につきましては、青少年の非行防止と健全育成のため、第３回吉川市教育委員会において

承認され、平成２８年４月１日より平成２９年３月３１日までの期間に任命した、教育相

談・補導員の薩摩まゆみ氏から退職届が出され、平成２８年８月３１日をもって退職とな
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りましたので、報告するものでございます。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 薩摩氏につきましては、教育相

談・補導員として、平成２９年３月３１日まで任命をしていましたが、一身上の都合によ

り退職届が提出されました。後任につきましては、募集を行ったところ、１名の応募があ

りましたので、９月３０日に面接を行う予定です。現在、薩摩氏が行っていた業務は、少

年センター職員とスクールソーシャルワーカーが調整を行いながら対応していますので、

支障はありません。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 新しい教育委員・補導員はいつ頃決定しますか。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 面接結果は１０月初旬に通知す

る予定です。出来るだけ早く採用したいと考えています。 

 

◎日程第４、報告第１５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 （議題の宣告及び報告を求める発言） 

○篠田教育部長 報告第１５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。今回の報告は、平成３２年４月に開校を予定している、（仮称）第４中学校

に関する報告でございます。なお、詳細につきましては、担当課長よりご説明申し上げま

す。 

○清水副部長兼学校教育課長 平成３２年４月に開校予定しております、（仮称）第４中学

校の学区を定めるために設置されました、学区審議会について経過報告をいたします。 

９月２７日に開催した第２回審議会では、事務局が試算した４案と委員提案の１案につ

いて審議し、２案に絞っていただきました。１０月２５日に開催される第３回審議会では、

この２案を軸にご審議いただき、諮問する予定となっています。 

○戸張副部長兼教育総務課長 続きまして、（仮称）第４中学校ワークショップの概要につ

いてご説明いたします。（仮称）第４中学校につきましては、平成２８年度に基本設計、平

成２９年度に実施設計、平成３０・３１年度に校舎の整備を進めていく予定となっており

ます。 

学校は、地域コミュニティの中核となりますので、学校整備におきましては、地域に愛

されるような施設を造りたいという観点から、地域の方々にご参加いただくワークショッ

プを開催いたします。参集者につきましては、議員代表、自治会代表、美南小学校・中曽

根小学校・南中学校の学校長及びＰＴＡ代表者、教職員、学識経験者でございます。開催
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日につきましては、全４回を予定しております。 

また、検討内容につきましては、地域の中核となり、地域防災の拠点となる施設という

観点を踏まえ、いただいた意見を参考にしながら設計書を作成し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） 

○関根委員 （仮称）第４中学校は複合施設を考えているという理解でよろしいでしょう

か。 

○戸張副部長兼教育総務課長 地区公民館など、美南小学校と同じ内容の複合施設を造る

ことは考えていません。生徒の教室を確保することが最優先となりますので、今後の学区

審議会の動向によりますが、生徒数が多いことが予め分かっている場合は、複合施設の導

入は難しいのではないかと考えています。複合施設を導入する場合には、例えば、音楽室

を活用して音楽ホールとして使用したり、体育館を広く整備するなど、地域の方々が利用

しやすい施設の整備を考えています。 

○関根委員 議員代表は何名参加されますか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 １名の参加となっています。 

○山田教育長職務代理者 学校施設は、基本は子ども達のものであり、そこに地域との交

流がプラスされるものであると考えています。また、複合化することにより、学校と地域

にどのようなメリットがあるのかをしっかりと考えなければいけないと思います。また、

小学校と中学校では複合化する意味が違ってくると思いますので、その違いを十分に踏ま

えた上で検討していただきたいと思います。 

 

◎日程第５、第３３号議案「吉川市教育委員会平成２９年度当初教職員人事異動の方針

及び平成２９年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について」 

○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３３号議案「吉川市教育委員会平成２９年度当初教職員人事異動の方

針及び平成２９年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について」ご

説明いたします。本方針及び細部事項は、埼玉県教育委員会教育長より、「平成２９年度当

初教職員人事異動の方針について」及び「平成２９年度当初市町村立小・中学校等教職員

人事異動方針の細部事項について」が通知されたことを受けまして、本市教育委員会とし

て定めるものでございます。 

 この方針及び細部事項に従いまして、各関係機関との連携を密にし、協力して適正な人

事異動を進めてまいりたいと存じます。以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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○清水副部長兼学校教育課長 昨年度との変更点について補足説明いたします。方針の「１

基本方針（６）」と細部事項の「２転任・転補について（１５）」、「３採用等について（３）」

が今年度から新たに追加となっています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 埼玉県教育行政重点施策に「学校における負担軽減のための取組」が記載さ

れていますので、子ども達と向き合う時間を確保するための取組を進めていただきたいと

思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 委員が言われた通りで、子ども達と向き合う時間を確保す

ることが、子ども達の安定に繋がると思っていますので、なるべく学校の負担を少なくす

るよう、取り組んでまいりたいと考えています。 

○神田委員 今年度の管理職選考について、受考者はどれくらいいたのでしょうか。うち、

女性はどのくらいいたのでしょうか。また、今年度の退職者はどのくらいいるのでしょう

か。 

○清水副部長兼学校教育課長 管理職選考受考者につきましては、各校長から声かけいた

だきましたが、教頭選考は小中学校で計２名という結果でした。いずれも今週末の二次選

考に進みました。次年度以降は増やせるよう、さらに積極的に取り組んでまいります。ま

た、校長選考につきましては計９名でした。退職者数につきましては、数字を持ち合わせ

ておりませんので、後日回答させていただきます。なお、教頭及び校長選考の計１１名は

全て男性となっています。来年度に向け、今から声かけを始めているところです。 

○神田委員 管理職の魅力を今後も積極的に伝えていただきたいと思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 本市にも女性の教頭先生がおりますので、そういった先生

たちの活躍を同性の先生が見ることによって、後に続く先生が出てくることを期待してい

ます。 

○山田教育長職務代理者 細部事項の中に「教員、事務職員及び学校栄養職員は、同一校

在職１０年以内に異動を行う。特に、７年以上の者については、積極的に異動を行う。」と

いう一文があります。「異動が最高の研修である。」という言葉がありますので、対応して

いただきたいと思います。ただし、学校によって状況が様々であると思いますので、学校

の実情を踏まえた上で行っていただきたいと思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 小中学校の実情を配慮し、対応していきたいと思います。 
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○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３３号議案「吉川市教育委員会

平成２９年度当初教職員人事異動の方針及び平成２９年度当初吉川市立小・中学校教職員

人事異動方針の細部事項について」は原案のとおり可決された。 

 

◎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、１０月２７日木曜日午後

３時から栄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、９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、「第５回吉川市総合教育会議」について、４点目は、生涯

学習課及びスポーツ振興課より、「市制施行２０周年記念事業」について、５点目は、生涯

学習課より、「地域寺子屋事業」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５回吉川市総合教育会議について、１０月２７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、第３回、第４回とゲストスピーカーの講演で様々なキーワードをい

ただいておりますので、それらのキーワードを活用して、教育大綱の素案を提示し、意見

交換を予定しています。 

○互井スポーツ振興課長 ８月３０日に「浦和レッズハートフルサッカー教室」を予定し

ていましたが、台風の接近により中止とさせていただきました。今後、講師を予定してい

た落合先生の講演会を開催する予定です。また、１１月２３日にグラウンドゴルフ大会を

開催する予定です。会場は「よこまちの杜」を予定しています。大会は総勢６４名で行わ

れ、テーマは「吉川市でグラウンドゴルフが一番上手い人を決める大会」です。 

○宗像生涯学習課長 ２０周年記念事業について３点報告いたします。１点目は、「文芸よ

しかわ」の応募状況についてでございます。９月２０日に応募を締め切り、随筆２１点、

短歌５０点、俳句１０８点、川柳２０点、挿絵７５点とたくさんのご応募をいただきまし

た。なお、小中学校の児童生徒の作品は、９月末までに各学校から提出いただく予定とな

っております。 

現在、選考委員の皆様へ正式な依頼の手続きを進めておりますので、選考を行い、各部
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門応募数の半分程度を掲載することを見込んでおります。今後のスケジュールにつきまし

ては、年内に作品の選考、データ原稿を作成して、年明けから印刷、校正を行い、３月の

発刊を目途に作業を進めてまいります。 

２点目は、「塚越慎子マリンバ・コンサート」の概要についてでございます。日時は、

平成２９年２月１８日土曜日午後２時から、場所は中央公民館ホールで開催し、出演は、

マリンバ奏者の塚越慎子氏とピアノ奏者の志村和音氏でございます。チケット代は、大人、

子ども共に５００円とし、概要は１１月の広報に掲載していきたいと考えております。 

 なお、コンサートに先立ち、小学校３校で出演者によるアクティビティを行います。日

時は、２月１６日木曜日午前に三輪野江小学校、午後に旭小学校、１７日金曜日に中曽根

小学校の合計４クラスで実施いたします。 

３点目は、８月２８日に開催された、川に親しむイベント「いくべ～よし！川まつり」

についてでございます。このイベントは、中川河川敷と平沼地区公民館を会場として開催

され、第一会場である中川河川敷では、江戸時代に米や野菜を積み、江戸に運んだ高瀬舟

を３分の１スケールで再現した船を浮かべたり、ゴム製カヌーである「Ｅボート」の体験

が行われました。 

 生涯学習課は、第二会場となる吉川小学校において、歴史資料展「川とともに栄えたま

ち吉川」、２０周年記念事業として再発刊した「吉川むかしばなし」の原画展を開催いたし

ました。歴史資料展「川とともに栄えたまち吉川」につきましては、市指定文化財「徳江

家絵図」の現物及び「高久蕎高神社大絵馬」のレプリカを展示したほか、かつての吉川橋

や吉川の風景など、市史編さんで収集した写真等計４０点を展示いたしました。 

当日は、３２５名の方にご来場いただき、会場では日頃市史編さん業務にあたっている

学芸員資格を有する職員が説明等の対応をいたしました。また、会場で市制施行２０周年

記念誌の販売を行い、「年表吉川のあゆみ」３８冊、「吉川むかしばなし」５８冊の計９６

冊を販売し、４８，０００円の歳入がございました。 

 なお、「吉川むかしばなし」につきましては、広報紙の録音を行っている朗読サークル「き

んもくせい」にご協力いただき、１０月中旬に市民交流センターおあしすで録音し、ＣＤ

を作成する予定となっております。 

 次に、地域寺子屋事業の実施状況について報告いたします。今年度は、高富、中野二区、

ネオポリス、吉川２区、くるり、吉川団地の６地区で開催されました。流しそうめん、夏

祭り、マジックショーなど各地区とも工夫を凝らし、子ども達の楽しそうな姿を見ること

ができました。なお、詳細につきましては、西山委員からお願いしたいと思います。 

○西山委員 高富の寺子屋事業について報告いたします。８月１６日から１１日間、寺子
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屋事業を実施し、参加人数は延べ６７７名でした。なお、昨年は延べ８２２名の参加をい

ただいています。今年度については、南中吹奏楽部をメインに計画を立て、最も人が集ま

るうどん作りの日に吹奏楽部の演奏を予定していましたが、台風の影響でうどん作りも含

めて中止となってしまいましたので、子ども達も非常に残念だったと思います。ただし、

寺子屋開講式で南中吹奏楽部の演奏を披露することが出来たので、非常に良かったと思い

ます。 

 また、子育てネットワークよしかわの協力をいただいて、妊婦体験を実施したほか、社

会福祉協議会から講師派遣をお願いし、子ども達が白杖、アイマスクや重りを身につけ、

疑似体験事業を実施しました。さらに、初めて講師謝金を支払い、「やる気の出る講演会」

を開催しました。他に、実際に子ども達が市内社寺を歩き、「見て感じて聞く」郷土史学習

を開催しました。毎日メインの行事が違いますが、基本は子ども達の居場所づくりとして、

午前中に学校の先生や学習塾の先生などの協力をいただき、勉強を行いました。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 教育大綱策定の今後の予定について教えてください。 

○戸張副部長兼教育総務課長 予定としては、今年中の策定を考えていますので、１１月、

１２月と総合教育会議を開催する予定で考えています。 

○神田委員 前回ご報告いただいた埼玉県学力・学習状況調査について、子ども達の成績

を向上させるために行った具体的な取り組みについて教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 ユニバーサルデザインを取り入れた学習を行っている学校

があります。丁寧に教えるということは、一人一人の学びを大事にしているということで

あると考えます。この学校ではこの学習がプラスに作用して、理解しにくい子ども達の成

績が伸びたのではないかと考えています。他の学校でもユニバーサルデザイン学習の手法

を取り入れています。 

また、少人数学級において指導員を市費で雇っていますので、そこを上手く活用して、

習熟度別に丁寧に対応することで、学力向上に結びつけたいと思います。今後、校長会を

通じ、活用の仕方について検討していきたいと思います。 

さらに、学生ボランティアについては、本市独自の取り組みであるため、多くの学生を

取り込んでいきたいと考えています。 

○関根委員 中学校の小中連携について報告をお願いします。 

○清水副部長兼学校教育課長 ８月２３日に県から指導主事を招き、４校で実施したとい

う話を聞いています。「学びあい部会」と「育てあい部会」があり、生徒指導と学習面で研
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修を行ったと聞いています。 

○神田委員 通学路の除草について、除草の時期をもう少し早く出来ないかという話を聞

きます。除草の時期と回数について教えてください。 

○戸張副部長兼教育総務課長 道路の除草については、「道路里親制度」による里親が行う

場所とシルバー人材センターに委託している箇所があります。シルバー人材センターへの

委託では、除草作業を年３回程度実施していますが、実施時期については、道路公園課に

お伝えいたします。 

 

◎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９

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 ２学期が始まり、１か月が経ちました。夏休み中は大きな事故

もなく良かったと思っています。９月に秋の運動会が行われた学校がありました。天候が

不順だった日もありましたが、子ども達はいきいきと活動していたと思います。２学期も

引き続き大きな事故がないことを願っています。 

最後に、西山委員におかれましては、本日が教育委員として最後の教育委員会となりま

した。これまでの活動に対し、深く感謝申し上げます。今後も教育委員会を見守っていた

だきたいと思います。ありがとうございました。
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第３３号議案 

吉川市教育委員会平成２９年度当初教職員人事異動の方針及

び平成２９年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針

の細部事項について 
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