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吉川市教委告示第１０号 

平成２８年第１０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１０月２４日 

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

 

１ 日時  平成２８年１０月２７日（木）午後３時００分から 

２ 場所  吉川市立栄小学校会議室 

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 

４ 協議事項 

（1）平成２８年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

（2）スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化について 

５ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 教育相談・補導員の任命について 

（3）職員の分限処分について 

(4) その他 
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開会の日時 平成２８年１０月２７日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年１０月２７日 午後４時２５分 

会議開催の場所 吉川市立栄小学校会議室 

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 関根 二三代 

   ５ 小林 照男 

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１０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１６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３４号議案 教育相談・補導員の任命について 〃 

日程第４ 第３５号議案 職員の分限処分について 〃 

日程第５ 協議第２号 
平成２８年度教育委員会の事務に関する点検評価

報告書について 
〃 

日程第６ 協議第３号 
スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化に

ついて 
〃 

日程第７ ― 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１０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１６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１６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９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８月申請分の計５件のうち、４

月及び５月申請分の３件につきましては、必要書類の提出がされたため、認定をいたしま

した。 

なお、７月及び８月申請分の２件につきましては、必要書類の提出がされていないため、

引き続き、提出をお願いしているところでございます。 

次に９月分につきましては、６件の申請があり、４件が認定、２件が審査保留となって

おります。 

審査保留の２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３４号議案「教育相談・補導員の任命について」 

○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 第３４号議案「教育相談・補導員の任命について」ご説明いたします。
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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、田代貴子氏を教育相談・補導

員として任命したいので、吉川市教育相談・補導員設置規則第２条の規定に基づき提案す

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 ９月３０日に面接を実施いたし

ました。教育相談や補導に対する理解や意欲を総合的に判断し、採用することにいたしま

した。本人の希望等を考慮し、１１月１日から週３日の勤務を開始していただくことにな

っています。年間１６０日、１日６時間勤務となっています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 勤務する曜日は決まっていますか。また、補導活動をする際に車の運転は可

能でしょうか。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 勤務する曜日は、月曜日、水曜

日、金曜日です。補導活動につきましては、本人に確認したところ、車の運転が出来ると

いうことでしたので、既存の運転手と調整しながら活動していただこうと考えています。 

○山田教育長職務代理者 募集方法はどのように行ったのでしょうか。また、応募人数を

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 市のホームページや教育委員会

窓口にチラシを設置して募集を行いました。なお、応募者は１名でした。 

○神田委員 勤務時間が６時間ということですが、補導がある日はどのように対応するの

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 基本は、午前９時から午後３時

４５分までの勤務となります。なお、補導がある日につきましては、午前１０時１５分か

ら午後５時までとなります。 

 

○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３４号議案「教育相談・補導員の

任命について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第４、第３５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、協議第２号「平成２８年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書につ
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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２号「平成２８年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書に

ついて」ご説明申し上げます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条に基づき、教育委員会は、毎年、教

育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行うと共に、

教育に関する学識経験を有する者の知見を活用し、報告書を作成しております。 

 報告書は議会に提出すると共に、市民に公表することになっております。このことから、

８月の教育委員会で決定いたしました、平成２７年度に実施した１４事業につきまして、

点検・評価を行い、報告書の事務局案が出来ましたので、教育委員の皆様の意見を伺うも

のでございます。 

 なお、教育に関する学識経験を有する者として、文教大学の加藤氏及び流通経済大学の

大塚氏を迎え、１０月１４日に事業に関するヒアリングを実施し、意見を頂いております。 

 今後につきましては、委員の皆様のご意見を踏まえて報告書を作成し、１１月の教育委

員会で議決をいただいた後、１２月吉川市議会定例会で各議員に配布すると共に、市ホー

ムページで公表する予定でございます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○神田委員 学校給食費管理事業について、学校給食費の徴収率を上げるため、現金徴収

などの方法を採用するなどの対策を行うのはいかがでしょうか。 

○山田教育長職務代理者 ＰＴＡ会費の徴収を通して、給食費の徴収を行い、滞納ゼロを

達成している学校があると聞いたことがあります。 

○戸張副部長兼教育総務課長 現金徴収の方法は、児童生徒に現金を持たせることになる

ため、ハードルが高い部分があります。なお、市では、平成２８年度から債権回収の一元

化に取り組み始めております。 

（他に委員より文言等の修正及び追記について指摘事項あり） 

○染谷教育長 本日いただいた意見等を踏まえ、報告書の修正等を行い、学識経験を有す

る者の意見を付与した上で、次回の教育委員会に議案として提出させていただきます。 

 

◎日程第６、協議第３号「スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化について」 

○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３号「スポーツ及び文化に関する事務の所掌の弾力化について」
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ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、今年度、政策室による「吉川市組織機構見直し」が行われており

ます。１０月１２日に政策会議が開催され、平成２８年度吉川市組織機構見直しについて

協議が行われました。 

 教育委員会につきましては、平成２９年度からスポーツ振興課を福祉部門に移管するこ

とが決まったところでございます。 

また、現在、生涯学習課が所掌している文化に関する事務について、平成３０年度を目

標に市長部局に移管する考えが示されたところでございます。 

今後の予定でございますが、スポーツ振興課の移管につきましては、１２月議会に上程

される予定でございます。なお、文化に関する事務の移管につきましては、今後、関係施

設や団体と調整を図ってまいります。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 移管することになった経緯と理由を教えてください。 

○互井スポーツ振興課長 スポーツ振興課の移管につきましては、市民の健康づくりに主

眼を置き、スポーツの習慣を取り入れることで、総合的に市民の健康を守るという考えに

基づいています。 

○宗像生涯学習課長 教育委員会から組織検討委員会のメンバーとして参加していました

ので、これまでの経緯についてご報告します。 

文化に関する事務の移管についてですが、平成２０年度に地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正があり、スポーツや文化に関する事務を市長部局へ移管することが出

来るようになりました。この制度を活用し、平成２５年度に庁内で組織見直しが行われ、

スポーツに関する事務ついては福祉部門へ移管するという案が出されました。これを受け、

教育委員会では、平成２５年度の教育委員会定例会議で報告させていただき、ご意見を伺

っております。 

その後、新庁舎の建設時期の問題や市長が変わったこともあり、今年度、再度組織見直

しの検討が行われることになりました。スポーツに関する事務については、内容は変更さ

れていませんが、文化に関する事務については、市長部局へ移管することについて検討し

てほしい旨の意見が出されたところでございます。なお、近隣自治体では八潮市や草加市

が文化に関する事務を市長部局に置いています。 

ただし、生涯学習課の事務を全て市長部局に移管することは難しいと考えています。例

えば、ＰＴＡ、家庭教育、人権などの事務は教育委員会で行うべき事務であると考えます。 
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○山田教育長職務代理者 スポーツに関する事務を市長部局に移すことの大きなメリット

は何でしょうか。 

○互井スポーツ振興課長 体操などスポーツ振興課には、様々な健康に関する事業があり

ますので、これらの事業を市長部局で統括して実施することで、より参加者も増え、効果

のある事業展開が実施できることがメリットであると考えています。 

○篠田教育部長 高齢化が進んでいる社会において、健康や体力づくりは非常に大きなテ

ーマとなっていますので、福祉とスポーツを連携させ、より効果的な事業展開をしていく

ことを目的に、スポーツ振興課を福祉部門に移管するという考えであると理解しています。 

○山田教育長職務代理者 私はあまり大きなメリットがないのではないかと感じます。健

康教育の観点から言えば、そこは教育委員会が取り組むべきだと考えます。市民にとって

本当にメリットがあるのかどうかをよく考えていただき、市長部局に移管して良かったと

言ってもらえるようにしてほしいと思います。また、これまで教育委員会と関わってきた

スポーツ団体へのフォローもしっかり行っていただきたいと思います。 

○染谷教育長 教育委員会としても連携を一層図っていかなければならないと考えていま

す。 

 

◎日程第７、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４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、１１月２４日木曜日、午

後３時から、北谷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、教育総務課より、「平成２８年度市町村教育委員研究協議会」について、３

点目は、生涯学習課より、「第２１回市民文化祭」について、４点目は、学校教育課より、

「（仮称）第４中学校の建設に伴う学区審議会の経過報告」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 平成２８年度市町村教育委員研究協議会につきましては、

来年１月１３日金曜日又は２月１７日金曜日に開催されます。参加を希望する場合は、事

務局までご連絡ください。 

○宗像生涯学習課長 第２１回市民文化祭につきまして、ご報告いたします。１１月５日

の土曜日及び６日の日曜日に中央公民館、平沼地区公民館、老人福祉センターを会場に開

催されます。昨年度と同様、開会式の後にムサシノ幼稚園による合奏が行われます。出演・
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出品につきましては、芸能音楽の部が７６７人、展示の部が３０５人、公開の部が８団体

で、概ね前年度と同規模の参加数となっております。昨年度からの変更点といたしまして

は、ステージに音響反射板を設置させていただきましたので、そのお披露目となります。

また、２０周年記念事業として開催いたしますので、電子板であるデジタルサイネージを

使用し、市で製作した２０周年ＰＲ映像の上映や生涯学習課で開催する「生音コンサート」、

「文芸よしかわ」のＰＲをさせていただく予定です。 

○清水副部長兼学校教育課長 前回の教育委員会でも報告させていただきました、平成３

２年４月に開校を予定しております、（仮称）第４中学校の学区を定めるために設置されま

した、第３回学区審議会の経過報告をいたします。 

第３回審議会につきましては、１０月２５日火曜日、午後６時３０分に、美南地区公民

館において開催されました。第２回学区審議会においては、学区案を２つに絞っていただ

きましたが、第３回ではその２つの案のメリット、デメリットを中心にご審議いただきま

した。 

審議の中では、両校の教育活動の充実、生徒数のバランス、通学時の安全確保、自治会

等地域社会との関係などについてご意見をいただき、学区案が全会一致で採択されました。 

今後につきましては、学区について本教育委員会においてご審議いただき決定していた

だく予定でございます。 

 

○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） 

 

◎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１

０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 本日から新たに小林委員が教育委員として活動されることにな

りました。今後、様々なご意見等をいただき、吉川市の教育の発展に寄与していただきま

すようお願いいたします。 
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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１１月２４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     関根 二三代 

 

   委     員     小林 照男 
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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１０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３４号議案 教育相談・補導員の任命について 可 決 

第３５号議案 職員の分限処分について 可 決 

 


