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吉川市教委告示第４号 

平成２９年第３回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

平成２９年３月２７日 

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

 

１ 日時  平成２９年３月３０日（木）午後３時００分から 

２ 場所  吉川市役所２０４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 付議案件 

 (1) 適応指導教室指導員の任命について 

(2) 教育相談・補導員の任命について 

(3) さわやか相談員の任命について 

(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

(5) 吉川市社会教育委員の委嘱について 

(6) 吉川市社会教育指導員の委嘱について 

(7) 吉川市図書館協議会委員の委嘱について 

(8) 吉川市市史編さん史料取扱員の委嘱について 

(9) 文化財の市指定について 

(10) 吉川市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例に伴う関連規則等について 

(11) 吉川市スポーツ推進委員に関する規則等について 

(12) 吉川市立吉川小学校特別教室使用料条例施行規則等の一部を改正する規則について 

(13) 吉川市小・中学校職員服務規則の一部を改正する規則について 

(14) 平成２９年度吉川市教育行政重点施策について 

(15) 職員の分限処分について 

(16) 平成２９年度当初吉川市教育委員会事務局職員の人事異動について 

(17) その他 
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開会の日時 平成２９年３月３０日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２９年３月３０日 午後４時３０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 神田 美栄子 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 染谷 行宏 

２ 神田 美栄子 

   ３ 関根 二三代 

   ４ 小林 照男 

   ５ 中島 新太郎 

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 

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２９年第３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 ― 前回会議録の承認について 〃 

日程第２ 報告第４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６号議案 適応指導教室指導員の任命について 〃 

日程第４ 第７号議案 教育相談・補導員の任命について 〃 

日程第５ 第８号議案 さやわか相談員の任命について 〃 

日程第６ 第９号議案 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 〃 

日程第７ 第１０号議案 吉川市社会教育委員の委嘱について 〃 

日程第８ 第１１号議案 吉川市社会教育指導員の委嘱について 〃 

日程第９ 第１２号議案 吉川市図書館協議会委員の委嘱について 〃 

日程第１０ 第１３号議案 吉川市市史編さん史料取扱員の委嘱について 〃 

日程第１１ 第１４号議案 文化財の市指定について 〃 

日程第１２ 第１５号議案 
吉川市教育に関する事務の職務権限の特例に関す

る条例に伴う関連規則等について 
〃 

日程第１３ 第１６号議案 
吉川市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止す

る規則について 
〃 

日程第１４ 第１７号議案 
吉川市立吉川小学校特別教室使用料条例施行規則

等の一部を改正する規則について 
〃 

日程第１５ 第１８号議案 
吉川市小・中学校職員服務規則の一部を改正する規

則について 
〃 

日程第１６ 第１９号議案 平成２９年度吉川市教育行政重点施策について 〃 

日程第１７ 第２０号議案 職員の分限処分について 〃 

日程第１８ 第２１号議案 
平成２９年度当初吉川市教育委員会事務局職員の

人事異動について 
〃 

日程第１９ ― 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） 

 傍聴人の入場 

○染谷教育長 ただいまから平成２９年第３回吉川市教育委員会会議を開催いたします。 

 

◎日程第１、前回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４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４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、前回審査保留分の審査結果及び２月分につい

て報告するものでございます。 

 始めに、前回審査保留分となっておりました、７月申請分の１件につきましては、必要書

類等が揃いましたので認定いたしました。 

次に２月分につきましては、申請がありませんでしたので０件で報告させていただきます。

なお、申請受付は２月をもって終了となりますので、平成２８年度の結果について報告いた

します。平成２８年度の要保護準要保護世帯の申請数は４０２件で審査結果は認定が３８１

件、不認定が２１件となり前年度とほぼ同数の結果となっております。 

 

○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３、第６号議案「適応指導教室指導員の任命について」 

○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６号議案「適応指導教室指導員の任命について」ご説明いたします。本

案につきましては、少年センター適応指導教室に通級する児童生徒の自立と学校生活への適

応に係る指導を行うため、引き続き、新川一美氏及び長谷みゆき氏を適応指導教室指導員に

任命したいので、吉川市少年センター適応指導教室指導員設置規則第２条の規定に基づき提
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案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６号議案「適応指導教室指導員の

任命について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第４、第７号議案「教育相談・補導員の任命について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○篠田教育部長 第７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。本案

につきましては、青少年の非行防止と健全育成のため、引き続き、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。 

 

○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７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５、第８号議案「さわやか相談員の任命について」 

○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８号議案「さわやか相談員の任命について」ご説明いたします。本案に

つきましては、児童生徒や保護者からの相談等に応じ、学校、家庭、地域社会との連携を図

ることで、いじめや不登校などの問題に対応するため、東中学校に岩田玲子氏、南中学校に

上田理恵子氏、中央中学校に九条滋子氏をさわやか相談員として任命したいので、吉川市さ

わやか相談員設置規則第２条の規定に基づき提案するものでございます。 
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○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８号議案「さわやか相談員の任命に

ついて」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第６、第９号議案「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」 

○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９号議案「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」ご説明

いたします。本案につきましては、各小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任期

が満了になったことにより、別紙の表に掲げる者を平成２９年４月１日付で新たに委嘱する

ため、案のとおり提出するものでございます。なお、任期は平成３１年３月３１日まででご

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９号議案「学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第７、第１０号議案「吉川市社会教育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１０号議案「吉川市社会教育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、吉川市社会教育委員の任期が平成２９年３月３１日をもって満了とな

ることから、新たに委員を委嘱したいので、吉川市社会教育委員設置条例第２条の規定によ

り、この案を提出するものでございます。なお、任期は平成３１年３月３１日まででござい

ます。 

 また、小中学校校長会及びＰＴＡ連合会からの推薦におきましては、現時点での推薦者が

未定ではありますが、４月中には決定する予定でございますので、推薦者が決定次第、上程

いたします。 
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○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 社会教育委員の活動内容について教えてください。 

○宗像生涯学習課長 社会教育に関する計画立案や教育委員会の諮問に応じて意見を述べる

等の活動を行っています。ここ２年間については、放課後子ども教室について議論をしてい

ただいています。 

○染谷教育長 現在実施している「地域寺子屋事業」については、社会教育委員からの提案

で始まった事業となります。 

 

○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１０号議案「吉川市社会教育委員

の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第８、第１１号議案「吉川市社会教育指導員の委嘱について」 

○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１１号議案「吉川市社会教育指導員の委嘱について」ご説明いたします。

本案につきましては、市の社会教育の推進を図るため、社会教育の特定分野の指導・相談・

社会教育関係団体の育成等に関する業務を行う社会教育指導員に、荒井一美氏を委嘱したい

ので、吉川市社会教育指導員設置に関する規則第２条及び第５条の規定に基づき提案するも

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） 

○関根委員 委員の任期は何年ですか。 

○宗像生涯学習課長 任期は１年です。最大で２回まで再任することが可能です。 

 

○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１１号議案「吉川市社会教育指導

員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第９、第１２号議案「吉川市図書館協議会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１２号議案「吉川市図書館協議会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、吉川市図書館協議会委員の任期が平成２９年３月３１日をもって
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満了となることから、新たに委員を委嘱したいので、吉川市図書館条例第８条の規定により

この案を提出するものでございます。なお、任期につきましては、平成３１年４月３０日ま

ででございます。 

 また、小中学校校長会からの推薦におきましては、現時点では推薦者が未定ではあります

が、４月中には決定する予定でございますので、推薦者が決定次第、上程いたします。 

 

○宗像生涯学習課長 委員定数は１０名以内です。活動内容については、図書館運営につい

て意見を述べる等の活動を行っています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 委員の留任と新任の状況を教えてください。 

○宗像生涯学習課長 留任は３名でそれ以外の６名は新任となります。 

○中島委員 図書館の本について、落書きや破損などがあるという話を聞きました。状況に

ついて教えてください。 

○宗像生涯学習課長 図書の破損等については、返却時に確認する等対応はしていますが、

難しい部分もあります。モラルの問題もありますので、本の適切な扱いについてモラルの向

上を啓発し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１２号議案「吉川市図書館協議会

委員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第１０、第１３号議案「吉川市市史編さん史料取扱員の委嘱について」 

○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１３号議案「吉川市市史編さん史料取扱員の委嘱について」ご説明いた

します。本案につきましては、平成８年度から進めてまいりました、市史編さん事業が「吉

川市史 通史編２」の刊行をもって事業としての節目を迎え、平成２９年度から職員体制を現

在の正職員２名、非常勤特別職２名及び臨時職員３名の７名体制から、正職員２名、非常勤

特別職２名及び臨時職員１名の５名体制に見直すこととなりました。 

 今回提案している非常勤特別職２名につきましては、年齢や健康状態などを考慮し、現職

の２名に代わり、現在、臨時職員として勤務している広瀬純氏及び樽見知佳氏に市史編さん

史料取扱員を委嘱したいので、吉川市史編さん史料取扱員設置規則第２条の規定により提案
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するものでございます。なお、任期は平成３０年３月３１日まででございます。 

 今後につきましては、市民へのＰＲ活動等を踏まえた事業を展開していくと共に、市史編

さん事業で収集した古文書などの整理・保存や活用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） 

○神田教育長職務代理者 体制が７名から５名に減ったことにより、支障が出ることはあり

ませんか。 

○宗像生涯学習課長 支障が出ることはないと考えています。まだ多くの史料が残っていま

すが、事業が節目を迎えたことや体制の見直しを行った結果、人数を５名としました。 

 

○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１３号議案「吉川市市史編さん史

料取扱員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第１１、第１４号議案「文化財の市指定について」 

○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１４号議案「文化財の市指定について」ご説明いたします。本案につき

ましては、三輪野江の定勝寺墓所にあります、「平本定勝墓石」を市指定有形文化財とするこ

とについてお諮りするものでございます。 

 当墓石は、三輪野江村草創の新田開発者、平本定虎及び定勝寺を創建し三輪野江村を確立

した平本定勝の事績を伝える歴史資料であり、平成２７年６月２９日付で「市指定文化財」

とすることについて、文化財保護信義委員会に諮問いたしました。 

 諮問を受けて、文化財保護審議会委員会で調査及び審議を行った結果、平成２９年３月３

日付で、「本件を市指定文化財にすることについて適当である。」との答申がありました。 

 この答申を受け、当墓石を市指定文化財に指定するため、所有者に指定の同意を依頼した

ところ、平成２９年３月１５日に指定の同意が得られましたので、吉川市文化財保護条例第

７条第１項の規定により、この案を提出するものでございます。 

○宗像生涯学習課長 文化財保護審議会では個人の墓石を指定することについて審議を行い

ました。その結果、今回は、墓石そのものではなく、そこに記された内容を学術的価値の高

い歴史資料として指定すべきとの答申を受けています。 
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○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 文化財に指定した後、表示等をするのでしょうか。 

○宗像生涯学習課長 個人の墓石のため、所有者等の意向を踏まえながら表示等について検

討していきたいと考えています。 

 

○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１４号議案「文化財の市指定につ

いて」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第１２、第１５号議案「吉川市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例に

伴う関連規則等について」及び日程１３、第１６号議案「吉川市スポーツ推進委員に関

する規則等を廃止する規則について」 

※ 内容に関連性があるため、一括して審議。 

○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１５号議案「吉川市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例に

伴う関連規則等について」ご説明いたします。本案につきましては、今年度、政策室で行っ

た、吉川市組織機構見直しに基づき、平成２８年１２月議会において、「吉川市教育に関する

事務の職務権限の特例に関する条例」が可決され、平成２９年４月１日からスポーツ振興課

を市長部局に移管することが決まったところでございます。 

 このため、今後は市長が管理及び執行する必要があることから、教育委員会で定めている

規則のうち、「吉川市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則」及び「吉川市教

育委員会事務局組織規則」の一部改正を行い、新たに「吉川市教育委員会の権限に属する事

務の補助執行に関する規則」を定めるものでございます。 

 また、学校給食センター整備担当が今年度をもって事業終了となり、担当の廃止が必要が

ことなど、所要の改正を行う必要があるため、「吉川市教育委員会事務局組織規則」の一部改

正を行うものでございます。 

 続きまして、第１６号議案「吉川市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則につ

いて」ご説明いたします。本案につきましては、第１５号議案でご説明したとおり、平成２

９年４月１日からスポーツ振興課を市長部局に移管することが決まったことに伴い、教育委

員会で定めている関連規則を廃止するものでございます。 
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○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 スポーツ推進委員の位置付けはどうなるのでしょうか。 

○互井スポーツ振興課長 引き続き、スポーツ推進課で所管します。 

 

○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１５号議案「吉川市教育に関する

事務の職務権限の特例に関する条例に伴う関連規則等について」及び第１６号議案「吉川市

スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第１４、第１７号議案「吉川市立吉川小学校特別教室使用料条例施行規則等の一部

を改正する規則について」 

○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１７号議案「吉川市立吉川小学校特別教室使用料条例施行規則等の一部

を改正する規則について」ご説明いたします。本案につきましては、吉川市特別教室使用料

条例に基づき、吉川市立美南小学校を特別教室として位置付ける必要があることから、「吉川

市立吉川小学校特別教室使用料条例施行規則」及び「吉川市立吉川小学校特別教室の使用に

関する規則」について、所要の改正を行うものでございます。 

○戸張副部長兼教育総務課長 吉川小学校は特別教室として一般開放していますが、美南小

学校についても同様に一般開放をしているため、今回の改正で位置付けるものです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 様式の中に吉川小学校と美南小学校の選択欄がありませんが、現場で混乱は起

きていませんか。 

○宗像生涯学習課長 現場でトラブル等はありません。使用する時に学校名を表示する等、

運用面で対応していきます。 

 

○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１７号議案「吉川市立吉川小学校

特別教室使用料条例施行規則等の一部を改正する規則について」は原案のとおり可決された。 
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◎日程第１５、第１８号議案「吉川市小・中学校職員服務規則の一部を改正する規則につ

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１８号議案「吉川市小・中学校職員服務規則の一部を改正する規則につ

いて」ご説明いたします。本案につきましては、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例

及び学校職員の勤務時間、休暇に関する規則の一部改正に伴う規定の整備及び地方公務員の

育児休業等に関する法律および職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う規定の整備

を行うと共に、規則の文言整理を行うものでございます。 

 

○清水副部長兼学校教育課長 今回の改正は、介護時間の新設や上位法に合わせた文言の整

理による改正内容となっています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（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１８号議案「吉川市小・中学校職

員服務規則の一部を改正する規則について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第１６、第１９号議案「平成２９年度吉川市教育行政重点施策について」 

○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１９号議案「平成２９年度吉川市教育行政重点施策について」ご説明い

たします。平成２９年度の教育行政重点施策につきましては、委員の皆さまと１年間かけて

策定しました、「吉川市教育大綱」及び現在策定中の「第５次吉川市総合振興計画後期基本計

画」に基づき、内容を作成しております。 

 第５次吉川市総合振興計画後期基本計画におきましては、教育文化部門のまちづくりの目

標として、「生きがい・学び・伸びゆくまちづくり」と題し、「１ 生涯学習による人づくり・

まちづくり」、「２ 豊かな人間性を培う学校教育の充実」、「３ 青少年健全育成の充実」、「４ 

幼児教育の充実」、「５ 家庭・地域・学校の連携」、「６ 多彩で個性ある文化の創造と伝承」

の６つの柱で構成しております。 

 これに加えて、子ども達が「学んで良かった」、保護者が「通わせて良かった」、地域に「在

って良かった」、教職員が「勤務して良かった」と思える「子ども達が夢や未来にチャレンジ
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できる学校づくり」を目標として、平成２９年度の重点施策を推進することといたしました。 

 お手元の「平成２９年度 吉川市教育行政重点施策」をご覧ください。吉川市教育委員会重

点施策につきましては、平成２９年度に重点的に取り組む施策を選定し、７ページ以降の「重

点的な取り組み及び重点事業」に各重点施策の具体的な事業概要を掲載しています。 

 昨年度からの大きな変更点といたしましては、スポーツ振興課が市長部局に移管されるこ

とに伴い、平成２９年度からは記載がされていない点となります。 

 なお、各施策の事業内容につきましては、担当課長より説明いたさせます。 

 

○染谷教育長 新規事業や拡充事業などを中心に説明をお願いします。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校教育課分について説明いたします。教育行政重点施策の

９ページをご覧ください。 

始めに「２ 豊かな人間性を培う学校教育の充実」の「２－１ 豊かな学力の向上」のうち、

「日本語学習支援の充実」については、３０万円増の７０万円で実施します。関小学校につ

いては、引き続き日本語学習支援担当教員が配置されたため、その担当教員が学習支援を行

ないますが、他の１０校については国際友好協会と業務委託契約を結び、スタッフを派遣し

ていただく予定です。「郷土学習への支援」については、小学校中学年児童を対象に「なまず」

についての学習に取り組みます。予算としては、２５クラス分で５０万円となっています。 

次に１０ページの「２－２ 教員の指導力の充実」のうち、「若手教員の指導力向上」につ

いては、教育指導支援員を配置し、週２回、７時間勤務で各１１校を回っていただく予定で

す。「通級指導教室指導者への支援」については、主に北谷小学校の発達指導教室において、

年４回程度、スーパーバイザーを派遣し、相談・助言を受けられるような体制を整備してい

きたいと考えています。「ＩＣＴ教育の推進」については、旭小学校においてタブレットＰＣ

を４０台程度使用し、授業や家庭学習の支援と非認知能力の向上について研究していきます。

また、同じく旭小学校において、テレビ電話アプリ「スカイプ」を活用した海外との交流授

業を行う予定です。 

次に１１ページの「２－３ 健やかな心と体の成長」のうち、「よりよい学校生活友達づく

りアンケートの実施」については、小学校５年生を対象に実施し、子ども達の居場所につい

て分析して指導に活用したいと考えています。 

次に１２ページの「２－４ 学校施設と教育環境の整備」のうち、「保護者メールによる情

報提供」については、教育総務課で整備を行い、学校教育課で運用いたします。市内小中学

校の緊急メールを統一することで、教育委員会から保護者に直接、緊急情報等を流すことが

出来るようになります。また、学校を介さずに直接情報を送付出来ることで、タイムラグが
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なくなります。 

次に１８ページの「３ 青少年健全育成の充実」の「３－２ 教育相談活動の充実」のうち、

「さわやか相談員、あおぞら相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

との連携」については、平成２８年度は県から派遣されるスクールカウンセラーを中央中の

み週１回、その他の２校は隔週１回の配置でしたが、平成２９年度については、全中学校で

週１回の配置が可能となりましたので、十分に活用してまいります。スクールソーシャルワ

ーカーについては、平成２９年度も継続して配置してまいります。 

○戸張副部長兼教育総務課長 教育総務課分について説明いたします。１３ページをご覧く

ださい。「２ 豊かな人間性を培う学校教育の充実」の「２－４ 学校施設と教育環境の整備」

のうち、「中曽根小学校プール改修工事」については、平成２９年５月に工事を完了し、６月

から新たなプールで授業を開始します。「美南小学校仮設校舎賃貸借事業」については、美南

小学校区域内の児童数が増加していることにより、今後、普通教室が最大で４４教室必要に

なると見込んでいます。現在の校舎では３０教室を確保出来ていますが、残り１４教室分を

リースで増築していく予定です。 

 次に１４ページの「東中学校校舎大規模改修工事」については、平成２９年度末までに工

事を完了する予定です。工事概要については、普通教室及び特別教室へのエアコン設置やト

イレの洋式化などになります。なお、工期は平成３０年２月までを考えています。「（仮称）

第４中学校建設工事における実施設計業務」については、平成２８年度から実施している基

本設計を基に実施設計に移行し、平成３２年４月開校を目指して事業を進めてまいります。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課分について説明いたします。２０ページをご覧ください。

「５ 家庭・地域・学校の連携」の「５－２ 地域の教育力の活用」のうち、「「地域寺子屋事

業」の充実と支援」については、平成２９年度も引き続き実施し、平成２８年度よりも１箇

所増の７箇所で実施していきたいと考えています。２１ページの「放課後子ども教室の開室」

については、三輪野江小学校において２学期から体験・活動を行っていく予定で、現在、プ

ログラムを作成しています。 

 次に２２ページの「６ 多彩で個性ある文化の創造と伝承」の「６－２ 歴史資料の収集・

調査・保存・活用」のうち、「吉川市史刊行記念講演会の開催」については、夏頃に開催した

いと考えています。 

 次に２３ページの「６－３ 文化財愛護活動の推進」のうち、「歴史パネル巡回展の開催」

については、これまで収集してきた歴史資料を市民の皆さまに広く触れていただきたいと考

え、市内小中学校等で開催する予定です。「子ども歴史学習会の開催」については、子ども達

を対象としたツアーを企画する予定です。「新たに発見！！吉川昔話の制作」については、新



平成２９年３月３０日 第３回 吉川市教育委員会 

15 

しい吉川の昔話の制作を進めていきます。１年に２話ずつ作成し、３年で刊行していく予定

です。 

 次に２４ページの「６－４ 芸術文化活動への支援」のうち、「舞台公演の開催」について

は、平成２９年８月２６日・２７日に朗読、歌、ダンスなどの身体表現を組合わせた舞台公

演を予定しています。「文芸よしかわの発刊」については、市制施行２０周年記念として刊行

した「文芸よしかわ」の第２刊を発刊するものです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 給食の残菜の取り組みについては、引き続きお願いいたします。 

○神田教育長職務代理者 １９ページの「幼児教育の充実」のうち、「接続期プログラム」に

ついて、小学校側のプログラムだと思いますが、将来、保育所や幼稚園側で作成する「アプ

ローチプログラム」についても検討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 保育所や幼稚園の訪問を行う際に提案し、相互共有をしてい

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１９号議案「平成２９年度吉川市

教育行政重点施策について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第１７、第２０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１８、第２１号議案「平成２９年度当初吉川市教育委員会事務局職員の人事異動

について」 

  （人事案件のため非公開） 

 

◎日程第１９、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、平成２９年４月２７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、小中学校入学式について、祝辞を配布させていただきましたのでよろしくお願
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いいたします。 

３点目は、３月議会一般質問について、教育委員会分の口述書を配布させていただきまし

たのでご覧ください。 

４点目、５点目は、生涯学習課より、「文芸よしかわの刊行」、「吉川むかしばなし朗読ＣＤ」

について、６点目は、スポーツ振興課より、「第２２回吉川なまずの里マラソンの申し込み状

況」について、それぞれ報告いたします。 

 

○宗像生涯学習課長 文芸よしかわについては、作品の募集を６月から行い、３月２７日付

で発刊となりました。応募総数は３４５点で掲載は１８３点となりました。中身については、

最優秀作品、市長賞、教育長賞などの作品等が掲載されています。冊子は図書館に設置しま

すが、生涯学習課、中央公民館、市民交流センターおあしす内にある市民活動サポートセン

ター、吉川市役所の政策室にて１部５００円で販売しています。今までのところ、１０冊程

度販売しています。 

 次に、吉川むかしばなしの朗読ＣＤについては、朗読サークルの「きんもくせい」などに

ご協力をいただき、ＣＤを制作しましたので報告します。 

○互井スポーツ振興課長 第２２回吉川なまずの里マラソンの申し込み状況について、最終

人数を報告します。６，２８５名の申込みがあり、内訳としては、ハーフが２，６１６名、

１０キロが１，２８０名、５キロが５４３名、３キロが１４２名、２キロが４８９名、２キ

ロ親子が１，１８３名、車いすが３２名となっています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

 （質疑及び意見なし） 

 

◎閉会の宣告（午後４時３０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２９年第３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、神田教育長職務代理者よ

りごあいさつをお願いします。 

○神田教育長職務代理者 桜もちらほらと咲き始め、４月２日の吉川なまずの里マラソン

の時にはおそらく満開になっていることと思います。先日、卒業式に参加しました。どの学

校でも素晴らしい式であったと聞いています。子ども達は夢と希望を持って卒業したと思い

ます。 

また、東中学校の吹奏楽部の演奏を聴いてきました。子ども達がいきいきと楽しそうに輝
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いて演奏をしていました。おそらくあの生徒達は来年度も自分の居場所を持って前に進んで

いけるのではないかと思いました。子ども達が元気に新年度を迎えて欲しいと思います。 
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参考資料 

 
付議された議案等の処理結果 

 
平成２９年第３回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

― 前回会議録の承認について 承 認 

第６号議案 適応指導教室指導員の任命について 可 決 

第７号議案 教育相談・補導員の任命について 可 決 

第８号議案 さわやか相談員の任命について 可 決 

第９号議案 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 可 決 

第１０号議案 吉川市社会教育委員の委嘱について 可 決 

第１１号議案 吉川市社会教育指導員の委嘱について 可 決 

第１２号議案 吉川市図書館協議会委員の委嘱について 可 決 

第１３号議案 吉川市市史編さん史料取扱員の委嘱について 可 決 

第１４号議案 文化財の市指定について 可 決 

第１５号議案 
吉川市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例に伴

う関連規則等について 
可 決 

第１６号議案 
吉川市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則につ

いて 
可 決 

第１７号議案 
吉川市立吉川小学校特別教室使用料条例施行規則等の一部を

改正する規則について 
可 決 

第１８号議案 吉川市小・中学校職員服務規則の一部を改正する規則について 可 決 

第１９号議案 平成２９年度吉川市教育行政重点施策について 可 決 

第２０号議案 職員の分限処分について 可 決 

第２１号議案 
平成２９年度当初吉川市教育委員会事務局職員の人事異動に

ついて 
可 決 

 


