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吉川市教委告示第６号 

平成２９年第５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５月２２日 

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

 

１ 日時  平成２９年５月２５日（木）午後１時３０分から 

２ 場所  吉川市学校給食センター 多目的会議室 

３ 報告事項 

(1) 教育長が委任された事務の執行状況報告について 

(2) 専決処理事項の報告について【追加】 

４ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) その他 
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開会の日時 平成２９年５月２５日 午後１時３０分 

閉会の日時 平成２９年５月２５日 午後２時３０分 

会議開催の場所 吉川市学校給食センター多目的会議室 

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          中村 詠子 

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     窪田 和彦 

教育総務課長        染谷 憲市 

会議に出席した事務局職員 

書記長（教育部長）     中村 詠子 

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５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６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３ 報告第７号 専決処理事項の報告について 〃 

日程第４ ― 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１時３０分） 

○染谷教育長 ただいまから平成２９年第５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６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） 

○中村教育部長 報告第６号「教育長が委任された事務の執行状況報告」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、今年度、吉川市教育委員会が実施しており

ます各種事業の進捗状況について報告するものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長から説明いたします。 

○染谷教育総務課長 平成２９年度における学校施設整備事業のうち、中曽根小学校プー

ル改修工事、東中学校校舎大規模改修工事、美南小学校仮設校舎賃貸借の３件の進捗状況

について報告します。 

はじめに、中曽根小学校プール改修工事について説明します。工期を延長し施工してい

ました、中曽根小学校プール改修工事については、現場はほぼ終了しており、完了検査に

向けた最終的な施工を行っています。６月のプール開きを目途に整備を行ってきましたの

で、今年度から新しいプールによる授業が開始される予定です。 

次に、東中学校校舎大規模改修工事について説明いたします。東中学校校舎大規模改修

工事については、昇降機工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の４つに分けて工

事発注を行い、各工事において施工者及び施工候補者が決定しました。 

昇降機工事及び電気設備工事については、契約書を締結し、施工に向けた準備を行って

いますが、建築工事及び機械設備工事については議会案件となりますので、６月議会に上

程します。 

また、監理委託業務については、これから入札を行い、早ければ６月上旬にも監理業者

が決定する見込みです。工事は夏休みを中心に実施されますが、施設規模が大きく建物全

体の改修工事になりますので、昇降機工事を９月末、その他の工事を平成３０年２月２８
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日までとして工事期間を設定しています。 

なお、教室やトイレ、昇降機などについては、生徒たちの学習環境や給食配膳の影響な

どを考慮し、９月から利用できるよう計画しています。 

次に、美南小学校仮設校舎賃貸借について説明します。美南小学校の仮設校舎増築につ

いては、軽量鉄骨造２階建て、普通教室１４教室と教材室１室の建物を校庭西側に配置す

る計画で、１０年間の賃貸借契約の入札を実施し契約者が決定しました。 

建物には昇降口、トイレ、多機能トイレ、エレベーター、本校舎への渡り廊下のほか、

給食受領スペースと給食配膳のため通路を確保し、給食配送車から直接配膳できるよう計

画しています。仮設校舎の建設により必要となる西側道路からの給食配膳車両の出入口な

どの整備のほか、学校ファームの移設や砂場の拡張整備を行い、できる限り校庭を有効に

利用できるよう計画しています。 

また、工事中における搬入路を校庭南側の雨水ポンプ施設周辺とするなど、工事中にお

ける校庭面積の確保についても検討しています。 

さらに、隣接する雨水ポンプ場敷地の一部を河川下水道課より借用し、校庭敷地の一部

として利用できるように計画しています。今年度までに建物を完成させて、平成３０年４

月から利用できるように整備する予定です。 

 また、賃貸借終了後、建物は無償譲渡になりますので、継続して使用する場合には必要

に応じて修繕などによる維持管理を行い、児童数が減少した時点で建物を解体する予定で

す。 

○中村教育部長 本日は、生涯学習課長が欠席のため、代わりに市民劇団の実施状況につ

いて報告します。「市民劇団事業」は、老若男女の生きがいとなる活躍の場を創出し、演劇

活動を通じて芸術文化の振興を図ることを目的としています。 

 今年度は、８月２６日の土曜日と８月２７日の日曜日に中央公民館ホールで舞台公演を

実施します。源治亜、舞台公演に向け、５月１２日から２８名の参加者が稽古に励んでい

ます。稽古は、中央公民館やおあしす等市内の公共施設において、午後１時３０分から６

時までの約４時間半、公演までの全ての土日祝日及び直前リハーサル、合わせて３４回の

実施を予定しています。 

また、本事業は、さいたま芸術劇場と連携し、故・蜷川幸雄氏の意思を継ぐ演出家等４

名を講師としてお迎えしています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 美南小学校の学童保育室について、道路の反対側に設置されていますので、
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安全対策には十分に気を付けて欲しいと思います。 

○染谷教育総務課長 担当課と連携し、安全に配慮した対策を講じていきます。 

○神田教育長職務代理者 東中学校大規模改修について、トイレの洋式化については、一

部を和式化する声が学校からありますか。全てを洋式化することについて、反対の声があ

ると聞いたことがあります。 

○染谷教育総務課長 今後については、全ての学校でトイレの洋式化を進めていきたいと

考えています。 

○染谷教育長 以前の大規模改修では、学校側からトイレの一部を和式化して欲しいとい

う声がありましたが、今回については、そのような要望はありませんでした。 

○中島委員 １０年前の時点では、小学校の大規模改修において、トイレの和式化の声は

なかったと記憶しています。 

○関根委員 県立高校は和式トイレの数が多いと聞いています。 

○小林委員 保育園や幼稚園のトイレは原則、洋式化しています。なお、新設の建物は全

てが洋式化していると思います。また、保護者から子どもが小学校にあがってから和式ト

イレの使い方に戸惑っているという声を聞きます。 

○神田教育長職務代理者 子どもの中には、洋式トイレに多数の人が座ることについて、

抵抗を示す場合があると聞いています。また、数年前に大規模改修を行った他自治体の学

校では、そのような声を配慮し、１つだけ和式トイレを設置した事例があると聞いていま

すので、例えば、全てを洋式化した場合、除菌シートを設置するなどのフォローをお願い

したいと思います。 

○中島委員 美南小学校の今後の児童推移はどのようになっていますか。校庭もなるべく

広く取ってもらいたいと思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 現在の３０教室に加え、今回の整備によって１４教室増え

ますので、合計で４４教室となりますが、最大で１４００人規模の児童数になると見込ん

でいます。４４教室は通常学級と特別支援学級を合わせた教室数となりますが、今後、特

別支援学級がさらに２クラス増える可能性があります。その場合は、既存の少人数教室や

新たに整備する教材室を活用する予定です。 

○染谷教育総務課長 校庭については、借用する敷地などを有効活用して確保していきた

いと考えています。 

○中島委員 中曽根小学校のプール改修について、外部侵入や目隠しなどの対策はされて

いますか。 

○染谷教育総務課長 かなり高い壁が設置されていますので、十分に配慮されていると考
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えています。 

（報告第６号を終了） 

 

◎日程第３、報告第７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） 

○中村教育部長 報告第７号「専決処理事項の報告」について、ご報告申し上げます。本

案につきましては、三輪野江小学校において、学校評議員１名辞退の申し出がありました

ので、新たな学校評議員につきまして、学校長の推薦に基づき、委嘱するものでございま

す。 

○清水副部長兼学校教育課長 前回の教育委員会で審議いただきましたが、１名の評議員

から一身上の都合により辞退があったため、新たに推薦をするものです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（意見等なし） 

（報告第７号を終了） 

 

◎日程第４、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） 

○中村教育部長 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、６月２９日木曜日午後３

時から東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、「教科書採択に関する会議の開催」について、「吉

川市教育大綱に係る教職員研修会の開催」について、「児童生徒の様子」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「教科書採択に関する会議の開催」について報告

します。６月２９日に開催される第６回教育委員会終了後、別会場にて道徳の教科書につ

いての説明を行います。その後、教科書の採択について審議を行うため、８月１日に臨時

の教育委員会を開催します。 

○染谷教育長 道徳の小学校教科書採択については、７月２７日に開催される第７回教育

委員会の中で、吉川市の教科書採択に関する意見等をまとめます。その意見等を７月３１

日に開催される教科書採択地区協議会に提出し、この協議会の中で吉川市・三郷市・八潮
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市が採択する教科書が決定します。決定後、８月１日に開催される本市の臨時教育委員会

において承認する流れとなっています。 

○清水副部長兼学校教育課長 ３点目の「吉川市教育大綱に係る教職員研修会の開催」に

ついて報告します。今回の研修については、吉川市教育大綱をより具体的に進めていくた

めに必要な考え方を学ぶものとなっています。対象者は市内小中学校の校長、教頭、教務

主任、ＰＴＡ会長、教育委員、教育委員会事務局となっています。 

（「児童生徒の様子」については非公開） 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（意見等なし） 

 

◎閉会の宣告（午後２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５

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 先週、小学校の運動会に参加してきました。大変暑い気温の中

で熱中症の心配もありましたが、子ども達の元気な姿や保護者、地域の方々の熱い応援を

見て、とても感動しました。また、校長先生の挨拶の中で、組体操の話がありました。組

体操は、安全面に十分配慮しなければいけないものですが、一方で子ども達にとっては大

きな達成感があり、また、経験を沢山積むことできるものであるため、大切にしていきた

いという内容でした。このような貴重な経験ができる競技をこれからも安全に配慮しなが

ら続けてもらいたいと思います。 
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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２９年６月２９日 

  

教  育  長     染谷 行宏 

 

   教育長職務代理     神田 美栄子 

 

   委     員     関根 二三代 

 

   委     員     小林 照男 

 

   委     員     中島 新太郎 
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