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吉川市教委告示第８号 

平成２９年第７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７月２４日 

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

 

１ 日時  平成２９年７月２７日（木）午後３時から 

２ 場所  吉川市役所２０１会議室 

３ 報告事項 

 (1) 平成２９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) 会議録の承認について 

(2) 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受入れ可能人数等の決

定について 

(3) 平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳）の採択に関する意見聴取について 

(4) その他 
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開会の日時 平成２９年７月２７日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２９年７月２７日 午後３時５５分 

会議開催の場所 吉川市役所２０１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 

教育総務課長        染谷 憲市 

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 

生涯学習課長        宗像 浩 

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７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９号 
平成２９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２７号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択

希望者の受入れ可能人数等の決定について 
〃 

日程第４ 第２８号議案 
平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳）の採

択に関する意見聴取について 
 

日程第５ ― その他 〃 

  閉会の宣告 〃 

 

 

 



平成２９年７月２７日 第７回 吉川市教育委員会 

4 

 

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２９年第７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９号「平成２９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） 

○中村教育部長 報告第９号「平成２９年度要保護、準要保護世帯の認定結果について」

ご報告いたします。今回の報告につきましては、４月及び５月受付分の審査が終了いたし

ましたので、その結果について報告するものです。 

 始めに、４月及び５月の申請件数ですが、今年度については、３３９件の申請があり、

前年度と比較すると２４件減っています。 

 次に、審査結果については、認定が３１８件、不認定が１４件です。なお、所得の申告

が済んでいない方や転入して間もないため書類提出中の方については、審査が出来ないた

め、７件の審査を保留としています。審査保留の方については、対応をお願いしています

ので、資料が整い次第、審査を行い、結果については教育委員会の会議で随時ご報告いた

します。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 不認定が１４件ということですが、不認定となった理由を教えてください。 

○染谷教育総務課長 世帯所得で審査していますので、基準よりも所得が高いことが主な

理由となっています。 

 

◎日程第３、第２７号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の

受入れ可能人数等の決定について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○中村教育部長 第２７号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者
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の受入れ可能人数等の決定について」ご説明いたします。本案は、平成３０年度に就学を

予定している、小学校新１年生に係る調整選択及び中学校新１年生に係る学校選択につい

て、保護者からの申請受付期間、各小中学校の受入れ可能人数について事務局案を提出す

るものです。 

 なお、受入れ可能人数などの詳細については、担当課長より説明いたします。 

○清水副部長兼学校教育課長 本案は、平成３０年度小学校就学予定者の通学区域の調整

及び中学校進学予定者の中学校の選択に係る学校選択の申請受付について、吉川市立小学

校及び中学校の就学に関する規則の規定により、学校選択希望者の各小中学校における受

入れ可能な人数と申請書の提出期限を定める必要があるため提案するものです。 

 受入れ可能な人数については、各小中学校の普通教室の数など施設の状況と通学区域内

就学予定児童生徒数及び転入等の異動による児童生徒数を考慮の上、受入児童生徒数を見

込んでいます。 

議案書の「平成３０年度学校選択受入可能人数見込み数」をご覧ください。小学校では、

吉川小学校、北谷小学校、中曽根小学校の３校については、「１学級増とならない人数」と

しました。旭小学校、三輪野江小学校、関小学校の３校については、「学級増までの人数」

とし、栄小学校、美南小学校については、昨年同様に、受け入れを行わないこととしまし

た。 

次に、中学校についてですが、東中学校及び中央中学校いずれも、１学級増までの人数

とし、南中学校の受入れについては、昨年度決定したとおり、平成２９年度から平成３１

年度までの間、中学校選択校の対象から外すものです。 

また、申請書の提出期限については、事務処理などに要する時間や入学通知書発送時期

などを考慮し、設定しました。 

抽選の実施については、小学校の調整選択制度では、過去の実績から抽選に至ることは

ないと予想していますが、中学校の学校選択制については、保護者宛ての案内において、

１２月３日の日曜日を公開抽選の開催日として告知しています。なお、会場は、市役所２

０４会議室を予定しています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 受入可能人数欄にある空人数と可能人数の違いを教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 可能人数については、市からの転入や市内の異動人数など

を推測して算出しています。吉川小学校の場合、可能人数１６人に対し、空があれば２０

人までは受入れが可能という意味で捉えていただきたいと思います。 
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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２７号議案「通学区域の調整及

び中学校の選択による学校選択希望者の受入れ可能人数等の決定について」は原案のとお

り可決された。 

◎日程第４、第２８号議案「平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳）の採択に関す

る意見聴取について」 

（人事案件のため非公開） 

 

◎日程第５、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２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すが、８月１日火曜日午後３時から吉川

市役所２０１会議室において、臨時に開催する予定です。当日は、教科書採択関係につい

て審議を行う予定です。 

２点目は、生涯学習課より、「親子で巡ろう 吉川むかしばなしバスツアー」について、

報告いたします。 

○宗像生涯学習課長 「親子で巡ろう 吉川むかしばなしバスツアー」について報告いた

します。７月３１日の月曜日 市政施行２０周年記念事業として刊行した、絵本「吉川む

かしばなし」の舞台を物語順になまりんバスで巡るツアーを実施します。参加者は１３名

で、吉川市役所に集合して「むかしばなし」の説明をした後、「関の五本松→金のなまずモ

ニュメント→高久密厳院の子育て銀杏→木売清浄寺→稲荷大明神御嶽神社（中井の力石）」

と本と同じ順番で現地を巡ります。 

今後も、市民が郷土に愛着を持てるように、吉川市の歴史を伝える事業を展開していき

ます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 ７月２５日に埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会に出席しましたの

で、報告します。分科会のテーマとなっていた、コミュニティスクールについては、県内

自治体では１０市が取り組んでいると聞きました。吉川市においても今後の課題になると

感じました。 

○中島委員 先日、小学校の懇談会に出席しました。その際、現在問題となっているヒア
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リの対応について話が出ました。学校への指導も含め、どのような対応をしているのか教

えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 夏休みに入る直前に、埼玉県からヒアリに関する注意喚起

の文書が届きましたので、学校に対し、ファックス及びメールで情報提供しています。子

ども達に対しては、生徒指導の一環で内容を伝えています。 

 

◎閉会の宣告（午後３時５５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７

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 先日、日光東照宮に行きました。修復作業を終えて間もない時

期だったこともあり、沢山の人で賑わっていて、子ども達を多く見かけました。子ども達

には夏休みの期間中に多くの経験をしてもらい、日本人として、そして吉川市民として大

きく成長して欲しいと思います。また、事故などが起きずに２学期を迎えて欲しいと強く

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８月２４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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参考資料 

 
付議された議案等の処理結果 

 
平成２９年第７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２７号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受

入れ可能人数等の決定について 
可 決 

第２８号議案 
平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳）の採択に関する

意見聴取について 
可 決 

 


