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吉川市教委告示第１２号 

平成２９年第１１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１０月２３日 

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

 

１ 日時  平成２９年１０月２６日（木） 午後３時から 

２ 場所  吉川市立関小学校会議室 

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 

(2) 財産の取得について 

４ 協議事項 

(1) 平成２９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) 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) 吉川市いじめの防止等のための基本的な方針の改定について 

(3) 吉川市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

(4) （仮称）第４中学校校名検討委員会の協議結果及び校名選定について 

(5) その他 
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開会の日時 平成２９年１０月２６日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２９年１０月２６日 午後４時１５分 

会議開催の場所 関小学校会議室 

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 ２人 
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平成２９年第１１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 報告第１４号 財産の取得について 〃 

日程第４ 第３３号議案 
吉川市いじめの防止等のための基本的な方針の改

定について 
〃 

日程第５ 第３４号議案 
吉川市立学校設置条例の一部を改正する条例につ

いて 
〃 

日程第６ 第３５号議案 
（仮称）第４中学校校名検討委員会の協議結果及

び校名選定について 
〃 

日程第７ 協議第２号 
平成２９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８ 協議第３号 文化に関する事務の所掌の弾力化について 〃 

日程第９ ― 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２９年第１１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１３号「平成２９年度要保護、準要保護世帯の認定結果について」

ご報告します。はじめに、前回審査保留分のうち、４月申請分の１件については、所得の

申告がありましたので、審査した結果、認定としました。なお、８月申請分の１件につい

ては、現在、必要な資料の提出をお願いしているところでございます。 

 次に、９月申請分については、２件の申請があり、全て認定となっています。審査保留

となっている１件については、資料が整い次第審査を行い、結果については随時報告いた

します。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（質疑及び意見なし） 

 

◎日程第３、報告第１４号「財産の取得について」 

○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１４号「財産の取得について」ご報告します。本件については、

（仮称）第４中学校建設に伴う建設用地の取得について報告するものです。なお、詳細に

ついては、担当課長から説明します。 

○染谷教育総務課長 中学校建設用地については、吉川市美南五丁目１７番１、２、３に

ある２８，３７１．５４平方メートルの土地に決定していますが、全体面積のうち市が所

有する２３３．３５平方メートルを除く２８，１３８．１９平方メートルを吉川市土地開

発公社から取得金額２０億３０３６万５８２７円で購入するものです。 
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 吉川市土地開発公社とは、昭和５８年度に美南五丁目１７番地１の土地２２，６８２．

２２平方メートルと平成２１年度に吉川美南土地区画整理事業の保留地であった美南五丁

目１７番３の土地５４５５．９７平方メートルについて、それぞれ用地の先行取得を依頼

しています。今回取得する建設用地の取得金額の内訳としては、それぞれの事業原価であ

る土地取得代金に事務費１パーセントを加えた額となっています。 

 なお、美南五丁目１７番２の土地２３３．３５平方メートルについては、昭和５８年度

に市が取得した土地となっています。用地取得の財源については、平成２９年度当初予算

において予算化されており、用地取得については、吉川市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会に諮る必要があります。 

  

○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４、第３３号議案「吉川市いじめの防止等のための基本的な方針の改定につい

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３３号議案「吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の改定につい

て」ご説明します。本案については、吉川市いじめの防止等のための基本的な方針の改定

がありましたので提出するものです。なお、詳細については、担当課長から説明します。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 資料１をご覧ください。この基

本方針改定は、いじめ防止対策推進法附則第２条において「いじめの防止等のための対策

については、この法律の施行後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。」とされており、国のいじめ防止対策協議会にて検討の結果を踏まえ、改定

がされました。 

 主な改定点は、資料４及び６に記載されています。そして、国の基本方針の改定箇所を

県の基本方針に反映させ、埼玉県いじめ防止等のための基本的な方針が平成２９年７月に

改定されました。改定内容については、資料５及び７に記載されています。また、加筆さ

れた箇所をアンダーラインで示した県の基本方針を資料９として添付しています。 

 改定された県の基本方針を基に吉川市いじめの防止等のための基本的な方針の改定を行

いました。資料１０に改定前・改定後の基本方針を掲載しています。主な改定点は、学校

いじめ防止基本方針について、学校におけるいじめ防止等に関する措置のいじめ防止・早
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期発見・いじめの解消、重大事態への対処となります。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 国の方針は３年ごとの改定となっています。吉川市も同じでしょうか。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 国の考え方に添って改定を行っ

ていこうと考えています。 

○中島委員 見直しを何回も行い、丁寧に対応して欲しいと思います。また、子ども同士

のいじめだけではなく、教師の指導も充実させ、子どもの命を守って欲しいと思います。 

○神田教育長職務代理者 一番大切な事は、この方針をどれだけ学校現場が理解し、共有

できるかだと思いますので、しっかりと取り組んで欲しいと思います。 

 

◎日程第５、第３４号議案「吉川市立学校設置条例の一部改正について」 

○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３４号議案「吉川市立学校設置条例の一部改正について」ご説明しま

す。本案については、平成３２年４月に開校を予定しています、（仮称）第４中学校の設置

に係る表記を当該条例の別表第２「中学校」の表中に記載するため、条例の改正を行うも

のです。なお、詳細については、担当課長から説明します。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 この後の議案でご審議いただきます、（仮称）第４中

学校の公式校名について、条例に校名と位置を掲載することにより、本条例の一部を改正

するものです。 

 

○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６、第３５号議案「（仮称）第４中学校校名検討委員会の協議結果及び校名選

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３５号議案「（仮称）第４中学校校名検討委員会の協議結果及び校名選

定について」ご説明します。本案については、平成３２年４月に開校が予定されています、

（仮称）第４中学校の校名を検討する委員会を組織して開催したところ、校名案として５

案に絞り込みができましたので、報告するものです。なお、詳細については、担当課長か

ら説明します。 
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○清水教育部副部長兼学校教育課長 （仮称）第４中学校の校名を検討する委員会を開催

しましたので報告します。検討委員会において検討した５案についてですが、その中に既

存の南中学校と音が重なってしまう、美しい南の「美南中学校」が候補となりましたので、

吉川駅北側の自治会及び小学校のＰＴＡを加えた拡大検討委員会を開催し、既存の南中学

校の校名を変更することについて、幅広く意見聴取を行いました。その結果は報告書のと

おりです。 

 検討委員会としては、付帯意見として両案を併記し教育委員会に報告いたしました。検

討委員会の最後に委員長より、分離後に南中学校と（仮称）第４中学校に通う生徒とも吉

川市の中学生であるため、立派に育てていくためにも地域、ＰＴＡの皆様にご支援・ご協

力をいただきたいとの意見がありましたので、報告します。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 第２回目の検討委員会で出された意見は様々な内容であったと思いますが、

最後はまとまったのでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 検討委員会の役割としては、５案に絞るというとこ

ろまでです。決定は今回の教育委員会で行います。 

○小林委員 既存の南中学校の名前を変えることについて、第４中学校と同じように公募

をした方が良いという意見が検討委員会で出なかったのでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 そのようなニュアンスの質問は出ていました。 

○神田教育長職務代理者 現在、南中学校に通っている生徒の気持ちになって考えてみま

したが、名前を変えてしまうと、生徒達に動揺が走ると思います。南中学校の名前は変え

ず、第４中学校を吉川中学校にする案が良いと思います。 

○中島委員 南中学校は地域に名前が定着している学校です。そのような学校の名前を変

えることについて、地域からの理解を得ることは難しいと考えます。案の中に美南中学校

がありましたが、音が同じなので、その案を採用するのはあり得ないと思います。 

○小林委員 新しい学校の名前を考える際に、既存の学校の名前を変えることは違うと思

います。なお、本来は公募の段階で音が同じ名前が提案されないようにするため、予め条

件を決めておく必要があると感じましたので、次回、同じような公募がある場合は検討し

て欲しいと思います。 

○関根委員 吉川市の新しいスタートを切るという願いも込めて、第４中学校の名前は、

吉川中学校で良いのではないでしょうか。 

○染谷教育長 様々なご意見をいただきました。本日配布した吉川市の中学校の歴史や近
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隣市の事例なども参考にしていただき、各委員からどの案が良いか聞きたいと思います。 

（全委員が吉川中学校の案に賛成） 

○染谷教育長 それでは、（仮称）第４中学校の校名は、「吉川中学校」で決定したいと思

います。 

 

◎日程第７、協議第２号「平成２９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」 

○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 協議第２号「平成２９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」ご説明します。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

及び評価を行うとともに、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

成しています。 

 報告書は、議会に提出するとともに市民に公表することになっています。このことから、

８月の教育委員会で決定しました、平成２８年度に実施した１０事業について、点検及び

評価を行い、報告書の事務局案ができましたので意見を伺うものです。 

 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元流通経済大学

の大塚氏を迎え、１０月１０日に事業に関するヒアリングを実施し、ご意見をいただいて

います。今後については、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ともに、市

ホームページで公表する予定です。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（委員から文言の修正等の意見あり。修正のうえ、１１月の教育委員会に議案として諮る。） 

 

◎日程第８、協議第３号「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） 

○中村教育部長 協議第３号「文化に関する事務の所掌の弾力化について」ご説明します。

本件については、今年度、政策室による吉川市組織機構見直しが行われています。１０月

１９日に政策会議が開催され、平成３０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。そのうち、教育委員会については、生涯学習課が所管している文化に関する事務

について、平成３０年度に市長部局に移管する方向で考えがまとまったところです。 
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 今後の予定についてですが、文化に関する事務の移管は、１２月市議会に上程される予

定です。なお、併せて生涯学習課の「市史編さん係」については、市史編さん事業が大き

な区切りを迎え、市史編さん委員会からの答申を受け、平成３０年度から「文化財保護係」

に名称を変更することを考えています。 

○宗像生涯学習課長 組織の見直しについては、平成２５年度から話し合いが行われてい

ます。その結果、平成２９年度からは、健康福祉部が健康長寿部とこども福祉部に分かれ、

教育委員会が所管していたスポーツに関する事務が健康長寿部に移管されました。 

文化に関する事務の移管については、当初は文化事務だけではなく、公民館に関する事

務も市長部局への移管対象となっていました。しかしながら、市民からの意見として、移

管により公民館の利用方法などが変わることへの心配の声などがあったこともあり、調整

した結果、文化に関する事務のみが市長部局へ移管されることになりました。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 文化に関する事務の移管については特に反対はありませんが、全体の組織図

があるとより分かりやすくなると思います。 

○染谷教育長 次回の教育委員会で組織の全体図（案）を配布したいと思います。 

 

◎日程第９、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３点報告事項があります。 

１点目は、次回の教育委員会会議の開催日時ですが、１１月２４日木曜日午後３時から

中央中学校会議室において開催予定です。当日は教育委員会に先立ち、１２時３０分から

学校訪問を行う予定です。 

２点目は、生涯学習課より、「第２２回市民文化祭」について、３点目は、教育総務課

及び学校教育課より、「台風２１号の被害報告」について、それぞれ報告します。 

○宗像生涯学習課長 市民文化祭について報告します。１１月３日の金曜日及び４日の土

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し、「文化の環～未来につ

なぐ市民の絆」をテーマに第２２回市民文化祭が開催されます。出演・作品は、芸能音楽

の部が３８団体、９人、展示・公開の部が３１団体、１２人で概ね前年度と同規模の参加

数となっています。 

○染谷教育総務課長 台風２１号による学校施設の被害報告をいたします。各学校に被害

状況を確認したところ、三輪野江小学校、関小学校において倒木の被害が報告されていま
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す。なお、三輪野江小学校については、倒木の影響により、プールのフェンスが曲がって

しまう被害も発生しています。また、中央中学校においては、卒業制作物として設置され

ているトーテムポールが折れる被害が報告されています。 

 倒木や倒れてしまったトーテムポール、また三輪野江小学校プールのフェンスについて

は、教育総務課の今年度予算で処分及び修繕を行う予定です。他に、複数の学校において

雨漏り等が報告されていますが、いずれも軽度の被害となっています。 

 さらに、中川の水位が上昇したことにより、吉川小学校を避難所として開設し、５人の

市民の方が避難所を使用されました。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 今回の台風は、土日を挟む台風であったため、金曜

日の時点で児童生徒の登校を判断することは時期尚早であると考えました。吉川市では、

今年度から保護者メールを導入しており、全保護者に連絡が届く体制を整えていますので、

それを活かすことにしました。最終的には、台風の状況を鑑み、３時間目から登校させる

判断をしました。 

 

◎閉会の宣告（午後４時１５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１

１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 長い間、雨が続きましたが、今日は晴天となり、子ども達も外

で遊ぶことが出来て喜んでいるのではないでしょうか。台風などもあり、近隣市では陸上

大会が中止となってしまったようですが、吉川市は先日実施をすることができましたので、

良かったと思います。 

話は変わりますが、先日、文芸よしかわを手に取る機会がありましたので、拝読いたし

ました。吉川市の自然が好きになって、引っ越しをしてきた話や家族への想いを書いた内

容などが掲載されており、非常に感動しました。子ども達の将来の夢なども掲載されてお

り、教育大綱の内容が全て網羅されている冊子であると感じました。ぜひ、この文芸よし

かわを学校にも広げていって欲しいと思います。 
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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１１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 
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