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吉川市教委告示第１号 

平成３０年第１回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

平成３０年１月１９日 

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

 

日 時  平成３０年１月２４日（水）午後３時から 

場 所  旭地区センター２０３・２０４会議室 

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 

付議案件 

 (1) 会議録の承認について 

(2) 吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正

する規則について 

(3) 吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の特例に関する規則の一部を改正す

る規則について 

 (4) その他 
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開会の日時 平成３０年１月２４日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３０年１月２４日 午後３時５５分 

会議開催の場所 旭地区センター２０３・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          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３０年第１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１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１号議案 

吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の

一部を改正する規則の一部を改正する規則につい

て 

〃 

日程第４ 第２号議案 
吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の

特例に関する規則の一部を改正する規則について 
〃 

日程第５ ― 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３０年第１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１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１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

告申し上げます。 

はじめに、前回審査保留分のうち、８月申請分の１件については、１月１７日に家庭訪問

を行い、必要書類をご提出いただきました。その後、審査を行い、不認定となっています。 

次に、１２月申請分については、５件の申請があり、３件が認定、２件が審査保留となっ

ています。審査保留となっている２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。 

次に、９月に開催した平成２９年第１０回教育委員会においてご報告させていただいた、

就学援助制度の「入学前支給」の申請状況について、ご報告いたします。１月１２日時点で

３１件の申請があり、その内訳としては、新小学校１年生が１５名、新中学校１年生が１８

名となっています。今後については、１月末まで申請受付を行った後、所得等の審査を行い、

３月に支給をしていく予定です。 

 

○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３、第１号議案「吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正す

る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） 
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○中村教育部長 第１号議案「吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正

する規則の一部を改正する規則について」ご説明します。本案については、平成３２年４月

に開校予定の（仮称）第４中学校の名称が定められましたので、本規則の一部を改正するも

のです。 

○清水副部長兼学校教育課長 「吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則」について

は、（仮称）第４中学校の平成３２年４月開校を踏まえ、通学区域などを定めるために、平成

２９年１月５日に規則の一部改正を告示したところですが、平成２９年１２月１９日に公布

されました、吉川市立学校設置条例の一部を改正する条例において、（仮称）第４中学校の名

称が「吉川中学校」と定められましたので、当該規則中の学校名を「吉川中学校」に改める

ために、施行前本規則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） 

○中島委員 吉川中学校の名称について、地域から何か声が出ていますか。 

○清水副部長兼学校教育課長 特に意見等はありません。反対意見も出ていません。 

 

○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１号議案「吉川市立小学校及び中

学校の就学に関する規則の一部を改正する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４、第２号議案「吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の特例に関する

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） 

○中村教育部長 第２号議案「吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の特例に関す

る規則の一部を改正する規則について」ご説明します。本案については、平成３２年４月に

開校予定の（仮称）第４中学校の名称が定められましたので、本規則の一部を改正するもの

です。 

○清水副部長兼学校教育課長 「吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の特例に関

する規則」については、第１号議案でご説明したとおり、吉川市立学校設置条例の一部を改

正する条例において、（仮称）第４中学校の名称が「吉川中学校」と定められましたので、当

該規則中の学校名を「吉川中学校」に改めるために、施行前本規則の一部を改正するもので

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２号議案「吉川市立小学校及び中

学校の就学に関する規則の特例に関する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８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、平成３０年２月２２日木曜日午後３

時から吉川市役所２０１会議室において開催する予定です。 

 ２点目は、総合教育会議の開催についてですが、平成３０年２月２２日木曜日午後４時３

０分から吉川市役所２０１会議室において開催する予定です。 

 ３点目の小中学校の卒業式、入学式への出席案内について、４点目の降雪への小中学校に

おける対応について、５点目のインフルエンザへの小中学校における対応について、６点目

の特別支援学校児童生徒作品展及び市内小中学校児童生徒美術展のご案内について、７点目

の生徒指導上の問題については、学校教育課から報告します。８点目の成人式開催報告につ

いては、生涯学習課から報告します。 

○清水副部長兼学校教育課長 始めに３点目の小中学校の卒業式及び入学式については、本

日、案内（案）を配布いたしましたので、各自、ご確認をお願いいたします。 

 次に、４点目の降雪への小中学校における対応について、今週月曜日から火曜日にかけて

降った雪への対応については、小学校は始業時間を２時間繰り下げる対応を取りました。中

学校は、高校受験日と重なっており、東中学校においては、スキー教室や３daysの行事があ

ったため、各校長の判断で対応しています。 

次に、５点目のインフルエンザへの小中学校における対応について、昨日まで、小学校に

おいては、延べ２４学級が学級閉鎖の措置を取っています。そのうち、１学年が半数の５０

パーセントを占めています。中学校においては、対応を要する人数ではないため、現時点で

学級閉鎖はありません。 

次に、６点目の特別支援学校児童生徒作品展及び市内小中学校児童生徒美術展のご案内に

ついて、市内特別支援学校児童生徒の作品展については、本日２４日から２９日まで、市民
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交流センターおあしすにて開催されます。また、３１日からは同会場で市内小中学校児童生

徒の図工美術展が開催されます。お時間の都合がありましたら、ご覧ください。 

（「生徒指導上の問題について」は非公開） 

○宗像生涯学習課長 平成３０年１月７日に開催しました、「成人式」について報告します。

委員の皆様には、式典にご臨席を賜り、ありがとうございました。出席状況は、対象者７７

８名のうち、参加者が４９６名、出席率は６３．８パーセントでした。例年が７割弱である

ことから、今年度はやや低めの出席率となりました。会場の使用状況については、ホール入

場者が４２４名、１０１・１０２研修室が７２名でした。 

 一部騒がしい新成人がいたものの、式典は概ね厳かに執り行うことができました。その後、

アトラクション、写真撮影を行い、午後５時には予定どおりに終了しました。 

 全体を通して、大きな事故なく無事に終了することができました。２月に成人式実行委員

会の反省会を行いますので、そこで出された反省点を来年度は改善して実施していきたいと

思います。 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 １月２１日に全国都道府県対抗男子駅伝大会が開催されました。埼玉県が優勝

しましたが、６区に吉川南中学校の生徒が走っており、区間賞を取る活躍を見せていました。

大変感動しました。 

 

◎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３０年第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 今回の大雪については、職員の皆さんも対応が大変だったと思い

ます。また、学校への適切な対応について感謝いたします。早いもので、３学期も今日で２

４日が過ぎました。卒業式までの時間もあっという間に過ぎていくのではないかと思います。

子ども達が、今の学年での学力をしっかりとつけて、学校が楽しいと思いながら卒業、進級

して欲しいと思います。また、学習の未履修がないようにしていただきたいと思います。 
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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３０年２月２２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３０年第１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１号議案 
吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正

する規則の一部を改正する規則について 
可 決 

第２号議案 
吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則の特例に関す

る規則の一部を改正する規則について 
可 決 

 


