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吉川市教委告示第２号 

平成２８年第２回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

平成２８年２月１５日 

                  吉川市教育委員会委員長  山田 陽一   

 

１ 日時  平成２８年２月１８日（木） 午後３時から 

２ 場所  中央公民館２０１研修室 

３ 報告事項 

(1)平成２７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) 吉川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例 

(2) 吉川市いじめ問題対策連絡協議会等条例 

(3) 吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の策定について 

(4) 平成２７年度吉川市一般会計補正予算（第６号）について 

(5) 平成２８年度吉川市一般会計予算について 

(6) 吉川市教育委員会委員の辞職について 

(7) 平成２８年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申について 

(8) その他 
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開会の日時 平成２８年２月１８日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年２月１８日 午後４時５５分 

会議開催の場所 吉川市中央公民館２０１研修室 

委員長 山田 陽一 

委員長職務代理者 神田 美栄子 

教育長 染谷 行宏 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 山田 陽一  

   ２ 神田 美栄子 

   ３ 西山 祐照 

   ４ 関根 二三代 

５ 染谷 行宏 

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 

副部長兼生涯学習課長    山崎 隆 

副部長兼学校教育課長    戸張 利恵 

学校教育課学校支援担当主幹 

兼少年センター所長     前田 稔 

教育総務課長        岡田 誠 

スポーツ振興課長      山﨑 守 

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）  宗像 浩 

傍聴人 ０人 
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平成２８年第２回吉川市教育委員会会議議事日程 

日 程 議案等番号 内        容 提出者等 

    開会の宣告 委員長 

日程第１ ― 会議録の承認について 教育長 

日程第２ 報告第３号 
平成２７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３号議案 
専吉川市立学校給食センター条例の一部を改正す

る条例 
〃 

日程第４ 第４号議案 吉川市いじめ問題対策連絡協議会等条例 〃 

日程第５ 第５号議案 
吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の策定

について 
〃 

日程第６ 第６号議案 
平成２７年度吉川市一般会計補正予算（第６号）

について 
〃 

日程第７ 第７号議案 平成２８年度吉川市一般会計予算について 〃 

日程第８ 第８号議案 吉川市教育委員会委員の辞職について 委員長 

日程第９ 第９号議案 
平成２８年度当初吉川市立小中学校教職員人事に

関する内申について 
教育長 

日程第１０    ― その他 委員長 

  閉会の宣言 〃 
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会 議 の 要 点 記 録 

◎開会の宣告（午後３時００分） 

○山田委員長 ただいまから平成２８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 

○山田委員長 （議題の宣告） 

○山田委員長 （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、会議録は承認することに決定し

た。 

 

 

◎日程第２、報告第３号「平成２７年度要保護準要保護世帯の認定結果について」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○染谷教育長 報告第３号 平成２７年度 要保護、準要保護世帯の認定結果について、 

報告いたします。今回の報告につきましては、前回審査保留分と１月受付分の審査結果に

ついて、報告するものでございます。はじめに、審査保留となっておりました３件のうち、

１件は認定、２件は所得の申告が済んでいないため審査ができませんので、申告をしてい

ただくようお願いしております。 

次に、１月分は１件の申請があり、認定となっております。審査保留となっております

２件につきましては、資料が整いしだい審査を行い、結果につきましては随時ご報告させ

ていただきます。以上、ご報告申し上げます。 

 

○山田委員長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（発言なし 報告第１号を終了） 

 

 

◎日程第３、第３号議案「吉川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○染谷教育長 第３号議案、吉川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例につい

て、説明いたします。本案につきましては、平成２８年４月１日から新学校給食センター
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を設置し、第一学校給食センター及び第二学校給食センターを廃止したいので、この案を

上程するものです。以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○山田委員長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（委員からの発言なし） 

 

○山田委員長 （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３号議案「吉川市立学校給食セ

ンター条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決された。 

 

 

◎日程第４、第４号議案「吉川市いじめ問題対策連絡協議会等条例」 

◎日程第５、第５号議案「吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の策定について」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○染谷教育長 第４号議案「吉川市いじめ問題対策連絡協議会等条例」について、及び 

第５号議案「吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の策定について」は関連がござい

ますので、一括して説明いたします。 

第４号議案「吉川市いじめ問題対策連絡協議会等条例」につきましては、いじめの問題

防止や対策を図るため、「吉川市いじめ問題対策連絡協議会」、「吉川市いじめ問題対策委員

会」、「吉川市いじめ問題再調査委員会」の３つの組織の設置を定めた条例を３月議会に上

程しようとするものです。 

第５号議案「吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の策定」につきましては、文部

科学省がいじめ防止対策推進法を公布し、地方公共団体は「いじめ防止基本方針」を定め

るよう努めることと規定されていることを受け、学校・家庭・地域その他の関係者が連携

し、いじめ問題を総合的かつ効果的に推進するための「吉川市いじめ防止等のための基本

的な指針」を策定しようとするものです。なお、内容の詳細につきましては担当主幹より

説明いたさせます。以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 第４号議案、吉川市いじめ問題

対策連絡協議会等条例につきまして説明をいたします。 

 いじめ問題の対応につきましては、学校・保護者・地域が一丸となって行うべきもので
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す。市内の学校は、「いじめを生まない学級・学年・学校経営を行うこと」「教育活動全体

を通じて行うこと」「早期発見・早期対応」「組織的な対応」等に重点を置いて取り組んで

います。本条例につきましては、この条例の内容のみを持って、いじめ問題を解決しよう

とするものでは決してなく、いじめ問題における重要な対応として示すものです。  

本条例は、「吉川市いじめ問題対策連絡協議会」「吉川市いじめ問題対策委員会」「吉川

市いじめ問題再調査委員会」の３つの組織を設置するための条例です。これらの組織は「い

じめ防止対策推進法」では、「設置することができる」という俗にいういわゆる「できる規

定」で示されておりますが、「いじめはどこでも、誰にでも起こり得る」というこれまでの

視点を保つ中で、その防止対策や万が一重大な事案が発生した時の適切な対応を図ること

が重要と考え、設置条例として議会に上程するものです。 

組織について個別に説明いたします。条例の中にもございますように、「吉川市いじめ

問題対策連絡協議会」については、所掌事項として、「いじめの防止等に関係する機関及び

団体の連携の推進に関し必要な事項を協議すること」、「いじめ防止等に関係する機関等の

連絡調整に関すること」といたしまして、担当課は学校教育課で、年度２回の定例開催を

予定しております。委員の構成は、教育長、教育部長、学校教育課長、少年センター所長、

小中学校長代表、臨床心理士、越谷児童相談所草加支所長、吉川警察署生活安全課長等と

なっております。 

「吉川市いじめ問題対策委員会」は、教育委員会が設置する附属機関です。所掌事項は、

「吉川市いじめの防止等のための基本的な方針に基づき、いじめ防止等のための対策を検

討すること」「いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ

ると認められる等の重大事態についての調査に関すること」、「いじめ防止等のために必要

な事項に関すること」でございます。担当課は学校教育課で、年度１回の定例開催を予定

しておりますが、いじめによる重大事態が発生した場合は随時開催することになります。 

「吉川市いじめ問題再調査委員会」は、市長が設置する附属機関です。所掌事項は、「い

じめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる

等の重大事態についての調査結果についての調査、つまり再調査に関すること」でござい

ます。担当課は子育て支援課で、重大事態発生時に委嘱を予定しております。 

つづきまして、第５号議案、「吉川市いじめ防止等のための基本的な方針」の策定につ

いて、説明いたします。この基本方針は「いじめ防止対策推進法」を受け、実態に応じた

いじめの防止等の対策の基本的な方向を示すとともに、いじめ防止や早期発見、いじめの
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対処が吉川市において組織的、計画的かつ迅速に行われるよう、講ずるべき対策の内容を

具体的に記載するものです。具体的には、「いじめ防止のために市が実施すること」「いじ

め防止のために学校が実施すべきこと」「重大事態への対処に関すること」の３つの柱から

構成されます。 

市が実施すべき施策の中では、現在実施しているものに加えて、先程説明いたしました

「吉川市いじめ問題対策連絡協議会」や「吉川市いじめ問題対策委員会」の設置を示して

います。学校が実施すべき施策の中では、「学校いじめ防止基本方針」の策定や「学校にお

けるいじめ防止等の対策のための組織」の設置について示しています。この学校が実施す

べき基本方針と組織につきましては、現在、市内全ての学校で整備されております。 

重大事態への対処の中では、先程説明いたしました市長部局の付属機関としての「吉川

市いじめ問題再調査委員会」の設置について示しております。それでは、重大事態への対

応について説明いたします。 

はじめに、「重大事態」の定義につきましては、「いじめにより当該学校に在籍する児童

等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」「いじめにより当

該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

ると認めるとき」でございます。なお、相当の期間とは概ね３０日の欠席と考えておりま

す。 

まず学校は、重大事態の発生に際し、教育委員会に報告し、学校が主体となって調査を

行います。従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏ま

え、学校主体の調査では重大事態の対処及び、同種の事態の発生に必ずしも十分な結果が

得られないと教育委員会が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがある

ような場合は「いじめ問題対策委員会」において調査を実施いたします。 

調査の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種

の事態発生の防止のために必要と認める時は、調査の結果についての調査、つまり再調査

を行います。この再調査の組織が「いじめ問題再調査委員会」です。 

また、学校や教育委員会、吉川市はいじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事

実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかに

なった事実関係について適切に説明いたします。なお、調査委員会の実施に当たり、個人

情報保護の観点から非公開で実施を考えております。 

○山田委員長 （質疑及び意見を許可する発言） 
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○山田委員長 いじめ防止対策推進法に基づき、重大事態に速やかに対応するため、組織

を立ち上げるものですね。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 重大事態発生時に速やかに対応

するため、条例を定め、各組織を立ち上げるものです。 

○山田委員長 いじめに遭っている子どもが居た場合、素早く助けてあげられるように必

要な備えをお願いします。 

○神田委員長職務代理者 いじめの早期発見のため、アンケート調査等を実施していると

ありますが、アンケートは記名又は無記名のどちらで実施していますか。無記名で実施し

た場合、いじめ認知件数は多くなり、記名で実施した場合は、いじめの件数が少なくなる

傾向があります。 

 また、生徒手帳に相談できる機関の連絡先が記載されていますか。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 アンケート調査の記名・無記名

については、各学校が状況を踏まえて実施しております。各学校の状況により書きやすい

雰囲気を作りながら記名で実施する学校、広く把握するため無記名で実施する学校又は、

記名・無記名を織り交ぜて実施する学校もあると報告を受けております。 

 ２点目の生徒手帳に相談機関が記載されているかについては、県で配布している名刺サ

イズの相談機関の電話番号が記載されたものを配布しています。大切なことだと思います

ので、今後は、常に見ることが出来るようにしていくよう指導していきたいと思います。 

○西山委員 各学校で既に組織があるということですが、心理や福祉の専門家、弁護士及

び医師等の専門職も組織に入っていますか。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 外部専門家等については、必要

に応じて参加していただく工夫があるということで、実際は学校の職員が中心になってい

るのが現状です。教育相談部会や生徒指導部会を母体にしながら、それを上手くミックス

させるような形で運営しています。昨年度までの実態では、学校の職員で組織している状

況が多くなっております。 

 例えば、問題が起きた場合にスクールカウンセラー等を要請し、組織に参加する可能性

はあります。しかし、問題が起きた場合は、スクールカウンセラー等を入れるということ

を明文化している学校はございません。 

○山田委員長 学校でいじめが発生したと考えられる場合、最初に教員が上司に相談して

生徒指導委員会を開きます。生徒指導委員会のメンバーは教員だけで、状況を確認します。
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その段階で、「大変な状況である」「重大な事態である」という場合には、２回目以降の会

議に必要な専門家等を含めて対応を検討していくということになると思います。 

 最初は教職員が対応し、個々のケースに応じて外部の専門家等にも入ってもらい対応し

ていくのが基本です。 

○西山委員 教育委員会で組織する「いじめ問題対策委員会」と学校のいじめの防止等の

ための組織に入る専門家は同じ構成となっています。「いじめ問題対策委員会」の委員とし

て委嘱しているのであれば、各学校で人選するのではく、「いじめ問題対策委員会」の委員

を派遣した方が良いと思います。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 「いじめ問題対策委員会」の委

員が学校の組織に入ることで効果的になることもあるかと思います。また、教育委員会の

付属機関である「いじめ問題対策委員会」へ学校の委員を呼ぶということも考えられます。

「いじめ問題対策委員会」の委員を学校へ派遣するという考えはありませんでしたが、同

じ人にお願いするというケースはあり得ます。可能な範囲で両方の組織に関わってもらう

ことについて考えてまいります。 

 ただし、想定される一つとして、学校のいじめ防止等のための組織が行った調査結果に

保護者が不服を申し立てた場合に、教育委員会の「いじめ問題対策委員会」で検討すると

いうケースがあります。学校と教育委員会のそれぞれの組織が同じ構成員だった場合、説

明責任が果たせるかどうかという問題があると思います。このような観点から、学校と教

育委員会の組織で同じ記載であっても、なるべく別の人を選ぶことを考えています。 

○西山委員 市長部局で組織するいじめ問題再調査委員会とは別の話だと思います。いず

れにせよ、組織が沢山あって、どちらを優先すべきか不明確であるより、簡素化した方が

良いと思います。 

○染谷教育長 西山委員の仰るとおり、いろいろな組織があって分かりにくい所がござい

ます。基本方針中の「必要に応じて」という記載は、いじめの問題が起こった時にそのケ

ースや実態に応じて、例えばＰＴＡの方に入っていただく、医師に入っていた方が良い、

警察官に入っていただいた方が良いというように、ケースごとに必要に応じてどなたかに

入っていただくという考えで、全ての人を網羅して入っていただくということは想定して

おりません。それで学校で対応し、その結果に保護者等が納得できない場合、教育委員会

の「いじめ問題対策委員会」は、弁護士や医師等の専門家を網羅した総合的な意見がもら

える組織で対応を検討いたします。学校においては、そのケースで必要な専門家に入って



平成２８年２月１８日 第２回 吉川市教育委員会 

10 

 

もらうため、様々な例示をしているものです。 

○山田委員長 いじめは早期に発見されたものから、重大なものまで様々なケースが考え

られますので、その状況によって色々な人に協力を求めることも必要です。また、学校内

で解消できるものについては学校内で解消して教育委員会へ事後報告という場合もあるで

しょう。学校内で対応しきれないケースについては、教育委員会に依頼が来ると思います

ので、その場合は、様々な人の力を借りて対応することになります。ケースバイケースで

様々な事が想定されますので、柔軟に対応していただきたいと思います。 

 いじめが起きないようにすることが大事ですが、起きてしまったら、早く解決してあげ

て、早く苦しみから解いてあげることが優先すべきことですので、様々なケースを想定し

て柔軟に動いていただきたい。 

○関根委員 いじめを発見するために、アンケート等を実施していると思います。いじめ

に遭っていることを相談した子が、その事でさらにいじめられるといった事がないように

配慮してください。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 いじめを「見て見ぬ振りをしな

い」という指導は、全ての学校で行っています。いじめを報告した子どもに対して、それ

は立派な行為であるという気持ちを持たせる目的もあります。いじめを報告した子どもが

いじめられるという事がないよう努めてまいります。 

○山田委員長 いじめの問題は、心の教育の問題です。道徳教育が重要ですので、道徳の

授業を３５時間確保してもらいたいと思います。それ以外の全教育活動でしっかりと心の

教育を行うよう指導をお願いします。道徳の授業は、ハッピーマンデーで休みが多い月曜

日や朝の会が伸びて授業時間が短くなりがちな１時間目を避けて、しっかりと３５時間を

確保していただくことが基本だと思います。豊かな心を育むことが大切ですので、機会あ

るごとに指導をお願いします。 

○西山委員 「いじめ問題対策連絡協議会」は年２回開催するとのことですが、どのよう

な内容を考えていますか。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 １回目は委嘱等の手続き、２回

目は現状報告を行います。その他、関係機関との連携を図るため、児童相談所の職員や警

察との情報交換も行いたいと考えています。また、開催時に小中学校から上がってきてい

る相談事項についても、ご意見をいただくこともできると考えています。 

○神田委員長職務代理者 市の道徳教育研究協議会として南中学校や美南小学校で発表し
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ていると思います。全教員が道徳授業をしっかり出来るようにならないと、一部の学校で

素晴らしい発表をしても子ども達に届かない部分があります。ぜひ、道徳教育の大事さを

伝え、道徳の授業をしっかりやることをお伝えいただきたいと思います。生徒指導主任が

事例を持ち寄って研修会を行っておりますが、その成果を水平展開していただきますよう

お願いいたします。 

 最後に、子ども達と担任の先生が信頼関係を築ける学級経営を行うことで、子ども達か

ら本音を聞けることがあります。やはり基本は学級経営にあるということを感じておりま

す。 

○山田委員長 道徳教育とあわせて、人権教育についても推進していただきますようお願

いいたします。 

 

○山田委員長 （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４号議案「吉川市いじめ問題対

策連絡協議会等条例」及び第５号議案「吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の策定

について」は、原案のとおり可決された。 

 

 

◎日程第６、第６号議案「平成２７年度吉川市一般会計補正予算（第６号）について」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○染谷教育長 第６号議案、平成２７年度吉川市一般会計補正予算（第６号）について、

説明いたします。本案につきましては、市議会３月定例議会に市長から提案される補正予

算案のうち、教育に関する事務に係る部分について、提案するものでございます。歳入予

算につきましては、補正予算はございません。歳出予算につきましては、７５１３万５千

円を減額して、教育費の歳出予算の総額を３６億１４６１万７千円とするものでございま

す。次のページに歳出事項別明細書を掲載してございますが、詳細につきましては、担当

課長に説明いたさせます。以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○岡田教育総務課長 教育総務課所管分について、説明いたします。小学校費、学校管理

費、学校施設整備事業の工事請負費につきましては、中曽根小学校プール改修工事費の減

額でございます。中曽根小学校プール改修工事につきましては、平成２７年度から２８年

度の２か年度にわたり継続費として予算を計上し実施を予定しておりました。しかし、工
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事の入札を２回実施いたしましたが、１回目は応募が無く、２回目は１社のみの応札とな

り、契約成立に至りませんでした。これを受けて、平成２７年度分の予算額を減額するも

のでございます。なお、中曽根小学校プール改修工事については、平成２８年度一般会計

当初予算に予算を計上し、単年度事業として実施してまいります。 

 次に、教育振興費、教育振興事業の扶助費につきましては、これは中学校費についても

同様でございます、要保護準要保護児童援助費補助金の減額でございます。減額の理由は、

当初予算に想定したよりも認定数が少なかったたこと、５月以降の申請、途中転出が多か

ったこと等でございます。 

 次に、保健体育費、学校給食センター費、学校給食調理事業の賃金につきましては、台

風により学校給食の調理が２日間中止となったこと等により、減額するものでございます。

需用費の燃料費につきましては、第一学校給食センター及び第二学校給食センターで使用

するボイラー用の重油代が、入札の結果、想定より単価が安くなったために減額するもの

です。当初１ℓあたり９３円で予算を計上しておりましたが、入札の結果、１学期が６２円、

２学期が５８．３円、３学期が５０円と安価に契約することができましたので、差額分を

減額するものでございます。委託料につきましては、第二学校給食センターは調理を委託

しておりますが、当初見込んでいたよりも児童数が少なかったため、差額分を減額するも

のでございます。学校給食センター運営事業の委託料につきましては、当初１ｋｇあたり

３３円で予算を計上しておりましたが、入札の結果、２６円で契約することが出来ました

ので差額分を減額するものでございます。 

○戸張副部長兼学校教育課長 学校教育課所管分について、説明いたします。教育総務費、

教育指導費、教育内容充実事業の賃金につきましては、各学校へ特別支援学級の支援員を

配置しておりますが、年度当初に５名の不足が生じておりました。その後、ハローワーク

等で募集して選考を行った結果、５月からの採用となったため、１か月分の賃金が不要と

なったものです。また、少人数指導員１名について、財源が市費から県費に変更となった

ため、これらを合わせて減額するものです。 

○山崎副部長兼生涯学習課長 生涯学習課所管分について、説明いたします。社会教育費、

文化財保護費、市史編さん事業の需用費につきましては、「年表よしかわの歩み」に係る印

刷費の請負残を減額するものです。また、委員報酬については、本年度分が終了いたしま

したので、残額を減額するものです。公民館費及び地区センター費の需用費につきまして

は、施設の緊急修繕が発生しましたので、その補てん分として増額するものです。 
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○山田委員長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○山田委員長 中曽根小学校プール改修工事の見通しを教えてください。 

○岡田教育総務課長 平成２８年度に予算を計上し、計画どおり工事が実施できるように

努力してまいります。 

○西山委員 今年の夏のプール授業に支障はありませんか。 

○岡田教育総務課長 プールの授業に支障はありません。プールの授業終了後、改修工事

を実施いたします。 

 

○山田委員長 （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「平成２７年度吉川市

一般会計補正予算（第６号）について」は、原案のとおり可決された。 

 

 

◎日程第７、第７号議案「平成２７年度吉川市一般会計予算について」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○染谷教育長 第７号議案、平成２８年度吉川市一般会計予算について、ご説明申し上げ

ます。本案につきましては、３月定例議会に市長から提案される平成２８年度一般会計予

算案のうち、教育に関する事務に係る部分について、提案するものでございます。 

平成２８年度吉川市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０３億２７００万円で、 

平成２７年度骨格予算である当初予算と肉付け予算である６月補正予算の合計額と比較し

て１．６パーセント、３億２７５２万７千円の減額となっております。このうち、教育委

員会所管分の歳出につきましては、２５億２１４万１千円となっており、一般会計補正予

算総額の１２．４パーセントを占めております。また、前年度との対比では、９億１８４

４万６千円 の減額となっております。減額の主な要因は、給食センター建設が完了した

ことによるものでございます。なお、詳細につきましては、各担当課長に説明いたさせま

す。以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○岡田教育総務課長 教育総務課分について、説明いたします。 

 歳入につきましては、国庫支出金は、学校給食センターの竣工に伴い減額となっており、

諸収入の雑入は、４月から給食費の値上げに伴い増額となっているものでございます。 
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 つづきまして、歳出について説明いたします。教育総務費、教育委員会費、教育委員会

運営事業の報酬につきましては、３月議会に上程される予定の条例の一部改正に伴い、教

育委員の皆様の報酬が、教育長職務代理は３８，０００円、委員は３６，０００円に改定

される予定となっておりますので、予算に反映しております。 

 次に、小学校費、学校管理費、学校施設整備事業の工事請負費につきましては、中曽根

小学校プール改修工事のほか、栄小学校の遊具撤去工事、旭小学校の飼育小屋撤去及び駐

輪場設置工事等の経費を計上しています。 

 次に、中学校費、学校管理費、学校施設整備事業の委託料につきましては、東中学校の

大規模改修工事に係る設計業務委託の経費を計上しています。中学校建設事業につきまし

ては、（仮称）第４中学校の建設に係るもので、建設予定地である美南５丁目の地質調査及

び設計業務委託の経費を計上しています。 

 次に、保健体育費、学校給食センター費、学校給食センター運営事業につきましては、

新しい学校給食センターが完成し、平成２８年度から運用を開始することから、施設の光

熱水費、維持管理運営委託料を計上しています。 

○戸張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。教育総務費、教

育指導費、外国語教育推進事業、委託料の語学指導助手派遣委託料につきましては、小中

学校兼任が３名、中学校専任が１名分を計上しています。教育指導推進事業の報酬につい

ては、（仮称）第４中学校の学区審議会委員の報酬を計上しています。構成員は、南中学校、

中曽根小学校、美南小学校のＰＴＡ関係、自治会及び有識者で、９名分を計上しています。

教育内容充実事業、報償費の学生ボランティア報酬につきましては、学力向上策の一つと

して、学生ボランティアが夏休みのプール指導やサマースクールに参加していただく回数

を増やすため増額して計上しております。学力向上支援員報償につきましては、少人数指

導の支援、夏休みのプール指導の支援を行う者の報酬で、回数を増やすため増額して計上

しております。委託料の日本語学習支援業務委託料につきましては、近年、外国人の子ど

もが多くなっており、日本語がわからないため、学校で苦労している状況があります。そ

うした子ども達に、保護者の意向を伺いながら、国際友好協会に委託をして、日本語を勉

強する機会を提供するものです。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 学校教育課少年センター所管分

について、説明いたします。教育総務費、少年センター費、健全育成活動事業、負担金補

助及び交付金の青少年育成市民会議補助金につきましては、青少年健全育成吉川市民会議
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主催の青少年健全育成大会の運営に係る費用への補助です。平成２４年度までは、少年セ

ンターで運営していましたが、平成２５年度に設立された青少年健全育成吉川市民会議に

移行しました。少年センターは、青少年健全育成大会の共催をしています。平成２７年度

まで県から１０万円の助成を受けて運営してまいりましたが、平成２８年度は県からの助

成がなくなりました。青少年健全育成吉川市民会議は、正会員や賛助会員の増加を図ると

ともに、この補助金を活用して青少年健全育成大会を例年同様の規模で開催を予定してお

ります。生徒指導事業の報酬につきましては、教育委員会の付属機関である「いじめ問題

対策委員会」の委員報酬として５名、３回分を計上しています。 

○山崎副部長兼生涯学習課長 生涯学習課分については、市制施行２０周年記念事業を中

心に説明いたします。社会教育費、社会教育総務費、社会教育推進事業の報償費につきま

しては、文芸コンテストを実施し、「文芸よしかわ」を発刊するため、その審査員報酬を計

上するものです。需用費の印刷製本費につきましては、財団法人地域創造の公共ホール等

活性化支援事業を活用して、平成２９年２月開催予定の「生音コンサート」のチラシ作成、

「文芸よしかわ」の発刊に係る経費を計上するものです。 

次に、文化財保護費、文化財保護事業、需用費の印刷製本費につきましては、「吉川む

かしばなし」に方言を一部加え、約１，３００部を再刊するものでございます。市史編さ

ん事業、需用費の印刷製本費につきましては、通史編２の発刊を予定しております。これ

により全ての市史が発刊されることになります。 

 次に、公民館費、公民館施設管理事業の施設修繕料につきましては、屋根の全面的な防

水工事、ホールの音響反射板設置等を行うものです。社会教育推進事業、報償費の講師謝

礼につきましては、市民劇団設立に向けた講座の講師にお支払いするものです。なお、本

年度は３月２３日にさいたま芸術劇場への観劇ツアー実施を予定しており、現在までに３

５名の申込みをいただいております。使用料及び賃借料についても、講座に合わせてさい

たま芸術劇場へ観劇に行くツアー実施のため、劇場の入場料２０名、２回分を計上してい

ます。 

 市民交流センター費、市民交流センターおあしす等管理事業、需用費の施設修繕料につ

きましては、エアコンの自動制御機器、及びロータリーの修繕を行うものでございます。 

○山﨑スポーツ振興課長 スポーツ振興課所管分について、説明いたします。保健体育費、

保健体育総務費、スポーツ活動推進事業につきましては、市民がスポーツに親しむきっか

けづくりと健康意識向上を目的とする事業でございます。スポーツ推進員、体育協会、ス



平成２８年２月１８日 第２回 吉川市教育委員会 

16 

 

ポーツ少年団、総合型スポーツクラブ等と連携を図りながら、スポーツ教室等を開催して

まいります。報償費のスポーツ教室指導者報償につきましては、例年の教室等の指導者報

償のほか、市制施行２０周年事業としてアスリートを招いたスポーツ教室を開催する予算

を計上しています。委託料のスポーツ教室備品設置業務委託料につきましては、新規事業

として開催する小学生サッカー教室の資機材設置業務委託料でございます。 

 次に、体育施設費、体育施設管理運営事業につきましては、総合体育館、屋内温水プー

ル、屋外プール、旭公園球場の管理運営事業費でございます。需用費の施設修繕料につき

ましては、総合体育館アリーナの全面塗装、受電設備修繕、屋外プールの幼児用プール塗

装、ろ過装置の修繕、屋内温水プールのヒーター交換を行うものです。備品購入費につき

ましては、卓球台３台、卓球用フェンス及びトレーニング機器１台の購入を予定している

ものでございます。 

 

○山田委員長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 ボーイスカウトへの補助金がなくなったのですか。 

○山崎副部長兼生涯学習課長 ボーイスカウトへの補助金については、団員が減少してい

るため、１年間様子を見るということで、当初予算では見合わせております。 

○山田委員長 日本語学習支援業務委託料の説明がありましたが、子ども達の国籍はどこ

ですか。 

○戸張副部長兼学校教育課長 一番多いのがベトナムで５名、中国３名、ガーナ１名、パ

ラグアイ１名となっております。 

○山田委員長 イスラム圏の子どもが居た場合、宗教的な理由で食事に注意が必要な場合

がありますので配慮してください。 

○西山委員 敷地借上料が計上されていますが、公共施設用地については購入する方向で、

計画に位置付けていくことを検討してください。 

○神田委員長職務代理者 家庭教育アドバイザーの予算はどこに計上していますか。 

○山崎副部長兼生涯学習課長 家庭教育学級に含めて計上しています。 

○山田委員長 （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「平成２７年度吉川市

一般会計予算について」は、原案のとおり可決された。 
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◎日程第８、第８号議案「吉川市教育委員会委員の辞職について」 

（人事案件のため非公開） 

 

○山田委員長 （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「吉川市教育委員会委

員の辞職について」は、原案のとおり可決された。 

 

 

◎日程第９、第９号議案「平成２８年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申

について」 

○山田委員長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

 （人事案件のため非公開） 

 

○山田委員長 （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「平成２８年度当初吉

川市立小中学校教職員人事に関する内申について」は、原案のとおり可決された。 

 

 

◎日程第１０、その他 

○山田委員長（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点事務連絡等がございます。 

はじめに、次回の教育委員会は、３月２４日の木曜日、午後３時から、吉川市役所で開

催予定となっておりますので、よろしくお願いします。 

２点目は、学校教育課から生徒指導について報告がございます。 

３点目は、スポーツ振興課より「第２１回なまずの里マラソン」の申込み状況について、

報告いたします。 

 ４点目は、本日教育委員会会議終了後、第２回総合教育会議の開催を予定しております

ので、よろしくお願いいたします。 

（学校教育課から卒業期における生徒指導、進路指導についての報告） 

○山﨑スポーツ振興課長 市制施行２０周年記念「第２１回吉川なまずの里マラソン大会」
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の申込み状況について報告いたします。５，６３７組６，１８３名の申込みをいただきま

した。当日の招待者は、集英社でキャプテン翼を執筆している高橋陽一氏と元サッカー選

手の北澤豪氏に決定いたしました。 

○西山委員 地元の中澤選手は招待できなかったのですか。 

○山﨑スポーツ振興課長 中澤選手については、Jリーグのシーズン中のため、招待でき

ませんでした。 

○西山委員 人口が増加し、教育の対象者が増加しています。それに見合った職員配置に

努めていただきたい。 

○山田委員長 給食費の値上げについて、反響はありましたか。 

○岡田教育総務課長 特にございません。 

 

 

◎閉会の宣告（午後４時５５分） 

○山田委員長 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２８年第 

２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委員長職務代理

者より、ごあいさつをお願いします。 

 

○神田委員長職務代理者 １月は「行く」、２月は「逃げる」、３月は「去る」という大変

忙しい時期ですが、子ども達が落ち着いて生活できるように配慮をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年２月１８日 第２回 吉川市教育委員会 

19 

 

 

 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２８年３月２４日 
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参考資料 
  

 
付議された議案等の処理結果 

 
平成２８年第２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３号議案 吉川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例 可 決 

第４号議案 吉川市いじめ問題対策連絡協議会等条例 可 決 

第５号議案 
吉川市いじめ防止等のための基本的な方針の策定につ

いて 
可 決 

第６号議案 
平成２７年度吉川市一般会計補正予算（第６号）につい

て 
可 決 

第７号議案 平成２８年度吉川市一般会計予算について 可 決 

第８号議案 吉川市教育委員会委員の辞職について 可 決 

第９号議案 
平成２８年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関す

る内申について 
可 決 

 


