
 

                             副  本 

 

 

 

 

 

平成２８年第４回 吉川市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年４月２８日（木） 



平成２８年４月２８日 第４回 吉川市教育委員会 

1 

 

吉川市教委告示第４号 

平成２８年第４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４月２１日 

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

 

１ 日時  平成２８年４月２８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) 教育長が委任された事務の執行状況報告について 

４ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 学校評議員の委嘱について 

(3) その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年４月２８日 第４回 吉川市教育委員会 

2 

 

開会の日時 平成２８年４月２８日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２８年４月２８日 午後３時５６分 

会議開催の場所 吉川市役所第２０１会議室 

教育長 染谷 行宏 

教育長職務代理者 山田 陽一 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 染谷 行宏 

２ 山田 陽一  

   ３ 神田 美栄子 

   ４ 西山 祐照 

   ５ 関根 二三代 

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 

副部長兼教育総務課長    戸張 悦男 

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     前田 稔 

生涯学習課長        宗像 浩 

スポーツ振興課長      互井 満 

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）  城取 直樹 

教育総務課課長補佐兼営繕係長 前田 智 

傍聴人 ０人 
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平成２８年第４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 第２３号議案 学校評議員の委嘱について 〃 

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３時００分） 

○染谷教育長 ただいまから平成２８年第４回吉川市教育委員会会議を開催いたします。

教育委員会の新制度変更に伴い、今回の会議から進行は教育長が行います。 

 

◎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） 

○篠田教育部長 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」、報告い

たします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育長が委任さ

れた事務の管理・執行状況を報告することが義務付けられましたので、別紙のとおり、報

告させていただきます。今回の報告は、今年度、一年間をかけて取り組む吉川市市制施行

２０周年記念事業に関する報告でございます。別紙に教育委員会に関連する事業等をまと

めさせていただきました。なお、事業内容等につきましては、各担当課長よりご説明申し

上げます。 

○戸張副部長兼教育総務課長 

 記念封筒作成につきましては、現在使用している事務用封筒の中に、なまりんを使用し

た２０周年記念事業のイラストを入れたものになると考えています。原稿については、現

在、市長部局と調整中で、出来るだけ速やかに作成したいと考えています。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 

 第３４回青少年健全育成大会を２０周年記念事業として１１月２６日に市民交流センタ

ーおあしすで開催する予定です。内容は、例年どおり、あいさつに関する標語と作文、少

年の主張、社会体験活動の報告を小中学生から行う予定です。参加した小中学生に対して

は、２０周年市制施行記念の切手シートを差し上げたいと考えています。 

○宗像生涯学習課長 

 生音コンサートについては、一般財団法人地域創造の公共ホール音楽活性化事業を活用

し、「本物の音楽を見て・聞いて・触れる」ことで、音楽に関心を持っていただくきっかけ
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とすることを目的とした事業です。地域創造からアーティストを派遣していただき、小学

校において音楽に触れる時間を４コマ設けさせていただき、中央公民館でクラシックコン

サートを行う予定です。実施時期は２月を予定しています。 

 文芸コンテストについては、市民が作成した小説・随筆・俳句・川柳・挿絵などの作品

を募集・選考し、「文芸よしかわ」という冊子にまとめて発行する予定です。今後について

は、６月広報で９月中旬まで作品募集を行い、１０・１１月で選考を行い、１２月に原稿

作成、１月に入稿、３月には完成したいと考えています。 

 吉川昔話絵本発行事業については、平成８年に市制施行記念として発行した「吉川むか

しばなし」に「吉川地方の方言と話し言葉」の内容を一部追加して再発行したいと考えて

います。夏までには発行し、本の話をテーマとしたツアーを政策室と共同で企画したいと

考えています。 

 「年表吉川のあゆみ」の作成については、本日皆様に配布させていただきました。既に

作成は終了していますので、市の様々な催し等で案内していきたいと思います。この冊子

については、写真を多く採用し、漢字に振り仮名をふっていますので、児童生徒にも見や

すい内容になっています。冊子は学校や図書館等に配布するほか、一冊５００円で有償頒

布しています。 

 市民文化祭及び文化財めぐりについては、２０周年記念事業として実施いたします。内

容については、例年と大きく変わることはありませんが、２０周年記念に関わる内容を何

らかの形で取り入れられるよう検討していきたいと考えています。 

○互井スポーツ振興課長 

プロスポーツ選手等を招いてのスポーツ教室については、現役又は引退したプロスポー

ツ選手をお招きし、サッカー、野球、ハンドボールなどのスポーツ教室を開催したいと考

えています。対象は主に小中学生を考えています。また、可能であれば、エキシビジョン

マッチを検討したいと思います。 

 ウォーキングイベントについては、昨年度、吉川観光協会が作成したガイドマップを活

用し、吉川の名所等を歩いて巡る企画を考えています。 

 グラウンドゴルフ大会については、市単独事業として実施するものです。各地域でトー

ナメントを実施してもらい、最後は決勝トーナメントを開催したいと考えています。日程

や場所はこれから検討していきます。 

 なまずの里マラソンについては、ゲストとして、元プロサッカー選手の北澤豪さんや漫

画「キャプテン翼」の作者である高橋陽一さんをお招きし、４月３日に開催させていただ

きました。 
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 市民体育祭については、２０周年記念事業として開催させていただきます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○西山委員 小中学校の卒業式・入学式に参加した際、校歌を聞かせていただいて、とて

も良いものだと感じました。過去に校歌をＣＤ化した実績はありますか。 

○染谷教育長 南中学校では、過去に合唱コンクールをＣＤ化した際に校歌を収録したこ

とがあると記憶しています。 

○西山委員 提案したいことがあります。全小中学校の校歌を収録したＣＤを作製して、

成人式や在校生に配布するのはどうでしょうか。何とか形として残せないか、検討をお願

いします。 

○山田教育長職務代理者 学校ごとに作製していると思います。 

○宗像生涯学習課長 成人式における配布については、学校の協力等について調整し、予

算の状況を鑑みながら検討していきたいと思います。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 ホームページに校歌を掲載して

いる学校もあります。 

○清水副部長兼学校教育課長 美南小学校では、開校時に音源を収録し、ホームページで

聞けるようにしています。 

○神田委員 昔話については、今後は絵本から紙芝居などに展開してもらえたら良いと思

います。また、挿絵にして子ども達に学校等で常に目に触れてもらうようにしたら良いと

思います。それから、これは前からお話ししていますが、スポーツなどで全国大会等に出

場する子ども達を応援し、育てていくため、駅などに横断幕を設置して欲しいと思います。

越谷市や草加市は横断幕がすぐ掲示されています。 

○山田教育長職務代理者 今回の資料は教育委員会分だけだと思いますが、市全体ではど

のような２０周年記念事業があるのでしょうか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 既に終了している事業もありますが、ジャズナイト、魚つ

かみ取り大会、キッズタウン事業などがあります。 

○染谷教育長 ５月の市広報紙では、市制施行２０周年記念オリジナル婚姻届についての

記事が掲載されていました。今後、広報紙等を通じて、各種事業等が展開されていくと思

います。今回委員の皆様から提案があったものについては、検討し、随時ご報告させてい

ただきます。 

（報告第６号を終了） 
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◎日程第３、第２３号議案「学校評議員の委嘱について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○篠田教育部長  第２３号議案「学校評議員の委嘱について」説明いたします。本案に

つきましては､吉川市立小中学校管理規則第１９条の２第２項の規定により、学校長の推薦

に基づき、平成２８年度学校評議員を委嘱するものでございます。なお任期につきまして

は、平成２８年４月３０日から平成２９年３月３１日まででございます。以上、ご審議の

程、よろしくお願いいたします。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 継続任期は何年ですか。 

○清水副部長兼学校教育課長 ４年となっています。 

○関根委員 関小学校については、継続４年目の評議員が５人中４人を占めています。来

年度以降は大丈夫なのでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校側でもその点は認識し、後任を考えたうえで選出して

いると思います。 

○関根委員 評議員として幼稚園の先生が小学校に入っているのはとても良いことだと思

います。 

○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２３号議案「学校評議員の委嘱

について」は原案のとおり可決された。 

 

◎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） 

○篠田教育部長 事務局から７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、５月２６日の木曜日に新

給食センターの会議室において開催予定でございます（開催時間は委員と調整した結果、

１２時３０分開始で決定）。 

２点目は、教育総務課より、平成２８年度埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会

のお知らせについて、報告いたします。 

３点目は、教育総務課より、新学校給食センターの４月からの状況報告について、報告

いたします。 

４点目は、学校教育課より、平成２８年度市内小中学校運動会・体育祭への出席につい
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て、報告いたします。 

５点目は、学校教育課より、いじめについて、その後の報告をさせていただきます。 

６点目は、生涯学習課より、中央公民館ホールに設置する音響反射板の設置について、

報告いたします。 

７点目は、スポーツ振興課から「第２１回なまずの里マラソン」について、結果を報告

いたします。 

○戸張副部長兼教育総務課長 新学校給食センターについては、今月１２日から稼働を開

始しています。開始時に給食数の間違いがありましたが、その後は大きなトラブル等もな

く、給食の提供を行っています。 

 

（清水副部長兼学校教育課長よりいじめについての報告） 

 

○宗像生涯学習課長 中央公民館ホールに設置する音響反射板についてですが、より音響

を良くしていくため、舞台側面に設置する予定です。５月上旬に入札を行って製作に取り

掛かります。設置は、１１月５日及び６日に予定している市民文化祭までに完了したいと

考えています。 

○互井スポーツ振興課長 ４月３日に開催された第２１回なまずの里マラソンについて報

告いたします。当日は５，２８３名の参加者が完走しました。参加者は、北は北海道、南

は沖縄と全国各地からご参加いただき、県内参加者は４，０２１名、市内参加者は１，７

２１名となりました。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○山田教育長職務代理者 中央公民館の音響反射板については、取り外しができますか。 

○宗像生涯学習課長 音響反射板は昇降型となっていますので、使用しない時は上に収納

することになります。 

○西山委員 小中学校の健康診断について、現在の状況を教えてください。 

○篠田教育部長 滞りなく健康診断が実施できるようお願いをしているところです。 

○神田委員 埼玉県の全国学力テストについて、結果が出るまで時間がかかると思います

が、結果が出た後の学校での活用について教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 長期的には授業改善が必要となりますので、改善の手立て

については、これから実施する教育長訪問を通じて今年度の取り組みの方向性を確認し、

報告させていただきたいと思います。 



平成２８年４月２８日 第４回 吉川市教育委員会 

9 

 

○山田教育長職務代理者 通学路について、保護者・児童委員・ボランティアの皆さんが

一生懸命子ども達を見てくれています。機会を捉えて保護者やボランティアの方々に対し

て、労いをかけていただきたいと思います。 

○山田教育長職務代理者 美南小学校の１年生たちが非常に多いように感じます。 

○清水副部長兼学校教育課長 人数がとても増えています。空き教室の転用状況も限られ

ていますが、工夫して対応していく必要があると思います。 

○山田教育長職務代理者 子ども達の教育に影響が出ないようにお願いいたします。 

○西山委員 少年センター隣地について、どのような経緯で現在のような状況になってい

るのか教えてください。 

○前田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 少年センター及び隣地について

は、センター開設以来、借用地となっています。なお、現在整地されている隣地について

は、吉川中央土地区画整理組合の保留地となっていました。センターの運営を考慮し、土

地の購入等も検討してきましたが、平成２４年度に購入しないことになりました。その後

も検討を続けてきましたが、現在も借用地のままとなっています。平成２６年に吉川中央

土地区画整理組合から販売したい旨の申し出があり、現在のように整地されたところです。

その後の土地の活用等については、現時点では情報が入ってきていません。 

○西山委員 どのような建物が建つのかは分かりませんが、通所する子ども達に影響が出

ないようにして欲しいと思います。今後も少年センター含め、教育委員会が関係している

借用地については、購入するなどの手立てを検討してもらいたいと思います。併せて、美

南小学校の校庭が手狭になっていると思いますので、下水道用地の活用について考えてい

ただきたいと思います。 

また、市内用水路に水が入り始めましたので、児童が水難事故に遭わないよう、周知を

徹底して欲しいと思います。 

○山田教育長職務代理者 少年センターの場所については、市役所の移転に併せて検討し

てもらいたいと思います。 

○関根委員 少年センターにスクールソーシャルワーカーが設置されたことについて、お

礼を言いたいと思います。ありがとうございます。 

 

◎閉会の宣告（午後３時５６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２８年第４

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山田教育長職務代理者

よりごあいさつをお願いします。 
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○山田教育長職務代理者 新年度になってから初めての教育委員会会議の開催となり、事

務局職員も変更となりました。色々なことがあると思いますが、とりわけ「教育」はとて

も大切なものです。私が教えている学生には、「教育はとても大切なものだが、同時にとて

も厳しいものである」ということを教えていますが、それでも先生になりたいという学生

が多くいます。そのことを受け止め、教育がスムーズに進んでいくことを考える毎日です。

この会議を大切にして、これからの教育が前に進んでいくことを願っています。 
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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２８年５月２６日 

  

教  育  長     染谷 行宏 

 

   教育長職務代理     山田 陽一 

 

   委     員     神田 美栄子 

 

   委     員     西山 祐照 

 

   委     員     関根 二三代 
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