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吉川市教委告示第１２号 

平成２８年第１２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１２月１９日 

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

 

１ 日時  平成２８年１２月２２日（木）午後２時００分から 

２ 場所  吉川市役所２０１会議室 

３ 報告事項 

 (1) 平成２８年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

(2) 平成２９年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定について 

４ 付議案件 

(1) 教育長職務代理者の指名について 

(2) 会議録の承認について 

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

（4）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 

(5) その他 
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開会の日時 平成２８年１２月２２日 午後２時００分 

閉会の日時 平成２８年１２月２２日 午後２時４５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 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 関根 二三代 

   ５ 小林 照男 

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 

傍聴人 ４人 
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平成２８年第１２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 ― 教育長職務代理者の指名について 〃 

日程第２ ― 会議録の承認について 〃 

日程第３ 報告第２０号 
平成２８年度要保護準要保護世帯の認定結果につ

いて 
〃 

日程第４ 報告第２１号 
平成２９年度就学予定者の学校選択等による指定

校の決定について 
〃 

日程第５ 第３９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について 
〃 

日程第６ 第４０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

特例に関する規則について 
〃 

日程第７ ― 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２時００分） 

 傍聴人の入場。 

○染谷教育長 ただいまから平成２８年第１２回吉川市教育委員会会議を開催いたします。 

 

◎日程第１、教育長職務代理者の指名について 

○染谷教育長 （議題の宣告） 

○染谷教育長 （教育長職務代理者の指名） 

 山田教育長職務代理者が、平成２８年１２月２２日をもって任期満了となるため、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定に基づき、神田委員を教育長職務

代理者として指名する。 

 

◎日程第２、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３、報告第２０号「平成２８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） 

○篠田教育部長 報告第２０号「平成２８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。今回の報告につきましては、前回審査保留分及び１１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、前回審査保留分となっておりました、７月から１０月申請分の計３件のうち、

２件につきましては、必要書類の提出がされたため、認定をいたしました。 

なお、７月申請分で審査保留となっております１件につきましては、必要書類の提出がさ

れていないため、引き続き、提出をお願いしているところでございます。 

次に１１月分につきましては、１件の申請がありましたが、所得額が基準額を超えていた

ため、不認定といたしました。 

審査保留の１件につきましては、資料が整い次第審査を行い、結果につきましては随時報

告させていただきます。 
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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） 

 

◎日程第３、報告第２１号「平成２９年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定に

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２１号「平成２９年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定

について」ご報告させていただきます。 

 小学校就学予定者に係る調整選択の申請につきましては、１１件ございましたが、いずれ

も規則の規定に適合した申請内容でございましたので、全てを認定いたしました。 

 中学校就学予定者に係る学校選択申請につきましては、５３件ございましたが、いずれも

各校の受入定数内の申請でございましたので、抽選を行わずに全て決定いたしました。 

 なお、詳細につきましては、担当課長よりご説明申し上げます。 

○清水副部長兼学校教育課長 平成２９年度小学校及び中学校就学予定者に係る学校選択の

状況及び指定校の決定についての詳細をご説明いたします。 

 小学校就学予定者に係る調整選択の申請は１１件ありましたが、学区境１００ｍを理由と

した申請が９件、調整区域内であることを理由とした申請が２件でした。また、兄弟姉妹の

在学を理由とした指定学校の変更申請が小学校で１件、中学校で１３件でした。 

 なお、南中学校については、平成２９年度就学から平成３１年度までの間、受入れを行わ

ないこととしていますので、受入定数の設定はありませんが、兄弟姉妹の在学を理由とした

指定学校の変更申請については、教育的配慮等に基づき学級数等を勘案した上で、受入れを

行うこととしました。 

 次に、中学校選択制の申請状況についてですが、申請件数５３件の内容については、東中

学校から中央中学校への選択が１３件、南中学校から中央中学校への選択が３件、中央中学

校から東中学校への選択が３７件となっています。申請の主な理由については、友人関係が

２７件と最も多い割合を占めています。 

 次に、選択各校の受入定数と申請件数についてですが、東中学校では、予備枠を除いた受

入定数４１名に対し、３７件の転入申請と１３件の転出申請により、２４件の増員となりま

すが、受入定数の範囲内となっています。また、兄弟姉妹の在学を理由とした指定学校の変

更申請により転入申請が１件、転出申請が１件ありましたが、実質的な増員は２４名となり

ます。 

 南中学校については、受入定数の設定がありませんが、転出申請が３件ありましたので、
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３名の減少となっています。なお、兄弟姉妹の在学を理由とした指定学校の変更申請が１１

件ありましたので、今後の転入等による生徒数の増加と学級数を踏まえ、保護者や児童の負

担等を考慮し、教育的配慮の観点から全ての申請を受入れることにしました。 

 このことから、南中学校については、学校選択制による減少が３名、指定学校の変更申請

に基づく増加が１１名、転入による増加が１名で、実質的な増員は９名となります。 

 中央中学校については、予備枠を除いた受入定数４２名に対し、１６件の転入申請と３７

件の転出申請、さらに兄弟姉妹の在学を理由とした指定学校の変更申請の伴う転出が１２件、

転入が１件ありましたので、実質的には３２名の減少となっています。 

 今回ご報告しました、平成２９年度新中学１年生見込数は、１２月５日現在の見込みによ

るものですので、今後は住所異動や私学への就学により、見込数の変動が考えられますので、

事務局としましては、今後も正確な児童生徒数の把握に努めてまいります。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 学校選択申請理由について、中央中学校の理由として校風が８件、その他が７

件となっていますが、分かる範囲でその内容を教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 校風については、部活動の設置状況や授業参観を見学して感

じた雰囲気などが理由になっていると聞いています。また、その他については、人間関係な

どが理由になっていると聞いています。 

○染谷教育長 補足となりますが、申請書は○を付ける様式であるため、細かな理由を記載

する欄がありませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○関根委員 学校選択申請理由の中で、部活動を選択した詳細な理由は分かりますか。 

○清水副部長兼学校教育課長 詳細な理由は分かりませんが、直接聞いた範囲では、部活動

の種類などの話が出ていたと聞いています。 

 

◎日程第５、第３９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

する規則について」、 

◎日程第６、第４０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

る規則について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

（日程第５及び日程第６については、内容に関連性があるため、一括して審議） 

○篠田教育部長 はじめに、第３９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について」ご説明いたします。 
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 本案につきましては、平成３２年４月に開校を予定しております、（仮称）第四中学校の通

学区域を編成し、併せて、南中学校の通学区域の見直しを行うための規則改正でございます。 

 続きまして、第４０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

る規則について」ご説明いたします。 

 本案につきましては、（仮称）第四中学校の通学区域の編成に際し、ＪＲ武蔵野線以南で（仮

称）第四中学校の通学区域に編成されなかった区域の中学校就学予定者の学校選択に係る特

例について規則を定めるものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長よりご説明申し上げます。 

○清水副部長兼学校教育課長 第３９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について」ご説明いたします。 

 本案につきましては、（仮称）第四中学校の通学区域の編成及びこれに伴う南中学校の通学

区域の見直しに係る学区審議会からの答申に基づき、規則改正を行うものでございます。 

 通学区域の内容は、高久一丁目・二丁目、中曽根一丁目・二丁目、道庭一丁目・二丁目及

び美南二丁目から五丁目までを、新たに（仮称）第四中学校の通学区域とし、南中学校の通

学区域から除くために、別表第１の改正を行うものと、高久一丁目に住所を有し、高富町会

に所属する場合、南中学校を就学希望校として通学区域の調整が出来るように別表第２の改

正を行うものです。 

 次に、第４０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

について」ご説明いたします。 

 本案につきましては、ＪＲ武蔵野線以南区域のうち、（仮称）第四中学校の通学区域に編成

されなかった、木売二丁目・三丁目、高富一丁目・二丁目及び美南一丁目の区域内に住所を

有する中学校就学予定者の保護者から、（仮称）第四中学校を中学校選択希望校とした場合に、

吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則第７条第１項に規定する抽選を行わずに、受

入可能数の範囲内において、（仮称）第四中学校を指定校とする特例を規則として定めるもの

です。 

○染谷教育長 第４０号議案にある特例を定めるに至った理由について、補足説明をお願い

します。 

○清水副部長兼学校教育課長 学区審議会から答申があった後、「市長キャラバン」や「どこ

でも市長」、「市民の声」などで（仮称）第四中学校の選択を認めてほしいという声をいただ

きました。市としては、「市民の声」を聴きながら進めていきたいという考えがあります。受

入可能な範囲とありますが、当面の間は可能な限り特例に則り、優先的に受入れを行ってい

ければと考えています。 



平成２８年１２月２２日 第１２回 吉川市教育委員会 

8 

 なお、南中学校と（仮称）第四中学校の教育活動に支障が出ないようにするため、部活動

や教員配置の調整などはしっかりと精査していきたいと思います。 

○染谷教育長 受入可能数については、これまでと同様、毎年７月開催の教育委員会におい

て、報告させていただく予定です。 

 

○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 駅より南に住んでいる市民の皆さんにとっては、新しい中学校に

行きたいという気持ちを持つのはよく分かりますので、特例を定めたのは非常に良い解決策

であると思います。他市では、児童生徒数が増加したことで学校数を増やした結果、最後は

統合や廃校になってしまったという事例がありますので、詳細の見通しを十分に勘案した上

で学校建設を進めてもらいたいと思います。 

○神田委員 市民の声などの内容を見ますと、非常に切実な思いが伝わってきます。ただし、

学校の現場で働いていた者として思うことは、大規模な学校になると、例えば、体育の授業

を複数のクラスで実施することになるため、子ども達が十分に身体を動かせなくなってしま

ったり、生徒数が多くなることで、音楽の授業を普通教室で行わざるを得なくなり、他の授

業をしている生徒たちが集中出来なくなってしまうなどの問題が起こります。特に中学生は

思春期を迎え、ストレスを抱えやすくなっていますので、そのような状況の中でしっかりと

した教育を受けることが出来るのか、とても疑問に思います。 

なお、今回の特例については、一つの救いになっていると考えています。一番大切なこと

は、中学生の子ども達が集中して教育を受けられるような学校にすることです。中学生にな

った後に学区を変更して通う学校が変わってしまうと、子ども達に様々な負担がかかってし

まいますので、今の段階で学区を定めることが、子ども達にとっても良いことであると思い

ます。 

○関根委員 私も市民の声などを読んで、保護者としてとても感じるものがありましたし、

地域の皆さんが子ども達を支えてくださっていることがとてもよく分かりました。地域の皆

さんには、引き続き、子ども達を支えていただき、教育活動の充実にご協力をいただきたい

と思います。 

○小林委員 人口増減に関する様々な問題は、今後も避けることが出来ないものであると思

いますので、今回のようにその都度、柔軟な対応をすることがとても重要であると思います。 

 

○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３９号議案「吉川市立小学校及び
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中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則について」及び第４０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について」は原案のとおり可決され

た。 

 

◎日程第７、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６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、平成２９年１月２６日木曜

日、午後３時から、旭地区センター２０３・２０４会議室において開催予定でございます。 

２点目は、今月開催されました、１２月議会における教育委員会に関わる一般質問につい

て、口述書を情報提供させていただきますので、ご覧ください。 

３・４点目は、教育総務課より、「吉川市社会福祉協議会監事の推薦について」「（仮称）第

四中学校建設に関わるパブリック・コメント」について、５点目は、生涯学習課より、平成

２９年１月８日日曜日に開催される「成人式」について、それぞれ報告いたします。 

最後に、６点目として、本日午後４時から第６回総合教育会議が同会場にて開催されます

ので、よろしくお願いします。 

○戸張副部長兼教育総務課長 ３点目の「吉川市社会福祉協議会監事の推薦について」ご報

告いたします。吉川市社会福祉協議会監事については、山田教育長職務代理者が就任されて

います。山田教育長職務代理者におかれましては、本日をもって任期が終了いたしますので、

後任については、明日から教育長職務代理者となられる神田委員にお願いしたいと思います。 

 次に、４点目の「（仮称）第四中学校建設に関わるパブリック・コメントについて」ですが、

これまで学校調整を始め、「市民代表ワークショップ」、「市長キャラバン」などでいただいた

ご意見を参考に、施設の配置や規模などについて検討を行い、現在、基本設計及び基本計画

案を策定しています。この基本設計及び基本計画案について、広報よしかわ１月号にて周知

を行い、平成２９年１月２７日金曜日から２月２７日月曜日までパブリック・コメントを実

施いたします。なお、前回の教育委員会でお話しさせていただきました、「市民代表ワークシ

ョップ」の報告書については、現在作成中であるため、次回の教育委員会で報告させていた

だきます。 

○宗像生涯学習課長 ５点目の成人式の概要についてご説明します。日時は、平成２９年１

月８日日曜日、午後２時からで、会場は中央公民館となります。内容については、式典とア

トラクションの２部構成を予定しています。式典については、実行委員長と市長のあいさつ、

来賓及び祝電の紹介で、１５分程度のコンパクトな構成とさせていただきます。アトラクシ
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ョンについては、実行委員会で企画をしていますが、現在のところ、スライドショー、記念

写真撮影、恩師の言葉などが企画されています。終了は午後４時３０分を予定しています。

平成２９年成人式の対象者については７４８名で、今年度は事前に出席状況を把握しており、

現時点で５５６名が参加予定となっています。ホールの定員数を超えてしまうため、入れな

かった参加者については、１０１・１０２研修室にスクリーンを設置し、そこで参加をして

いただく予定です。 

 なお、当日は、学校ごとに受付を行い、まとまった人数を会場の席に案内することで、式

開始時には立っている人がいないような状況にしたいと考えています。教育委員の皆様には、

主催者としてご参加いただきたいと思います。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 平成２８年１１月２６日に青少年健全育成大会が開催されました。私は事前準

備に携わらせていただきましたが、その際、市民会議の方から、市民交流センターおあしす

の椅子が相当汚れていて、座りにくいという声がありました。 

○宗像生涯学習課長 おあしすの備品については、平成１１年の開設時から使用している備

品となりますので、買い替えの時期が来ていることは認識しています。来年度の市予算とし

ては、雨漏りの修繕を優先させていただきたいと思っていますので、今後、指定管理者と相

談し、なるべく早く対応をしていきたいと思います。 

○関根委員 椅子は買い替えでなければ難しいでしょうか。 

○宗像生涯学習課長 椅子の状態によっては、張り替えで対応出来るものがあるかもしれま

せんが、コスト面などを考慮しながら対応を考えていきたいと思います。 

 

◎閉会の宣告（午後２時４５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１２

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。 

○山田教育長職務代理者 昨日が冬至で、今日は小中学校の終業式が行われました。明日か

ら冬休みが始まりますが、子ども達には様々な体験をしてもらいたいと願っています。冬休

みがある理由は、子ども達をご家庭にお返しして、各家庭で日本人として様々な体験をして

もらうための時間を過ごしてほしいからです。冬休みの期間中は、日本の伝統芸能がたくさ

んありますので、そういったものにも触れてほしいと思います。そして、一回り大きくなっ

て、３学期を迎えてもらいたいと願っています。 



平成２８年１２月２２日 第１２回 吉川市教育委員会 

11 

 また、私個人のこととなりますが、教育委員を２期８年間務めさせていただき、様々な体

験をさせていただきました。また、最後の教育委員長を務めさせていただくなど、吉川市の

教育委員会の歴史に関与することが出来たことについて、深く感謝しております。これから

も教育に関する難しい課題が多く出てくると思いますが、皆様の知恵を結集し、子ども達の

ために引き続き、ご尽力いただきたいと思います。長い間、大変お世話になりました。 
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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１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     関根 二三代 

 

   委     員     小林 照男 
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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１２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３９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

する規則について 
可 決 

第４０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

る規則について 
可 決 

 


