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吉川市教委告示第１号 

平成２９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２９年１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１月２６日（木）午後３時００分から 

２ 場所  旭地区センター２０３・２０４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) （仮称）吉川市立第４中学校における基本計画及び基本設計（案）について 

４ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

（2）吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

（3）職員の分限処分について 

(4) その他 
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開会の日時 平成２９年１月２６日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２９年１月２６日 午後３時５０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          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 ３人 
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平成２９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２８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２号 
（仮称）吉川市立第４中学校における基本計画及

び基本設計（案）について 
〃 

日程第４ 第１号議案 
吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱

について 
〃 

日程第５ 第２号議案 職員の分限処分について 〃 

日程第６ ― 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２９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１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１２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月申請分の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、学校と連携を図りながら、提出をお願いしているところで

ございます。 

次に１２月分につきましては、２件の申請があり、２件とも認定となっております。 

審査保留分の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。 

 

○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２号「（仮称）吉川市立第４中学校における基本計画及び基本設計（案）

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２号「（仮称）吉川市立第４中学校における基本計画及び基本設計

（案）について」ご報告させていただきます。 

 １２月の教育委員会においてご説明させていただきました、パブリックコメントに掲載す
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る基本計画及び基本設計（案）がまとまりましたので、ご報告いたします。 

 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。 

○戸張副部長兼教育総務課長 （仮称）吉川市立第４中学校における基本計画及び基本設計

（案）につきまして、ご説明いたします。 

 はじめに、市民代表ワークショップの報告書についてご説明いたします。ワークショップ

につきましては、１０月６日に第１回のワークショップを開催し、２週間置きの開催で、４

回に渡りテーマに沿ってご意見をいただきました。報告書２ページ目にワークショップの目

的や検討経過として参加メンバーを掲載し、４ページ目から７ページ目は各回の開催状況を

写真入りで掲載しています。８ページ目から１０ページ目は各回のテーマを基に出された意

見を掲載しています。 

第１回ワークショップにつきましては、「新設校に求めるものについて」をテーマとし、意

見やアイデア、イメージを自由に出していただきました。 

第２回につきましては、「建物配置計画や施設構成に求めることについて」をテーマとし、

第１回で出されたアイデアなどを基に、より深い議論をしていただき、「正門は遊歩道に設け

た方が良い」「グラウンド整備は可能な限り広く設けた方が良い」「普通教室は南向きが望ま

しい」などの意見が出されました。 

第３回につきましては、「地域への貢献や将来的な複合化などについて」をテーマとし、複

合化につきましては、「図書室と市民図書館を併設してはどうか」「多目的ホールや格技場を

貸し出しできるようにしてほしい」などの意見が出されました。また、「校舎は中学校として

の活用を優先してほしい」「将来の状況に合わせた改修ができる施設計画としてほしい」など

の意見もありました。また、その他に「避難場所として活用できる大きな体育館がほしい」

「災害時に使用できるトイレの充実」「グラウンドの砂の飛散防止のための整備」などの意見

が出されました。 

１１ページ目からは第３回までの意見を踏まえ、「新しい中学校に求めるもの」として、市

民代表ワークショップからの提言としています。 

次に（仮称）吉川市立第４中学校建設工事基本計画及び基本設計（案）についてご説明い

たします。基本計画及び基本設計（案）につきましては、市民代表ワークショップからの提

言や市長キャラバンなどの意見を参考に作成いたしました。 

施設規模の重要な要素である生徒数につきましては、先月の教育委員会において、（仮称）

吉川市立第４中学校の通学区域が決定されています。その中で、ＪＲ武蔵野線以南区域のう

ち、第４中学校の通学区域にならなかった就学予定者が中学校を希望校とした場合、優先的

に受け入れる特例を設けています。このようなことから、普通教室２７教室、特別支援学級
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２教室の計２９教室を最大教室数として設計しています。 

基本設計のコンセプトにつきましては、「近隣の学校と連携し、地域社会に寄り添う中学校

となるために」とし、計６項目のコンセプトを定めています。１点目は「安全・安心な施設

計画」で、「歩行者用の正門と車両用の通用門を完全に分ける」「安全性の高い遊歩道側に正

門を配置する」などを定めています。２点目は「充実した学習環境の整備」で、「学年集会等

が開催しやすい環境を整備する」などを定めています。３点目は「施設用地の有効的な利用」

で、「校舎は４階建てとし、屋上にプールを設置することで敷地の有効活用を図る」などを定

めています。４点目は「地域社会との連携と将来的な活用への取組み」で、「武道場は、会議

などの利用も可能な計画とする」「普通教室間の間仕切り壁は撤去が容易な構造とし、将来的

な多目的利用に対応できる計画とする」などを定めています。５点目は「防災拠点整備」で、

「災害時に必要な物品を収納する防災倉庫を体育館に近接させる」「災害時に給食受領ホール

などを積極的に活用できる配置計画とする」などを定めています。最後に６点目は「自然環

境との調和に配慮した施設計画」で、「自然採光、通風などに配慮した計画とする」などを定

めています。なお、延床面積は、約１０，０００㎡を予定しています。これらの内容を平面

図に反映し、資料として配布させていただきました。 

基本計画及び基本設計（案）につきましては、１月２７日から２月２７日までパブリック・

コメントを実施し、いただいた意見を踏まえ、３月末に基本設計を完了する予定です。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 市民代表ワークショップに参加しましたが、出された意見の中に「中学校は生

徒が取り扱う備品や道具などが多いため、地域と全く一緒になってしまうと区別がつかなく

なり、大変なことになってしまう。地域と学校で活用する場所の線引きを明確にしておく必

要がある。」というものがありました。今回の資料を見ると、その線引きが整理されています

ので、地域にとっては使いやすい学校となり、学校にとっては管理しやすい学校になってい

ると思います。 

○神田教育長職務代理者 学校の校庭に夜間照明は設置するのでしょうか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 地域が住宅街であるため、夜間の利用を考えた場合、騒音な

どの被害が想定されますので、現時点では難しいと考えています。 

 

◎日程第４、第１号議案「吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」 

○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１号議案「吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」
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ご説明いたします。本案につきましては、吉川市学校給食センター運営委員会を開催するた

め、委員の委嘱をしたいので、提案するものでございます。 

 

○戸張副部長兼教育総務課長 学校給食センター運営委員会につきましては、これまで学校

給食費の引き上げや給食センターの老朽化に伴う改築手法について諮問を行い、審議・答申

をいただいています。今回については、審議いただく事項はありませんが、ＰＦＩ方式によ

る学校給食センターが平成２８年４月から稼働し、９月からは食物アレルギー対応食の提供

も開始したことから、運営委員会の委員の皆様に新しい学校給食センターをご覧いただくと

ともに、給食費改定後の献立や食物アレルギー対応食の提供状況などについて実施報告をす

るため、委員を委嘱し、運営委員会を開催するものです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 委嘱期間が平成２９年３月３１日となっています。数か月しか期間がありませ

んがそれでよろしいのでしょうか。 

○戸張副部長兼教育総務課長 規則では任期は１年となっていますが、今回は年度末の３月

３１日で設定しています。 

 

○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１号議案「吉川市立学校給食セン

ター運営委員会委員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第５、第２号議案「職員の分限処分について」、 

○染谷教育長 （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） 

 

◎日程第６、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４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２月２１日火曜

日、午後３時から中央公民館３０２会議室において開催予定でございます。 

２点目は、小中学校の卒業式、入学式への出席のご案内を配布させていただきました。ご

確認いただき、日程の都合がつかない場合は、事務局までご連絡ください。 
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３点目は、生涯学習課より、「成人式開催報告」について、４点目は、スポーツ振興課より、

「第２２回吉川なまずの里マラソンの申し込み状況」について、それぞれ報告いたします。 

 

○宗像生涯学習課長 ３点目の「成人式開催報告について」ご報告いたします。教育委員の

皆様には、式典にご出席いただきありがとうございました。 

成人式の出席状況につきましては、対象者７４８名のうち、参加者は５１３名、出席率は

約６９％で、ほぼ例年並みでした。事前受付を行いホール入場者が４７６名、モニター室が

３７名でした。 

また、ホール内で座席を指定し、舞台にプランターの花を設置して職員を随所に配置する

ことにより、参加者が壇上に上がることなく、式典を厳かに執り行うことができました。そ

の後のアトラクションにおいては、ビデオレターの上映中に舞台に上がる成人もいましたが、

自主的に降壇し、午後５時に予定どおり終了いたしました。 

全体を通して、事故なく無事に終了することができました。写真撮影や運営方法について、

ご意見をいただいておりますので、来年度はそれらの反省点を改善して実施してまいりたい

と考えております。 

○互井スポーツ振興課長 ４点目の「第２２回吉川なまずの里マラソンの申し込み状況につ

いて」ご報告いたします。１月２５日１７時現在、５，０１５人の申し込みがありました。

今後の見込みとしては、５，０００人台後半の申込者数になると想定しています。なお、前

回は６，１８３人でしたが、これはゲストを呼んだことにより、大会の注目度が増したこと

が要因であると考えています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 成人式においては、多くの皆様にご協力をいただき、無事に執行されたことに

感謝いたします。今後も引き続き、成人式が無事に執り行われるようご協力をお願いいたし

ます。また、今回のなまずの里マラソンはゲストを呼ばないのでしょうか。 

○互井スポーツ振興課長 ５年に１回、ゲストを呼んでいますので、次回は第２５回大会を

予定しています。 

○染谷教育長 第２１回大会については、市制施行２０周年記念事業と重なったことで、第

２０回大会に引き続き、ゲストを呼んでいます。 

○神田教育長職務代理者 今年度から東中学校区において小中連携の取り組みが行われてい

ると思いますが、その成果と課題を教えてください。また、今後、他の学校区に広げていく

考えがあるかどうか教えてください。次に保幼小連絡協議会についてですが、幼稚園や保育
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園から小学校に上がる際に、抵抗となる一つに和式トイレがあると聞いています。例えば、

保育園の散歩時間の途中に小学校のトイレを貸してもらったり、学校の秋祭りなどに幼稚園

や保育園を招待するなど、連携を深めるための事業が何かできないか考えています。担当で

何か考えていることがあれば教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 小中連携についてですが、東中学校区では旭小学校、三輪野

江小学校、栄小学校、東中学校が連携し、来年度までの２年間、取り組みを行っています。

成果については、夏休みに全体研修を通じ、職員間で交流を行いました。また、小学校の運

動会や中学校の体育祭において相互参加を行いました。特に小学校の運動会においては、卒

業生が用具係などを手伝っています。また、小中学校の公開授業参観を実施し、各学校の実

情、お互いの考え、運営を主眼において取り組みました。課題については、カリキュラムの

相互確認、中学校の教員による出前授業の開催や中学１年生を対象とした道徳ＴＴ授業の実

施などがあります。今後については、中央中学校区、南中学校区、（仮称）第４中学校の順番

で２年ごとに広めていきたいと考えています。 

 次に保幼小の連携についてですが、７つの小学校で独自に取り組みを行っていますが、就

学予定児を対象とした校内・授業見学を実施している学校が多くあります。なお、お話しが

あった、トイレ利用についても有効な手立てであると考えています。 

○中島委員 インフルエンザが流行していると聞いています。現在の状況と対策について教

えてください。 

○小林委員 加えて、ノロウイルスの状況も教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 インフルエンザについては、北谷小学校３年生が３学期当初

に学級閉鎖となりました。他に、南中学校の１学年が学年閉鎖となりました。また、関小学

校が本日までの３日間、１年生が学級閉鎖となっています。対策としては、換気やうがい、

手洗いの徹底、マスクの着用などを行っています。 

 ノロウイルスについては、昨年の１２月がピークでその後は治まってきています。 

○神田教育長職務代理者 小中連携については、取り組みがかなり進んでいる印象を受けま

したので、大変よいことだと思います。是非、他の学校にも広げていただきたいと思います。

中学校の教員が小学校に乗り入れすることも、今後実現していただきたいと思います。保幼

小の連携については、できるところから取り組んでいただきたいと思います。 

○関根委員 今月の１月１３日に「市町村教育委員研究協議会」に神田教育長職務代理者と

参加しました。私は、「学校現場における業務の適正化に向けて」をテーマとした分科会に参

加し、教職員の勤務時間が多いことに関して話し合いを行いました。特に中学校については、

部活動などに多くの時間が割かれていて、それが勤務時間の増加に繋がっているという話が
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出ました。改善策としては、部活動に外部指導者を導入するなどの話が出ました。研修には

先生の参加が多くあり、現場の話を聞くことができました。 

 

◎閉会の宣告（午後３時５０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 先日、稀勢の里関が１９年ぶりの日本力士による横綱誕生という

ことで、日本中が盛り上がりました。私は、稀勢の里関を見て、吉川市が定めた教育大綱と

重なる部分が多いと思いました。吉川市教育大綱は「家族を 郷土を愛し 志を立て 凛と

して生きてゆく」ですが、稀勢の里関については、家族や郷土である牛久市の応援が素晴ら

しく、色々なことがこれまであったと思いますが、めげることなく、志を持って生きてきた

ことが、横綱昇進に繋がったのではないかと思いました。吉川市教育大綱については、非常

に分かりやすい内容になっていますので、多くの子ども達に届くよう気を引き締めて取り組

んでいきたいと思います。 
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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２９年２月２１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２９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 吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 可 決 

第２号議案 職員の分限処分について 可 決 

 


