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吉川市教委告示第１０号 

平成２９年第９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８月１８日 

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

 

１ 日時  平成２９年８月２４日（木） 午後３時から 

２ 場所  吉川市中央公民館２０１研修室 

３ 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 

４ 協議事項 

  (1) 平成２９年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定について 

５ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 平成２８年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

(3) 平成２９年度吉川市一般会計補正予算（第２号）について 

(4) その他 
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開会の日時 平成２９年８月２４日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２９年８月２４日 午後４時３０分 

会議開催の場所 吉川市中央公民館２０１研修室 

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 中島 新太郎 

会議に欠席した委員の氏名 

   小林 照男 

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２９年第９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１０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３０号議案 
平成２８年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
〃 

日程第４ 第３１号議案 
平成２９年度吉川市一般会計補正予算（第２号）

について 
〃 

日程第５ 協議第１号 
平成２９年度教育委員会の点検・評価実施事業の

選定について 
 

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） 

○染谷教育長 ただいまから平成２９年第９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１０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１０号「平成２９年度要保護準要保護世帯の認定結果について」

ご報告します。はじめに、前回審査保留分となっていました、４月申請分の７件について

は、４件が認定、２件が不認定となっています。残り１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います。 

 次に６月分及び７月分については、６月に１０件、７月が５件の申請があり、全て認定

となっています。審査保留となっている１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。 

 

○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３０号議案「平成２８年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について」 

○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３０号議案「平成２０年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明します。本案については、９月定例市議会に市長から提出される平成２８年度

吉川市一般会計歳入歳出決算の認定のうち、教育に関する事務に係る部分について提案す

るものです。決算書の１頁目をご覧ください。歳入については、予算現額が１６億８９９

５万円に対し、収入済額が７億３８７５万１２９５円となっています。 

 次に、歳出については、予算現額が３１億２０８４万４０００円に対し、支出済額が２

１億３６３万９３３３円、翌年度繰越額が９億８４１８万円で、不用額が３３０２万４６
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６７円となっています。なお、詳細については各担当課長から説明いたします。 

○染谷教育総務課長 教育総務課所管分について、ご説明いたします。平成２８年度吉川

市一般会計歳入歳出決算書をご覧ください。 

はじめに、小学校費のうち、学校管理運営事業の学校施設修繕料については、三輪野江

小学校渡り廊下の修繕、北谷小学校校庭東側の水道管修繕、小学校家具転倒防止対策修繕

など１１７件の修繕を行いました。また、学校施設整備事業の工事請負費については、中

曽根小学校プール改修工事の前払い金、美南小学校多目的教室改修工事、旭小学校駐輪場

設置工事等となっています。 

次に、教育振興費のうち、教育振興事業の扶助費、要保護準要保護児童援助費補助金に

ついては、３７２名の児童に援助を行いました。また、特別支援教育就学奨励費補助金に

ついては、５７名の児童に援助を行いました。 

次に、中学校費のうち、学校管理運営事業の学校施設修繕料については、中央中学校プ

ール施設修繕、南中学校プール設備器具修繕、中学校家具転倒防止対策修繕など５３件の

修繕を行いました。また、学校施設整備事業の委託料については、東中学校校舎大規模改

修工事管理業務委託となります。 

次に、教育振興費のうち、教育振興事業の扶助費、要保護準要保護児童援助費補助金に

ついては、１９９名の生徒に援助を行いました。また、特別支援教育就学奨励費補助金に

ついては、１０名の児童に援助を行いました。 

次に、学校給食センター費については、昨年度の決算額は約２２億円でしたが、職員の

人件費減額と初期投資分の施設建設費用である一時支払金等の支払いを終えたため、今年

度の決算額は約８億１千万円と大幅な減額になっています。なお、昨年度は１８７日、６，

６３３人の児童生徒に安心、安全で美味しい給食の提供を行いました。 

次に、学校給食センター運営事業については、施設・整備の不具合や食中毒などにより

給食を停止せざるを得ない事故などは起こっていませんので、良好な運営が行われたと考

えています。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校教育課所管分についてご説明いたします。 

はじめに、教育指導費のうち、教育指導推進事業の小中学校区審議会委員報酬について

は、（仮称）第４中学校の学区審議会を昨年度は３回開催しましたので、それに伴う委員報

酬です。 

 次に、教育内容充実事業の日本語学習支援業務委託料については、国際友好協会に事業

を委託し、有償ボランティアとしてご協力をいただきました。昨年度の実績としては、児

童生徒計２０名に対して支援を行っています。 
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 次に、教育振興費のうち、教科書改訂事業（小学校）の教科書及び指導書代については、

平成２７年度は教科書の改訂時期と重なったことにより、全小学校の教科書及び指導書が

入れ替わりましたが、平成２８年度は学級数が増えた分のみであるため、決算額は前年度

と比較して大幅に減額となっています。なお、教科書改訂事業（中学校）の教科書及び指

導書代については、小学校とは逆に改定時期を迎えたため、大幅な増額となりました。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 少年センター所管分についてご

説明いたします。少年センター費のうち、生徒指導事業のいじめ問題対策委員会委員報酬

については、新規事業となります。委員構成は、学識経験者、弁護士、精神科医などとな

っています。昨年度は、生徒指導の状況やいじめ問題に対する協議を行いました。なお、

開催は年一回となります。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課所管分についてご説明いたします。 

はじめに、社会教育費のうち、生涯学習推進事業の負担金補助及び交付金については、

「地域の教育力」を高めるために各小学校実行委員会が実施いたしました、「子どもの体験

活動」への交付金です。平成２８年度は、５４事業を実施し、４,６４７名に参加していた

だきました。 

次に、社会教育推進事業については、負担金補助及び交付金として、ＰＴＡ連合会、文

化連盟など社会教育関係団体への補助金、交付金です。地域の力で子ども達の居場所づく

りを行う「地域寺子屋事業」については、自治会や実行委員会が主体となり、６か所で実

施されました。 

また、市制施行２０周年記念事業として、平成２９年２月１８日に中央公民館で「塚越

慎子マリンバコンサート」を開催し、４５３名の方にご来場いただきました。同じく市制

施行２０周年記念事業として、「文藝よしかわ」を刊行しました。「郷土よしかわ」をテー

マにした小説、俳句や「将来の夢を描いた」小中学生の作文など、３４５点の応募があり、

絵本作家の葉祥明氏ら選考編集委員の審査を経て１８２点が掲載されました。 

次に、市史編さん事業については、「通史編２」を刊行しました。これまで、「資料編」

の「原始・古代・中世」「近代」「近世」「現代」、「民俗編」「通史編１，２」の７巻を刊行

し、平成８年から取り組んだ「市史編さん事業」は当初計画した刊行を終え、大きな区切

りとなりました。今後は、市史編さん委員会からの答申を踏まえ、市史編さん事業で収集

した歴史資料の保存、活用や市民によしかわの歴史を伝え、郷土愛を育むような事業を実

施してまいります。 

次に、公民館費のうち、公民館施設管理事業の施設修繕料については、ホールの音響反

射板設置、屋上防水修繕などを実施しました。屋上防水修繕に伴い、雨漏りは改善してい
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ます。社会教育推進事業については、彩の国さいたま芸術劇場と連携し、石丸さち子氏な

ど、故蜷川幸雄氏の意思を継ぐ講師陣による演劇ワークショップを８回開催し、延べ１４

９名の方にご参加いただきました。 

次に、市民交流センター費については、空調中央監視盤、屋上防水などの施設修繕及び

指定管理者の施設管理業務委託料などです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 市内小中学校のいじめの状況について教えてください。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 小学校については、認知件数が

１２５件であり、解消は１２２件となっています。中学校については、認知件数が６件で

あり、解消は５件となっています。昨年度から軽微なものについてもカウントをすること

になりましたので、平成２７年度と平成２８年度の数値を単純に比較することが難しくな

っています。なお、解消の目安は３か月となっています。内容については、言葉によるか

らかいが最も多くを占めています。 

○中島委員 中学校のカウントが非常に少ないように感じます。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 小学校もそうですが、先生によ

って温度差がある場合があります。なお、中学校においては、いじめとして認知をするの

ではなく、その前段階のからかいとして把握しているケースが多くあります。 

○清水副部長兼学校教育課長 認知したいじめ全てを解消させることが最も重要なことで

あると認識しています。 

 

○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３０号議案「平成２８年度吉川

市一般会計歳入歳出決算の認定について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第４、第３１号議案「平成２９年度吉川市一般会計補正予算（第２号）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３１号議案「平成２９年度吉川市一般会計補正予算（第２号）につい

て」ご説明します。本案については、９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す。歳出予算については、２８

５万３０００円を増額し、教育費の歳出予算の総額を４３億７３６１万６０００円とする

ものです。なお、詳細については、各担当課長から説明いたします。 
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○染谷教育総務課長 教育総務課所管分についてご説明いたします。 

はじめに、小学校費のうち、学校施設修繕料については、旭小学校多目的教室等照明修

繕、栄小学校１階教室床修繕、三輪野江小学校普通教室黒板の修繕など計８か所の各学校

の施設修繕を行うものです。また、漏水や雨漏り床板の剥がれなど学校配分予算では対応

できない緊急的な修繕費も計上しています。 

次に、中学校費のうち、学校施設修繕料については、南中学校３階の非常口扉の修繕を

行うものです。また、小学校費同様、学校配分予算では対応できない緊急的な修繕費も計

上しています。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課所管分についてご説明いたします。 

はじめに公民館費のうち、公民館施設管理事業については、中央公民館ホールの舞台吊

物修繕等の契約に伴い差額を減額するものです。 

次に、市民交流センター費のうち、市民交流センターおあしす改修事業及び債務負担行

為「市民交流センターおあしすコミュニティスペース再構築事業」は関連がありますので、

一括してご説明いたします。これらの予算は、新庁舎とおあしすが一体的にコミュニティ

交流拠点施設としての機能を発揮できるよう、改修工事に係る設計委託料とコミュニティ

スペースの活用を踏まえたニーズ調査や事業者選定等を行う経費を計上しているものです。 

 現在、市役所の新庁舎がおあしすの隣に建設されており、庁舎との一体整備という方向

性を踏まえ、「①市民に開かれた庁舎」「②さらなる交流が深まるおあしす」「③市民にとっ

て利便性が高い場所にする」という理念のもと、さらなる充実を目指して、おあしすの改

修に取り組むものです。従来の機能を踏まえたうえで、課長級で組織する「市民交流セン

ターおあしす施設整備検討委員会」等で検討を行い、８月８日の政策会議において「改修

の方向性」が示されたところです。 

 具体的な取組として、１点目に「子どもの笑顔と活気でまちを満たす」ために、おあし

すの顔となる１階に子育て支援センターを移設し、併せて、これまであまり活用できてい

なかった中庭部分を、親が見守る中で子どもが走り回れるフリースペースとして整備しま

す。 

 ２点目に「障がい者就労のさらなる支援」として、「はーとふる・ぽっと」をさらに充実

させるため、障がい者就労支援のあり方や方向性について、協議検討します。 

３点目に「さらなるコミュニティスペースの創出」のため、２階の屋上庭園を改修し、

コミュニティ拠点とします。そのための手段の一つとして、現在の子育て支援センターに

飲食スペースを設置し、併せて館内に公衆無線ＬＡＮを整備します。また、屋上庭園と現

在の子育て支援センターを仕切る高い塀を撤去し、屋上庭園と一体的に活用します。 
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 これらの整備に併せて、おあしすと新庁舎の調和を図るため、新庁舎と直接連続するル

ーフデッキについては、仕上げを揃え、敷地を分断している駐車場の生垣を整備すること

で、両施設に連続性を持たせます。築山については撤去し、主たる歩行者動線となるであ

ろう敷地北東から対格に伸びる庁舎へのアプローチを良くしていきたいと考えています。 

 このような方向性で、おあしす運営協議会でご意見をいただき、また、関係個所と調整

を図りながら、今回のおあしす改修に取り組みます。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 おあしすのルーフデッキについては、安全対策をしっかり行って欲しいと思

います。なお、子育て支援センターの場所にコミュニティスペースを整備するとのことで

すが、飲食として給食提供はどうでしょうか。おあしすの当初の理念が活かされ、今後も

素晴らしい施設になることを願っています。 

○宗像生涯学習課長 給食の提供については、安全衛生面を考えた場合、難しいと考えま

す。 

○中村教育部長 給食提供の話は、これまでもご要望をいただいていますが、給食は、細

心の注意を払って提供しているものとなります。食中毒などのリスクを考慮すると、学校

以外の場所で提供することは難しいと考えます。なお、１０人以上であれば、学校給食セ

ンターにおいて、給食の試食をすることが可能です。 

○中島委員 法的な問題があると思いますので、難しいことは理解できますが、何か違っ

た方法で提供が出来れば良いと思います。 

○神田教育長職務代理者 図書館で飲食スペースがある事例があり、利用者の評判も良か

ったと聞いています。何かしらの方法で飲食スペースが充実すれば良いと思います。 

○中島委員 図書館の中で例えばコーヒーなどが飲めるスペースがあると良いと思います。 

 

○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３１号議案「平成２９年度吉川

市一般会計補正予算（第２号）について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第５、協議第１号「平成２９年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定につい

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 協議第１号「平成２９年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定につ
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いて」ご説明いたします。教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基

づき、毎年、その権限に属する事務の前年度の管理及び執行の状況について、教育委員会

及び学識経験者による点検及び評価を実施しています。 

 今年度、点検・評価を行う事業について、事務局案として、主要な１１事業を選定しま

したので、ご意見を伺いたく協議するものでございます。なお、昨年度からの変更点とし

ては、２番目、教育総務課の「学校施設整備事業（小学校）」を「中学校建設事業」に変更

しています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○神田教育長職務代理者 学習情報提供事業の詳細を教えてください。 

○宗像生涯学習課長 学習情報提供事業については、メニューブックを活用した生涯学習

情報の提供となりますが、事務事業評価については、近隣５市１町による「まんまるよや

く」システムに関する内容が記載されています。 

○中島委員 教職員研修事業について、今年度の状況を教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 まず、教職員の年次研修があります。初任者研修から始ま

り、１年次から５年次までの研修、管理職研修、人権教育研修などを予定しています。 

 

◎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） 

○中村教育部長 事務局から２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ございますが、９月２８日木曜日午後３

時から中曽根小学校会議室において開催予定でございます。当日は教育委員会に先立ちま

して、１２時３０分から学校訪問を行う予定となっております。 

２点目は、学校教育課より、「埼玉県学力・学習状況調査」について報告いたします。 

○清水副部長兼学校教育課長 ２点目の埼玉県学力・学習状況調査の結果について報告い

たします。本年、４月１３日木曜日に行われました。埼玉県学力・学習状況調査が７月中

旬に返却されましたので、その結果概要をご説明いたします。埼玉県の学習状況調査は、

個々の伸びを測定する新しい調査と言われています。県との比較では、国語科で小学校４

年生、小学校５年生、中学校２年生で県平均を上回り、算数数学科では中学校２年生が県

平均を上回りました。県平均を下回った学年についても、昨年度と比べ、県と市の差を縮

めることができました。中学校の英語科については、現場の先生方と授業の進め方等につ

いて協議を進めた結果、向上が見られました。市内には、国語を研修課題としている学校
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が多く、取り組んでいる学校においては伸びが見られました。 

今後、個々の教員がどのような学級経営行ったか、子ども達へどのような発問の方法、

投げかけ方をしたか等、効果を高めているモデル教員の実践を広めていくことが必要であ

ると感じています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 埼玉県学力・学習状況調査について、昨年度と比べ、子ども達がどれだけ伸

びたかという検証はしていますか。 

○清水副部長兼学校教育課長 先生の問いかけのやり方によって、学力にも差が出てくる

と考えられますので、今後、検証していく必要があると認識しています。 

○神田教育長職務代理者 埼玉県学力・学習状況調査を向上させるために最も大切なもの

は授業であり、次に学習規律を徹底させることだと思います。また、伸びた学校が取り組

んだ方法を広めて欲しいと思います。 

 

◎閉会の宣告（午後４時３０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９

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 市内の図書館によく足を運びますが、一生懸命勉強している子

ども達を見かけることがあります。私は４月から図書館が非常に使いやすくなったと感じ

ています。夏休み期間中も非常に工夫されたイベントを実施し、掲示物にも工夫が見られ

ます。学力の向上の一つに、本を読むことが挙げられると思いますので、今後も図書環境

の整備を充実していただきたいと思います。 
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第３０号議案 平成２８年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 可 決 

第３１号議案 平成２９年度吉川市一般会計補正予算（第２号）について 可 決 

 

 


