
 

                             副  本 

 

 

 

 

 

平成２９年 第１０回 吉川市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年９月２８日（木） 



平成２９年９月２８日 第１０回 吉川市教育委員会 

1 

 

吉川市教委告示第１１号 

平成２９年第１０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９月２５日 

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

 

１ 日時  平成２９年９月２８日（木）午後３時から 

２ 場所  中曽根小学校会議室 

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 

   (2) 教育長が委任された事務の執行状況報告について 

３ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

 (2) 吉川市教育委員会平成３０年度当初教職員人事異動の方針及び平成３０年度当初

吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について 

(3) その他 
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開会の日時 平成２９年９月２８日 午後３時００分 

閉会の日時 平成２９年９月２８日 午後３時４５分 

会議開催の場所 中曽根小学校会議室 

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          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 １人 
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平成２９年第１０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１１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 報告第１２号 教育長が委任された事務の執行状況について 〃 

日程第４ 第３２号議案 

吉川市教育委員会平成３０年度当初教職員人事異

動の方針及び平成３０年度当初吉川市立小・中学

校教職員人事異動方針の細部事項について 

〃 

日程第５ ― 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１０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１１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１１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１件について

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。なお、９月末までに提出される予定となっていますので、提出され次第、

審査を行います。 

 次に、８月分については、３件の申請があり、認定が１件、不認定が１件、審査保留が

１件となっています。審査保留となっている２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ご報告します。 

 

○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、報告第１２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） 

○中村教育部長 報告第１２号「就学援助制度における新入学学用品費の入学前支給につ

いて」ご報告します。今回の報告については、経済的な理由により、就学困難と認められ

る児童及び生徒に対し、就学に必要な費用の一部を援助する「就学援助事業」について、

「新入学学用品費」の入学前支給を行うものです。 

 これにより、これまで８月に支給されていた新入学学用品費が３月に前倒しで支給され

ることになります。なお、参考資料として、改正要綱の内容、制度の流れ及び平成３０年
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４月に入学する新小中学校１年生の全家庭に配布する案内ちらしを添付します。 

  

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 入学後に支給されていた現状がより良い方向に変わるため、大変良いことだ

と思います。 

 

◎日程第４、第３２号議案「吉川市教育委員会平成３０年度当初教職員人事異動の方針

及び平成３０年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について」 

○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３２号議案「吉川市教育委員会平成３０年度当初教職員人事異動の方

針及び平成３０年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について」ご

説明します。本方針及び細部事項は、埼玉県教育委員会教育長より、「平成３０年度当初教

職員人事異動の方針について」及び「平成３０年度当初市町村立小・中学校等教職員人事

異動方針の細部事項について」が通知されたことを受け、本市教育委員会として定めるも

のです。この方針及び細部事項に従い、各関係期間との連携を密にし、協力して適正な人

事異動を進めていきます。 

○清水副部長兼学校教育課長 人事異動方針については、昨年度からの変更はありません。

なお、人事異動方針細部事項については、「２ 転任・転補」のうち（７）について、吉川

市においては、新設が予定されている（仮称）第４中学校があるため、追加をしています。

なお、「近年新設」の学校は美南小学校を指しています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 （仮称）第４中学校の教職員の配置について、年齢構成などのバランスを配

慮して欲しいと思います。また、今のうちから人事調整を進めて欲しいと思います。 

○清水副部長兼学校教育課長 今年度から熟慮し、調整していきたいと思います。 

○神田教育長職務代理者 全国的に臨時的任用の先生が不足していると聞きますので、正

式採用の充実を図っていただきたいと思います。 

 

◎日程第５、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７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すが、１０月２６日木曜日午後３時から
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関小学校会議室において開催予定です。当日は教育委員会に先立ち、１２時３０分から学

校訪問を行う予定です。 

２点目は、次回の総合教育会議の開催日時ですが、１１月８日水曜日午後１時３０分か

ら市民交流センターおあしすにおいて開催予定です。当日は、重大事態対応マニュアルに

関するシミュレーションを行う予定です。 

３点目は、９月議会における教育委員会関係部分の一般質問について、口述書を配布し

ていますので、ご確認ください。 

４点目７点目は、生涯学習課より、「舞台公演の結果報告」、「放課後子ども教室」、「リ

ーフレット『大沢雄一物語』」、「地域寺子屋事業」について、それぞれ報告します。 

○宗像生涯学習課長 始めに、４点目の舞台公演の結果報告についてですが、８月２７日

の日曜日、中央公民館ホールにて、午後３時３０分から約６０分、ワークショップ公演「Ｙ

市のフシギな住人たち」を上演しました。公演に当たり、彩の国さいたま芸術劇場より舞

台監督、照明、音響など設備や多くの専門スタッフの支援をいただきました。また、出演

した市民の皆様は、５月１３日から毎週土日、祝日、８月に入ってからは自主練習も含め

て、長いときは８時間以上の稽古を行ってきました。 

 当日は、３７３名の方にご来場いただきました。このうち、１０００円のチケットを買

って観劇していただいた方が３４４名で当日チケットは完売でした。音響設備の設置や見

切り席を設けていましたので、ほぼ満席の中で、会場からは笑いや拍手も起こるなど、温

かい雰囲気で公演することができました。 

 アンケートは回収率が約５割と高く、結果も９割以上の方が満足・ほぼ満足という結果

となり、初の舞台公演を無事に終えることができました。参加者やさいたま芸術劇場の意

見を聞きながら、今後の事業の進め方を検討していきます。 

 次に、５点目の放課後子ども教室についてですが、放課後に子どもが安心して活動でき

る場の確保を図るとともに、「志を持った子ども達を育てる」という理念のもと、様々な体

験型学習を地域や学校と連携して実施する放課後子ども教室を９月２５日の月曜日に三輪

野江小学校で開室しました。 

 今回は、８０名の児童に登録していただき、初日は６６名の参加がありました。学校施

設と物理的に分離できる「１階ふれあいホール」「体育館」「校庭」を活用し、初日はふれ

あいホールでタブレットを使ったドリル学習、体育館でスポーツ推進委員によるドッジボ

ールを行いました。下校が遅くなることから、お迎えを条件としており、駐車場の混乱等

に注意を払っていましたが、事故なく無事に終了しました。今後も安全に配慮しながら、

小林委員にもご指導をいただき、プログラムを充実していきたいと考えています。 
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 次に、６点目のリーフレット『大沢雄一物語』についてですが、教育大綱における「郷

土愛」の推進を図るため、吉川市出身の埼玉県知事 大沢雄一氏の功績をまとめたリーフ

レットを作成しました。 

小学校の児童を対象にしているため、見開きにはマンガや写真を取り入れ、楽しみなが

ら見てもらえるような内容としました。小学５、６年生及び教職員に配布しますが、授業

等で活用してもらえるように、社会教育指導員が社会や道徳の指導案を作成し、学校へ配

布します。また、三輪野江地区の自治会に配布するほか、公民館、図書館、教育委員会に

て市民の方へ配布します。 

 次に、７点目の地域寺子屋事業についてですが、社会教育委員会からの提言を受け、平

成２５年度から地域に子どもの居場所をつくり、「顔がみえる地域」づくりを目指す「寺子

屋事業」が本年度は高富、吉川団地、吉川一丁目、ネオポリス、中曽根の５地区実施され

ました。 

 集会場等で地域の方が勉強や遊びを見守ることで、世代間交流が行われ大変有意義な事

業であると感じていますので、今後もＰＲを行い、他地区の実施につながるように努めま

す。なお、中曽根地区については、中島委員のご尽力をいただき、実施することができま

したので、実施の様子をご紹介いただければと思います。 

○中島委員 中曽根地区の寺子屋事業については、今年度から実施をしています。まず、

既に実施している高富地区の寺子屋事業を見学させてもらいました。さらに、教育委員会

や関根委員からもご指導をいただき、大変感謝しています。メニューについては、手作り

マジック、英語を知ろう、吉川の歴史について、吉川吹奏楽団による演奏など６日間実施

をしました。今年度は、中曽根小学校のプールと重なってしまいましたので、来年度は日

程調整をしながら、なるべく多くの子ども達に参加してもらいたいと思います。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 放課後子ども教室について、終了時間を教えてください。 

○宗像生涯学習課長 午後４時３０分です。 

○関根委員 こども１１０番の設置家庭の看板について、大分痛みが進んでしまっている

看板があると聞いています。情報は共有されているのでしょうか。また、看板の在庫につ

いても教えてください。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 １学期中に今年度の情報を学校

と連携してまとめ、周知を行っています。在庫の正確な数字は持ち合わせていませんが、

数に限りがありますので、来年度の予算で追加をしていきたいと考えています。 
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○神田教育長職務代理者 先日、志教育に関する研修が開催されました。非常に良い内容

の研修であったと思います。ある学校の学校だよりにも校長先生から志のことが書いてあ

りました。今後、他の先生方や子ども達に広がっていくのだと感じました。教育委員会か

らは、是非、研修後のフォローをお願いしたいと思います。また、総合教育会議において、

いじめについての議論を行っていますので、学校現場における「命の教育」の充実をお願

いします。 

○中島委員 （仮称）第４中学校の校名を現在検討していると聞いています。進捗状況を

教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 第１回校名検討委員会では、案を絞って検討を行いました。

その際、意見として、案として出された「美南中学校」と既存の「南中学校」では、漢字

は違うが音が同じであり、混同してしまうという意見がありました。これを受け、昨日開

催された第２回校名検討委員会では、「美南中学校」が選定された場合に想定される事に論

点を絞って検討していただきました。意見の中には、既存の南中学校の名前を変えること

になった場合につき、賛否両論がありました。次回の教育委員会で議案上程する予定です。 

 

◎閉会の宣告（午後３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２９年第１

０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 寒暖の差が激しくなり、体調管理が難しい季節になっています。

金木犀の香りも漂いはじめ、秋が確実に迫ってきていると感じます。先日、南中学校の運

動会を拝見し、生徒たちがいきいきと元気に参加している様子を見ました。２学期に入っ

て１か月程経過しましたが、２学期は期間が長く、多くの行事が控えています。子ども達

が日々の教育活動や行事を通し、目標を持って過ごしてもらいたいと思います。 
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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１０月２６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１０回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

第３２号議案 

吉川市教育委員会平成３０年度当初教職員人事異動の方針及

び平成３０年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針

の細部事項について 

可 決 

 


