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吉川市教委告示第９号 

平成３０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３０年４月２３日 

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

 

日 時  平成３０年４月２６日（木）午後３時から 

場 所  吉川市役所第二庁舎２０４会議室 

付議案件 

 (1) 会議録の承認について 

(2) 平成３０年度吉川市教育行政重点施策について 

(3) 学校評議員の委嘱について 

(4) 第２４採択地区教科用図書採択協議会規約について 

(5) その他 
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開会の日時 平成３０年４月２６日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３０年４月２６日 午後４時３０分 

会議開催の場所 吉川市役所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          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 

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３０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 第１８号議案 平成３０年度吉川市教育行政重点施策について 〃 

日程第３ 第１９号議案 学校評議員の委嘱について 〃 

日程第４ 第２０号議案 第２４採択地区教科用図書採択協議会規約について 〃 

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） 

 傍聴人の入場 

○染谷教育長 ただいまから平成３０年第４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、第１８号議案「平成３０年度吉川市教育行政重点施策について」 

○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１８号議案「平成３０年度吉川市教育行政重点施策について」ご説明い

たします。本市におきましては、第５次吉川市総合振興計画に基づき教育行政を推進してい

ます。現在、策定中の第５次吉川市総合振興計画後期基本計画では、教育文化部門のまちづ

くりの目標として、「生きがい・学び・伸びゆくまちづくり」と題し、「１ 生涯学習による

人づくり・まちづくり」「２ 豊かな人間性を培う学校教育の充実」「３ 青少年健全育成の

充実」「４ 幼児教育の充実」「５ 家庭・地域・学校の連携」「６ 多彩で個性ある文化の創

造と伝承」の６つの柱で構成しています。 

 これに加えて、子ども達が学んでよかった、保護者が通わせてよかった、地域に在ってよ

かった、教職員が勤務してよかったと思える「子ども達が夢や未来にチャレンジできる学校

づくり」を目標として、平成３０年度の重点施策を推進することといたしました。 

 配布している「平成３０年度吉川市教育行政重点施策」をご覧ください。今年度について

は、平成３０年度に重点的に取り組む施策を選定し、７頁以降の「重点的な取り組み及び重

点事業」に各重点施策の具体的な事業概要を掲載しています。 

 昨年度からの主な変更点としては、各課において新規で実施する事業を反映していますが、

それ以外の大きな変更点はありません。なお、各施策の事業内容については、担当課長から

説明いたします。 

○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します。始めに９頁をご覧

ください。「全小中学校に特別支援学級を設置」については、東中学校に新たに学級を設置し

ましたので、全１１校に設置をすることが出来ました。 
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 次に、「小学校英語教育の充実」については、１５時間追加で３・４年生に英語教育を行う

こととなりました。ＡＬＴを１名増加し、更なる充実を図っていきます。 

 次に、１０頁をご覧ください。「若手教育の指導力向上」については、こちらは昨年度から

取り組んでいる事業となります。今年度も引き続き、教育指導支援員による指導を行ってい

きます。 

 次に、「行内研修・研究委嘱や授業研究発表などの指導・支援」については、学力向上推進

研究を東中学校で実施します。こちらは県の学力向上委嘱校となっており、本市の委嘱校と

兼ねています。また、小中連携推進研究については、昨年度までの２年間が東中学校区とな

っていたため、今年度と来年度の２年間については、中央中学校区で実施します。 

 次に、「ＩＣＴ教育の推進」については、昨年度からタブレットによるスカイプを活用した

海外交流授業を旭小学校において取り組んでいます。今年度も引き続き取り組むものです。

なお、栄小学校において特別支援学級にタブレットを３台導入し、算数のアプリを活用した

授業を展開する予定です。 

 次に、１１頁をご覧ください。「学校保健事業の充実」については、今年度から小学校１年

生に「わたしの歯っぴファイル」を配布します。これは、歯科医師会からの提案によるもの

で、６年間の歯の健康について、家庭との連絡網のような使い方で実施するものです。 

 最後に、「いじめ、不登校対策プログラムの研究校での実施」については、千葉大学子ども

のこころの発達教育センターとの連携により、認知的療法を実施するものです。夏休み期間

に教職員が研修を受け、２学期から１０時間のプログラムとして実施します。 

○染谷教育総務課長 教育総務課所管分についてご説明します。始めに１２頁の「統合型校

務支援システムの導入」については、夏休み明けの運用を目指し、市内小中学校全教職員の

校務用パソコンを整備し、校務支援システムを導入することにより、事務などの負担軽減を

図ります。 

 次に、１３頁の「中学校パソコン教室の整備」については、４月上旬に３中学校のパソコ

ン教室のパソコン入替えを完了しました。今後は無線ＬＡＮや電子黒板などのＩＣＴ教育環

境の整備に努めます。 

 最後に、１４頁の「吉川中学校建設工事」については、５月上旬に建築工事、電気設備工

事、機械設備工事の請負業者の落札者が決まり、６月議会において議決を得た後、６月下旬

から建設工事に着手します。 

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

明します。始めに１８頁をご覧ください。「適応指導教室『宇宙（そら）』通級者への継続的

な面談の実施」については、昨年度は１４名が通級し、うち６名が学校に復帰しました。子
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ども達を点ではなく面で支えていきたいと思います。 

 次に、「補導活動の充実」については、今年度は八坂祭りの有志４０名程のお力を借り、５・

８・１２・３月の年４回、活動を行います。 

 最後に、１９頁の「いじめや不登校の早期対応・解消」については、基本方針に基づき、

教職員の研修を行いながら継続して取り組んでいきます。 

○染谷教育総務課長 本日は、生涯学習課長が欠席のため、生涯学習課所管分については、

私の方からご説明します。始めに２１頁の「地域寺子屋事業の充実と支援」については、今

年度は７箇所に増やして実施する予定です。 

 次に、２２頁の「放課後子ども教室の充実」については、昨年度の２学期から三輪野江小

学校で実施していますが、今年度については６月から実施する予定です。学校施設を活用し

ながら、安心安全な居場所を確保すると共に、タブレットを活用した学習支援に取り組みま

す。 

 最後に、２５頁の「芸術文化活動への支援」については、演劇・文芸・音楽などに取り組

みながら芸術文化の振興を図ると共に、芸術文化を総合的な政策として展開できるよう、有

識者を招いて庁内で検討していきます。 

 

○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 全国学力調査の結果を共有し、これまでと比べて良かった点や悪

かった点の分析やそれに伴う具体的な取り組みをお願いします。 

○中島委員 教職員の事務処理は非常に大変であると思います。それらを解決する校務支援

システムについて、具体的な内容を教えてください。また、いじめと不登校問題については、

大きな問題の一つとして家庭での虐待問題が挙げられると思います。今後はその視点に立っ

た取り組みもお願いします。 

○染谷教育総務課長 校務支援システムについては、グループウェア、掲示板機能、通知表

の作成、成績管理、出退勤管理などの内容を導入する予定です。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 虐待問題については、昨年度と同

様、スクールソーシャルワーカー、市子育て支援課、児童相談所との連携を強化しながら進

めていきたいと思います。 

○中島委員 虐待は早期の発見が重要だと思います。昔と内容も違い、数も増えていると思

いますので、充実した対応をお願いします。 

○神田教育長職務代理者 保幼小連携について、更なる充実に向け、生活科の中に保育所や

幼稚園との交流時間を入れるなど、連携を進めて欲しいと思います。 
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○小林委員 ＩＣＴ教育推進について、海外だけではなく国内の遠隔地でもスカイプを使用

して欲しいと思います。また、「保育要録」をもう少し上手く活用しながら連携を図ってもら

えると良いと思います。 

○関根委員 「いじめ、不登校対策プログラム」の研究校はどこでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 北谷小学校の５年生を予定しています。 

○関根委員 今年度、アレルギー対応食は何名いるのでしょうか。 

○染谷教育総務課長 アレルギー対応食については、玉子と乳が対象となっています。平成

２９年度は小学校１０名、中学校２名の計１２名でした。今年度については、新小学校１年

生との面談を経て、人数が確定することとなっています。 

 

○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１８号議案「平成３０年度吉川市

教育行政重点施策について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第３、第１９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） 

○中村教育部長 第１９号議案「学校評議員の委嘱について」ご説明いたします。本案につ

いては、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３０年度学校評議員を委嘱するものです。 

 なお、任期については平成３０年４月３０日から平成３１年３月３１日までとします。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 各学校の推薦理由を読みましたが、各学校において適切な評議員を推薦してい

ると考えます。大変良い人選であると思います。 

 

○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１９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、第２０号議案「第２４採択地区教科用図書採択協議会規約について」 

○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２０号議案「第２４採択地区教科用図書採択協議会規約について」ご説
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明いたします。本案については、今年度、三郷市・八潮市・吉川市の３市による平成３０年

度第２４採択地区教科用図書採択協議会が開催され、小学校教科用図書である国語、書写、

社会、算数、理科、生活、音楽、図工、家庭、保健、中学校教科用図書である特別の教科 道

徳が選定される予定となっています。 

 まず、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」第１３条第４項の規定につ

いては、「採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市

町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学

校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会を設けなければなら

ない。」と定められています。この規定に基づき、第２４採択地区教科用図書採択協議会規約

を定めるため、この案を提出するものです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 規約第１２条第２項の専門委員の人数について教えてください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 新規で教科書を採択する必要があるため、人数が４人

となっています。 

 

○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２０号議案「第２４採択地区教科

用図書採択協議会規約について」は原案のとおり可決された。 

 

◎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５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、平成３０年５月２５日金曜日、午後

１時３０分から吉川市学校給食センター会議室において開催する予定です。 

２点目は、平成３０年教育委員会について、先日、一覧表を送付していますが、全ての日

程が確定しましたので、ご確認をお願いします。 

３点目は、平成３０年度埼葛地区教育委員会連合会理事会等について、通知を配付しまし

たので、ご確認をお願いします。 

４点目及び５点目については学校教育課から報告します。 

○清水副部長兼学校教育課長 ４点目の市内小中学校運動会・体育祭への出席については、

本日、通知案を配付しましたので、日程のご確認をお願いします。 
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（５点目は人事案件のため非公開） 

○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） 

 

◎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３０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、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 平成３０年度が始まり２５日が経過しています。先日、自宅付近

で小学校６年生の子どもに出会い、様子を聞いたところ、目を輝かせながら話をしてくれた

ことが強く印象に残りました。今の時期はどの子ども達も期待を持って新学期に臨んでいる

と思います。今年度も子ども達にとって良い一年になる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３０年５月２５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３０年第４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１８号議案 平成３０年度吉川市教育行政重点施策について 可 決 

第１９号議案 学校評議員の委嘱について 可 決 

第２０号議案 第２４採択地区教科用図書採択協議会規約について 可 決 

 


