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吉川市教委告示第１１号 

平成３０年第６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６月２６日 

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

 

１ 日時  平成３０年６月２９日（金）午後３時から 

２ 場所  吉川市立旭小学校会議室 

３ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 教育長が委任された事務の執行状況報告について 

(3) 吉川市社会教育委員の委嘱について 

 (4) その他 
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開会の日時 平成３０年６月２９日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３０年６月２９日 午後３時４０分 

会議開催の場所 吉川市立旭小学校会議室 

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 ０人 
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平成３０年第５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６号 教育長が委任された事務の執行状況報告について 〃 

日程第３ 第２１号議案 吉川市社会教育委員の委嘱について 〃 

日程第４ ― 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６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６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６号「教育長が委任された事務の執行状況報告について」ご報告し

ます。今回の報告につきましては、吉川中学校の事業の進捗状況について報告するものです。

なお、詳細については、担当課長から説明いたします。 

○染谷教育総務課長 吉川中学校の建設工事及び監理委託業務における業者が決定しました

のでご報告します。 

始めに吉川中学校建設工事のうち建築工事については、一般競争入札による公告を平成３

０年３月２６日に行い、５月１０日に開札した結果、落札候補者を関東建設工業株式会社さ

いたま支店に決定し、５月２１日に２４億１７０４万円で仮契約をしました。なお、落札候

補者の実績としては、県内では朝霞市の朝霞第五小学校校舎改築工事、県外では千葉県柏市

の柏の葉中学校建設工事などがあります。 

次に、中学校建設工事のうち電気設備工事については、一般競争入札による公告を平成３

０年３月２６日に行い、建築工事による落札候補者決定後の５月１０日に開札した結果、落

札候補者を株式会社イートラスト埼玉に決定し、５月２１日に２億２００８万２４００円で

仮契約をしました。なお、落札候補者の実績としては、県内の児童相談所や障害福祉施設な

どの電気設備工事があります。 

次に、中学校建設工事のうち機械設備工事についてですが、一般競争入札による公告を平

成３０年３月２６日に行い、建築工事による落札候補者決定後の５月１０日に開札した結果、

落札候補者を株式会社サイエイヤマトに決定し、５月２１日に３億６４８７万円で仮契約を

しました。なお、落札候補者の実績としては、県内の小学校給食室やさいたま市子ども総合
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センターなどの機械設備工事があります。 

全ての工事が１億５０００万円以上の発注であったため、市議会の承認を受ける必要があ

り、６月定例議会に上程し、６月１２日に議決されました。本契約は翌１３日に行っていま

す。 

次に監理委託業務についてですが、指名競争入札において入札を行い、６月１５日の開札

の結果、設計業務を行った株式会社総和技術研究所に決定し、７１２８万円で契約を行いま

した。 

工期については、平成３０年６月２９日から平成３２年１月３１日までとなっています。

また、吉川中学校の建設工事説明会を７月１日日曜日、午前１０時３０分から美南２区自治

会を対象に近隣住民説明会を開催する予定です。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 ３０年程前、南中学校が分離して中央中学校が建設された際、中央中学校に異

動した先生たちは４月１日に学校に行って初めて校舎の中を見ました。それまでは一切見せ

てもらえなかったと記憶しています。先生方の意見を少しでも反映させるため、出来れば、

吉川中学校建設工事の途中で、南中学校の先生たちに中を見せる機会を設けることは出来な

いのでしょうか。 

○染谷教育総務課長 設計が決まっていますので、今後、どこまで先生たちの声を反映出来

るかはわかりませんが、設計業者と密に連携を取りながら検討していきたいと思います。 

○染谷教育長 設計の段階で、南中学校の先生たちの声を一部反映していると聞いています。

なお、工事が実際に始まってしまうと先生方が入る機会を設けることは難しいと考えます。 

○中島委員 設計の段階と工事の段階では違いがある部分もあると思いますので、どこかで

機会があれば良いと思います。 

 

◎日程第３、第２１号議案「吉川市社会教育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） 

○中村教育部長 第２１号議案「吉川市社会教育委員の委嘱について」ご説明します。本案

については、委員の退任に伴い、欠員補充として吉川市社会教育委員を任命したいので、吉

川市社会教育委員設置条例第３条第３項の規定に基づき、提出するものです。なお、任期に

ついては任命日から平成３１年３月３１日までとなります。 

○宗像生涯学習課長 社会教育委員については、現在１５名で構成されています。様々な団

体から推薦をいただいているところです。今回の委嘱については、ＰＴＡ会長が変更したこ
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とにより、前委員が退任となったため、任命をお願いするものです。 

 

○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４、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６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７月２６日木曜日、午後

３時から吉川市役所３０１会議室において開催する予定です。 

２点目は、６月議会における教育委員会関係部分の一般質問口述書を配布しましたので、

ご確認ください。 

３点目は生涯学習課、４点目は教育総務課及び学校教育課、５点目は学校教育課から、６

点目は教育総務課から報告します。 

○宗像生涯学習課長 ３点目の平成３１年成人式についてご説明します。６月８日に第１回

成人式実行委員会が開催され、日程が決定しました。日程については、平成３１年１月１３

日日曜日、会場は中央公民館のホール及び１０１・１０２会議室でモニターを設置したいと

思います。 

内容については、例年どおり、式典とアトラクションの２部構成で予定しています。対象

者は７３７名で、出席率を考慮してもホールの定員数を超えてしまいます。秩序を保って式

を執行する必要があるため、昨年度と同様、事前申し込み制で当日席にご案内する形で開催

したいと考えています。詳細については、今後、実行委員会で決めていきますので、決定次

第、お知らせします。 

 なお、先日、成人年齢引き下げに関する法案が可決され、１８歳から成人となりました。

成人式への影響が大きいため、今後、検討しなければいけないと認識しています。本市だけ

の問題ではありませんので、近隣自治体の会議等で議題にあげて検討していきたいと思いま

す。 

○染谷教育総務課長 ４点目の学校周りのブロック塀の点検についてご報告します。先日の

大阪での地震において、学校周りのブロック塀崩壊による死亡事故が発生した件について、

国・県から調査依頼がありました。調査内容は、ブロック塀の高さが適正かどうか、また、

ブロック塀を支える控え壁が設置されているかについてでした。これを受け、早急に学校管

理職あてに調査を依頼したところ、全ての学校において安全性が確認されたところです。 
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 また、吉川小学校、旭小学校、中曽根小学校に設置されている投擲板についても、昨日、

担当職員で検査を行いました。いずれも控え壁が設置され、２．２メートルを超える投擲板

についてもコンクリート製で基礎もしっかりしていることを確認しました。 

 なお、来週から市内全小中学校を対象とした施設点検を行い、安全性について確認いたし

ます。 

○清水副部長兼学校教育課長 通学路の安全性について、学校長を通じ、教師による安全点

検の依頼を行いましたが、多くが民地であるため、子ども達には危険な箇所に対する指導を

行うことで対応しています。なお、都市計画課と調整し、回覧による周知を行うことになり

ましたので、民地については、自発的な点検をお願いする予定です。 

○染谷教育長 本日の新聞報道では、ブロック塀については、県内の小中学校１２２２校の

うち、２．２メートル以上のブロック塀があった学校が１１０校、また、控え壁が未設置で

あったり、破損しているなど問題のある学校が３４３校あったと報告されています。 

○染谷教育総務課長 ６点目の総合教育会議の開催についてお知らせします。平成３０年８

月２日に総合教育会議の開催を予定しています。時間や内容等については、後日お知らせし

ます。 

 

（５点目の生徒指導について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） 

○中島委員 通学路については、先ほどの話であったとおり、自治会の回覧で内容を把握さ

せていただきました。私の住んでいる地区でも、４年前から通学路に危険なブロック塀があ

り、地域の会議でも話題にあがっていました。実際に事故が発生してしまいましたが、違法

なブロック塀があった場合、市から早急に対策をしてもらえないのでしょうか。また、基準

は満たしていても危険性が高そうなブロック塀が通学路で見受けられます。これらについて

の対策として市で考えられることはありますか。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校からあがってくる情報は、学校教育課だけでは判断でき

ないものがありますので、担当部署に情報提供を行っていますが、全てを対策出来るかどう

かは難しいところであると考えます。 

○中村教育部長 民地の場合、学校から話すことは出来ませんが、違法性がある場合は市の

担当部署から持ち主に話をすることは出来ます。 

○中島委員 地域でもしっかり点検をしていく必要があると思いますので、私の地区でも自

治会を中心に実践していきたいと思います。 
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○神田教育長職務代理者 全国学力テストの結果が出る時期だと思いますので、次回の教育

委員会で出来るだけ詳細な内容を示していただきたいと思います。 

 

◎閉会の宣告（午後３時４０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６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、昨年の３月まで校長をやっていた友人と話をする機会があ

りました。その友人は英語が堪能であるため、現在は帰国子女に対する仕事をしているとい

うことでした。その中で、２か月に１回、教育に関する講演を行うのですが、その結果とし

て聴講者の評価が送られてくるそうです。学校の先生については、自己評価はあっても個別

評価や第三者評価は研修などに限定されていると思います。教育現場においては、毎回個別

評価や第三者評価を実施してしまうと、先生達が萎縮してしまう要因となってしまう場合が

あるかもしれませんが、もう少し、相手から評価されることで、先生達がより大きく成長す

るような機会があれば良いと感じました。また、それにより、先生達の授業力が高まってい

けば良いと思います。 
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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３０年７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３０年第６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２１号議案 吉川市社会教育委員の委嘱について 可 決 

 


