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吉川市教委告示第１２号 

平成３０年第７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７月２３日 

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

 

日 時  平成３０年７月２６日（木）午後３時から 

場 所  吉川市役所３０１会議室 

報告事項 

(1) 平成３０年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受入れ可能人数等の決定

について 

(3) 平成３１年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書（道徳）の採択に関する意

見聴取について 

(4) その他 
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開会の日時 平成３０年７月２６日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３０年７月２６日 午後４時２５分 

会議開催の場所 吉川市役所３０１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７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７号 
平成３０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２２号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択

希望者の受入可能人数等の決定について 
〃 

日程第４ 第２３号議案 
平成３１年度使用小学校教科用図書及び中学校教

科用図書（道徳）の採択に関する意見聴取について 
〃 

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７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７号「平成３０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７号「平成３０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。今回の報告については、４月から６月受付分の審査が終了しましたので、その結

果について報告するものです。 

 始めに、４月から６月の申請件数ですが、今年度については、３９０件の申請があり、前

年度と比較すると４１件増えています。申請数が増えている理由としては、平成３０年度分

から新入学学用品費等の入学前支給を実施しており、入学前支給の申請数８０件が加算され

ていることによるものです。 

 次に、審査結果については、認定が３６０件、不認定が２３件となりました。なお、所得

の申告が済んでいない方や転入して間もないため書類提出中の方については、審査が出来な

いため、７件の審査を保留としています。審査保留の方については対応をお願いしています

ので、資料が整い次第審査を行い、結果については教育委員会会議で随時報告します。 

 

○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、第２２号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受

入可能人数等の決定について」 

○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２２号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の
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受入可能人数等の決定について」ご説明します。本案は、平成３１年度に就学を予定してい

る小学校新１年生に係る調整選択及び中学校新１年生に係る学校選択について、保護者から

の申請受付期間、各小中学校の受入れ可能人数について事務局案を提出するものです。 

 なお、受入れ可能人数などの詳細については、担当課長から説明します。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 受入れ可能な人数については、各小中学校の普通教室

数など施設の状況と通学区域内就学予定児童生徒数及び転入等の異動による児童生徒数を考

慮の上、受入児童生徒数を見込みました。 

 始めに、小学校では吉川小学校、三輪野江小学校、関小学校、栄小学校については、１学

級増とならない人数としました。また、旭小学校、北谷小学校、中曽根小学校については、

１学級増までの人数とし、美南小学校については、昨年同様に受入れを行わないこととしま

した。 

 次に、中学校では東中学校及び中央中学校いずれも１学級増までの人数としました。なお、

南中学校については、平成３２年４月に吉川中学校が開校予定であることから、平成２９年

度から平成３１年度までの間、中学校選択校の対象から外しています。 

 また、申請書の提出期限については、事務処理などに要する時間や入学通知書発送時期な

どを考慮して設定しています。 

 抽選の実施については、まず、小学校については、調整選択制度を採用していますが、過

去の実績から抽選に至ることはないと予想しています。中学校については、過去に公開抽選

は実施されていませんが、今年度の日程として、１２月２日を公開抽選の開催日として予定

しています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 議案書６頁目に記載されている私立中学校への進学状況について、傾向はどの

ようなものなのか教えてください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 美南小学校については、私立中学校を選択する家庭が

増加傾向にあります。その他の学校については、２から４名で推移しています。 

○小林委員 今後、私立中学校に進学する児童が増えていった場合、学校に空き枠が生まれ

ると思いますが、その場合は補欠抽選などを行うのでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 あまり影響はないと考えられるため、補欠抽選などは

行わない予定です。 

○中島委員 美南小学校では、１５人が私立中学校に進学するとなっています。その分、１

５名の空き枠が南中学校に出ると思います。南中学校は受入れ不可となっていますが、どの
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ように考えていますか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 美南小学校の今後の増加を見込み、早目の対策として

南中学校を受入不可としていますので、現場に混乱が起きないようにするためにも、現状維

持でいきたいと考えています。 

 

◎日程第４、第２３号議案「平成３１年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書（道

徳）の採択に関する意見聴取について」 

○染谷教育長 （議題の宣告） 

○染谷教育長 本議案の意見聴取については、教育委員からの自由な意見を聞くため、教育

委員会の議決により非公開として行うことが出来ますが、非公開として行うことに異議はあ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

 それでは、異議なしの声がありましたので、本議案は非公開で行います。始めに提案理由

の説明を求めます。 

○中村教育部長 第２３号議案「平成３１年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書

（道徳）の採択に関する意見聴取について」ご説明します。教科用図書の採択については、

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項に「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、７月３１日に教科用図書採択協議会が開催され、平成３１年度使用小

学校及び中学校教科用図書が選定されます。本議案は、この協議会に吉川市教育委員会とし

ての意見を報告するため、提案するものです。 

 

（意見聴取部分は非公開） 

 

○染谷教育長 以上で平成３１年度使用小学校及び中学校教科用図書採択に関する意見聴取

を終わります。ただいま、委員の皆様から頂戴したご意見を踏まえ、７月３１日に開催され

る第２４採択地区教科用図書採択協議会に出席します。採択協議会での協議結果については、

８月２日に予定している臨時教育委員会において議案として提案し、承認を求めることにな

ります。 

 なお、採択協議会は吉川市、三郷市、八潮市の３市の代表者による協議会ですので、協議
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結果については吉川市の意見と異なる場合もあります。 

 

◎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３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８月２日木曜日、午後３

時から吉川市役所３０２会議室において臨時教育委員会を開催する予定です。 

なお、次回の定例教育委員会については、平成３０年８月２３日木曜日、午後３時から中

央公民館２０１会議室において開催する予定です。 

２点目は、平成３０年度第１回総合教育会議の開催についてですが、平成３０年８月２日

木曜日、午後４時４０分から吉川市役所３０２会議室において開催する予定です。 

３点目は生涯学習課から報告します。 

○宗像生涯学習課長 ３点目の市長キャラバンの開催についてご案内します。内容は市民交

流センターおあしすの改修について市民からのご意見等をお聞きするというものです。開催

日は８月２４日から２６日までの３日間を予定しています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 暑い日が続いています。終業式において熱中症対策として体育館で実施するの

を取りやめた学校もあったと聞いています。吉川市においては何か対策をしたのでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 体育館で実施するのを止めた学校があることは聞いています。

代わりにテレビを使用して実施したと聞きました。緊急搬送は２件報告されていますが、い

ずれも部活動によるものです。理由は、前日から体調不良だったことや寝不足、朝食を食べ

なかったことによるものであると考えられます。教育委員会としても、毎日、国の指数を確

認し、危険であると判断した場合は早急に学校あてにファックスにて連絡を行っています。 

○中島委員 昔と違う暑さが続く中、各教室にエアコンを設置しないのかという声が地域で

多く出ています。吉川市は一斉に設置するという声が出てきていますが、どのように考えて

いますか。 

○染谷教育総務課長 ７月３日以降、連日、市民の声や電話でエアコン設置に関する声が届

いています。その多くの内容はエアコンの設置時期に関するものでした。これらの声を受け、

現在、市長部局と調整を行っている段階です。９月議会に何かしらの方向性が出せるのでは

ないかと考えています。 

○関根委員 児童生徒の命を守るためにエアコンは必要なのだと思います。また、今回の大
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雨による被災地の様子を見ると、被災された地域の方にとってもエアコンはとても必要なも

のであると感じました。学校は地域の避難場所でもありますので、対応をよろしくお願いし

ます。 

 

◎閉会の宣告（午後４時２５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７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 今年は本当に暑い日が続いています。ここ数日でようやく涼しく

なってきたと思っていたら、今度は台風が接近しているというニュースが流れていました。

子ども達が事故なく安全に過ごして欲しいと思っています。さて、先日、山田前教育長職務

代理者が関わっていらっしゃる「さいえんすクラブ」の理科教室が１００回を迎えたという

新聞記事を見ました。正にこのような活動が志であると思いました。また、旭小学校の児童

が全国大会に出場する記事も掲載されていました。夏休みの間に子ども達が多くの経験をし、

２学期を迎えて欲しいと思います。 
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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８月２３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７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２２号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受

入可能人数等の決定について 
可 決 

第２３号議案 
平成３１年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書

（道徳）の採択に関する意見聴取について 
可 決 

 


