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吉川市教委告示第１５号 

平成３０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３０年８月２０日 

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

 

１ 日時  平成３０年８月２３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３０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３０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２９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３０年度吉川市一般会計補正予算（第１号）について 

(4) 吉川市立中学校部活動の在り方に関する方針の策定について 

(5) その他 
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開会の日時 平成３０年８月２３日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３０年８月２３日 午後４時３０分 

会議開催の場所 吉川市立中央公民館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 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８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２５号議案 
平成２９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２６号議案 
平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第１号）

について 
〃 

日程第５ 第２７号議案 
吉川市立中学校部活動の在り方に関する方針の策

定について 
〃 

日程第６ 協議第１号 
平成３０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７ ― 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３０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８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８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。始めに、前回審査保留となっていました、４月申請分の７件については、３

件が認定、４件が審査保留となっています。残りの４件については、必要な資料等の提出

を引き続きお願いしているところです。 

 次に、７月分については、４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４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２５号議案「平成２９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２５号議案「平成２９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２９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頁をご覧ください。始めに、歳入については、予算現額３６億２４１４万２

千円に対し、収入済額が３４億７４８７万７６８７円です。 

次に、歳出については、予算現額４９億７７０３万８千円に対し、支出済額が４７億９
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２８４万１７５０円で、不用額が１億８４１９万６２５０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します。 

○染谷教育総務課長 教育総務課分についてご説明します。始めに、歳入についてご説明

します。決算書２、３頁をご覧ください。国庫補助金の中学校費補助金のうち、学校施設

環境改善交付金（繰越明許）については、東中学校大規模改修工事に関する国庫補助金と

なります。内訳は、校舎が６７３３万３千円、空調機器が２４５８万円、トイレの洋式化

が３９６０万６千円、校内ＬＡＮが１５８万８千円となっています。 

 次に歳出についてご説明します。決算書６、７頁をご覧ください。教育総務費の教育委

員会費のうち、教育委員会運営事業については、教育委員会会議は定例会議を１２回、臨

時会議を１回開催しました。上程議案数は３９件あり、全て可決をいただきました。総合

教育会議については、７回開催しました。内容は重大事態対応書作成に関する会議とシミ

ュレーションを実施し、不登校問題についても会議を行っています。 

 次に決算書１２、１３頁をご覧ください。教育総務費の学校給食センター費については、

昨年度は１８９日間、６，５７５名の児童生徒に安全で安心な給食の提供を行いました。

第三者によるモニタリング業務委託の結果を見ますと、順調に業務が行われ、重大事故を

発生させないよう細心の注意が払われた運営がされているとの評価でした。現在までに施

設・設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。 

 なお、残採率について、平成２６年度からの数値を報告します。小学校については、平

成２６年度が９．７４パーセント、平成２７年度が９．６８パーセント、平成２８年度が

９．４０パーセント、平成２９年度が７．７６パーセントでした。中学校については、平

成２６年度が１０．８０パーセント、平成２７年度が１１．４３パーセント、平成２８年

度が１２．３８パーセント、平成２９年度が１０．５９パーセントでした。小学校は毎年

度減っており、中学校は平成２８年度までは増えていましたが、平成２９年度は減少に転

じています。 

 次に決算書１８、１９頁をご覧ください。小学校費の学校管理費のうち、学校管理運営

事業（小学校）の学校施設修繕料については、吉川小学校、旭小学校、北谷小学校、美南

小学校エレベーター修繕、吉川小学校プール設備器具修繕、美南小学校の校舎間を繋ぐ部

分であるエキスパンションジョイント修繕など計１２１件の修繕を行いました。 

 学校施設整備事業（小学校）（繰越明許）については、中曽根小学校プール改修工事に関

する費用です。平成２８年９月２日から平成２９年５月３１日までの工期で、総額１億５

３０万円の工事です。昨年のプール開きまでに工事を無事完了しています。 
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 次に決算書２２、２３頁をご覧ください。中学校費の学校管理費のうち、学校管理運営

事業（中学校）の学校施設修繕料については、南中学校給水設備修繕、東中学校体育館バ

レー用床金具修繕、中央中学校体育館照明修繕など計５２件の修繕を行いました。 

 学校施設整備事業（中学校）（繰越明許）については、東中学校大規模改修工事に関する

費用です。平成２９年６月１４日から平成３０年２月２８日までの工期で、大きな事故等

もなく、無事に工事を完了することが出来ました。 

 次に決算書２４、２５頁をご覧ください。中学校費の学校建設費のうち、中学校建設事

業については、吉川中学校建設工事に関する許可や確認申請の手数料、基本設計及び実施

設計の業務委託料、用地購入に関する費用です。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 学校教育課分の歳出についてご説明します。決算書

８、９頁をご覧ください。教育総務費の教育指導費のうち、教育指導推進事業については、

教育指導支援員として、元校長を週２日学校に派遣し、教育指導等で活用させていただき

ました。また、郷土料理材料費として、小学校３学年を対象に市内の料亭と連携を図り、

なまず学習に取り組みました。小学校３学年を対象とした理由としては、郷土学習を総合

学習の一環で実施する考えがあったためです。 

 次に決算書１０、１１頁をご覧ください。教育内容事業の就学支援委員会委員報償につ

いては、平成２８年度の決算額は２千円でしたが、平成２９年度は大幅に増えています。

理由は、医師が委員となっている他の委員会との整合を図ったためです。 

 日本語学習支援業務委託料については、週１・２回、国際友好協会の協力により日本語

学習支援を行っているものです。県費職員が配置されている関小学校以外の全ての学校で

実施しています。 

 次に決算書２０、２１頁をご覧ください。小学校費の教育振興費のうち、教科書改訂事

業（小学校）については、児童用副読本代が平成２８年度決算と比較し、２６０万円ほど

減っています。理由は、小学校の道徳が教科化され、これまで市費で購入していた副読本

が国費により教科書として購入されることになったためです。 

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

します。決算書１６、１７頁をご覧ください。教育総務費の少年センター費のうち、少年

センター施設管理事業の施設修繕料については、少年センターの玄関が老朽化により施錠

困難な状態となったため、修繕を行ったものです。なお、他の事業については、継続事業

であり、大きな変更点等はありません。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課分についてご説明します。決算書２４、２５頁をご覧く

ださい。社会教育費の社会教育総務費のうち、生涯学習推進事業の子ども体験活動事業交
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付金については、地域の教育力を高めるために８校の小学校実行委員会が実施した、子ど

もの体験活動への交付金です。平成２９年度は５６事業を実施し、５，２７６名にご参加

いただきました。 

 次に決算書２６、２７頁をご覧ください。社会教育推進事業の負担金補助及び交付金に

ついては、ＰＴＡ連合会、文化連盟など社会教育団体への補助金及び交付金です。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、高富、吉川団地、くるり、ネオポリス、中曽根の５か所で実施されました。 

 また、文藝よしかわについては、刊行記念レセプションを開催し、受賞作品の紹介、受

賞者の表彰を行うと共に、「家族」をテーマに第２号を刊行しました。３０９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１６３点が掲載されました。 

 さらに、三輪野江小学校において、２学期から放課後子ども教室を開催し、８７名の児

童に登録していただき、学校施設のふれあいホール、校庭及び体育館の３か所で、放課後

の子ども達の居場所を確保すると共に、元全日本代表の東氏によるハンドボールの指導や

タブレットパソコンによるドリル学習等のプログラムを展開しました。 

 次に決算書２６、２７頁をご覧ください。社会教育費の文化財保護費のうち、文化財保

護事業については、文化財保護審議委員による審査により、「慶応日記帳」を文化財として

市指定しました。また、文化財に親しむ新規事業「市内文化財めぐり」を実施しました。

これは、吉川駅南口から歩いて清浄寺等を訪ね、住職や学芸員から説明をいただきながら、

実際に文化財を見る事業です。１１月で天候に恵まれたこともあり、参加者全員から満足

したとの好評をいただきました。なお、今年度については、吉川駅北口から歩いて文化財

を巡るツアーを実施する予定です。 

 その他にも、市内小中学校等で実施した「歴史パネル巡回展」や郷土資料館所蔵の昔の

教科書や米俵などの民具に触れたり、江戸時代の遊びである「泥めんこ」を作成する「子

ども歴史学習会」を開催しました。 

 次に決算書２８、２９頁をご覧ください。市史編さん事業については、平成２８年度に

刊行した「通史編２」に伴い、市史編さん委員会からいただいた答申を踏まえ、市史編さ

ん事業で収集した歴史資料や文化財として指定した史料の保存・活用や市民に吉川の歴史

を伝え、郷土愛を育むため、「三輪野江出身の県知事 大沢雄一物語」リーフレットを刊行

し、小学校５・６年生及び教職員等に配布、活用しました。 

 次に決算書３０、３１頁をご覧ください。社会教育費の公民館費のうち、公民館施設管

理事業の施設修繕料については、昭和６２年の開館当初の設備である滑車、ワイヤーロー

プなどホール舞台吊物施設修繕、ホールのデジタル時計修繕及び部隊の床修繕など、主に
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ホール設備の修繕を実施しました。 

 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、演劇ワークショップ

公演「Ｙ市のフシギな住人たち」を上演しました。２７名の市民が参加し、当日は３７３

名の方にご来場いただきました。 

 次に決算書３２、３３頁をご覧ください。社会教育費の市民交流センター費のうち、市

民交流センターおあしす等管理事業については、エレベーターのワイヤー、交流サロン部

分の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。 

 次に決算書３４、３５頁をご覧ください。市民交流センターおあしす改修事業について

は、おあしす改修に関わる設計委託料です。「市役所とおあしすの一体整備」に関わる事業

については、市議会３月定例会で当初予算が修正されたことを受け、５月２１日の政策会

議において、当面の間凍結することを決定しています。今後については、８月２４日から

２６日に行われる市長キャラバンで市民の意見を聞いて検討していきたいと考えています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○関根委員 おあしす改修事業については、市長キャラバンで市民の意見を聞いて検討す

るということですが、今後の見通し等はどう考えているのでしょうか。 

○宗像生涯学習課長 予算が修正されていますので、今まで作成していたスケジュールの

通りに整備をすることは出来ないと考えています。現時点では事業が凍結されていますの

で、ゼロベースで意見を聞いて検討していきたいと考えています。 

○関根委員 おあしすの雨漏りなどの対応は既にしているのでしょうか。 

○宗像生涯学習課長 平成２６年度、２８年度、２９年度で実施をしています。ただし、

全てが治っているわけではありませんので、改修事業とは別の予算で対応していきたいと

思います。 

○神田教育長職務代理者 外国語教育推進事業の語学指導助手派遣委託料について、現在

のＡＬＴの成果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 小学校の教諭は英語免許を持っていませんので、発

音部分についてはＡＬＴが手助けをして授業を行っています。１か月毎に校長によるＡＬ

Ｔの評価が提出されますが、それを見ますと、先生方とのコミュニケーションや雰囲気は

良いと記載されています。子ども達も楽しんで授業を受けていると聞いています。 

課題としては、小学校５・６年生と中学校１年生の接続部分です。そのため、今年度か

ら小学校の授業を中学校の先生が見て、接続部分について検討させる取り組みを行ってい

ます。今後、本市の中核を担う教員を中学校英語かの免許習得研修に行かせています。 
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○神田教育長職務代理者 ＡＬＴの能力向上を目的とした研修を行っている業者があると

聞いています。吉川市はどうでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 長年吉川市で活動しているＡＬＴが１名おり、その

ＡＬＴがＡＬＴを研修する立場として活動しています。また、夏休み期間中に積極的に研

修を行っています。 

○中島委員 小学校の教諭が英語の免許を取得するということですが、取得方法はどのよ

うに行うのでしょうか。また、今回は２名ということですが、将来的には各小学校１名ず

つなどの規模になるのでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 ２名については、昨年度から２か年で取り組んでい

るものであり、今年度で終了します。取得方法は埼玉大学で取得します。なお、本件は県

事業であるため、吉川市教育委員会としては、英語免許を持っている教諭を採用出来れば

有難いと考えています。 

○中島委員 吉川中学校の建設について、現在、どこまで建設が進んでいるのか教えてく

ださい。また、子ども体験活動について、小学校によって、熱心に取り組んでいる学校と

停滞している学校があると聞いています。そのことについて教えてください。 

○染谷教育総務課長 吉川中学校については、現在、杭打ちのための根伐り工事を行って

います。１２０～１３０本の杭を打つために、４０～５０メートルの穴を掘ります。基礎

工事は１０月を目途に始まる予定です。なお、外構工事は来年度早々に発注をかけていく

予定です。 

○宗像生涯学習課長 子どもの体験活動については、国の委託金を活用し、平成１４年度

から行われている事業です。平成１７年度から現在の形で事業が始まったと聞いています。

最も熱心に活動しているのは、関小学校で、関小学校アドバンスとして活動しています。

一方で、活動に苦慮している学校もあると聞いています。考えられる理由としては、実行

委員会の委員が長期で固定化していることが挙げられます。このようなこともあり、連絡

調整会議を設置して学校間の情報を把握しています。 

生涯学習課としては、例えば、ＰＴＡが行っている家庭教育学級と連携することや、一

定の割合で委員が入れ替わるようなシステムを整備するなどの対策が必要であると考えて

います。 

○小林委員 教育内容充実事業の学生ボランティア報償について、内訳を教えてください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 １回２４０円の給食費を支払うための費用です。教

育学部の学生で週１回程度、参加出来そうな学生に声をかけて、学校に来てもらっていま

す。 
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◎日程第４、第２６号議案「平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第１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２６号議案「平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第１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ご提案するものです。 

 歳入予算については、１億１０１９万４千円を減額し、教育費の歳入予算の総額を１３

億５５５７万円とし、歳出予算については、１億９０１５万１千円を減額し、教育費の歳

出予算の総額を２８億７８７８万２千円とするものです。 

 なお、詳細については、各担当課長から説明します。 

○染谷教育総務課長 教育総務課分についてご説明します。補正予算書２、３頁をご覧く

ださい。教育費国庫負担金の中学校費負担金のうち、公立学校施設整備費国庫負担金につ

いては、吉川中学校建設工事国庫補助額の確定に伴う増額です。算出方法についてご説明

します。校舎負担額が９億３５０８万６千円に対し、負担金年度割合を３０パーセントで

計算すると、年度負担額が２億８０５２万６千円となり、当初計画額の２億２８４０万９

千円を差し引きすると、５２１１万７千円となります。 

 次に屋内運動場負担額が２億１４４４万５千円に対し、負担金年度割合を３０パーセン

トで計算すると、年度負担額が６４３３万４千円となり、当初計画額の４８９０万４千円

を差し引きすると、１５４３万円となります。以上の額を合計すると、６７５４万７千円

となり、増額分として計上するものです。 

 次に教育費国庫補助金の中学校費補助金うち、学校施設環境改善交付金については、吉

川中学校建設工事国庫補助額の確定に伴う増額です。算出方法についてご説明します。採

択された武道場の交付金が５６８万３千円であり、事務費を１パーセント掛けると、交付

額は５７３万９千円となります。当初計画額が５５５万８５３５円であり、差し引きする

と、１８万１４６５円となります。なお、千円未満の端数は切り捨てとなるため、１８万

１千円となります。この額に不採択となった太陽光分の補助予定額である１７８万３千円

とプール分の補助予定額である５４６万６千円を引くと、合計で７０６万８千円のマイナ

スとなりますので、減額補正を行うものです。 

 次に教育債の義務教育施設整備事業債のうち、中学校建設事業債については、吉川中学

校建設工事の建築、電気、機械設備や国庫負担金及び補助金の確定に伴い、地方債と県貸

付金の確定に伴う予算減額です。当初の地方債と県貸付金の合計額が７億９１４０万円に

対し、見直し後の地方債と県貸付金の合計額が５億５７４０万円であったため、２億３４

００万円の減額補正を行うものです。 



平成３０年８月２３日 第９回 吉川市教育委員会 

11 

 

 次に補正予算書の４、５頁をご覧ください。小学校費の学校管理費のうち、学校管理運

営事業（小学校）の学校施設修繕料については、三輪野江小学校放送設備卓修繕、関小学

校暗幕修繕、中曽根小学校体育館雨漏り修繕など、計９か所の各学校の施設修繕を行うも

のです。また、漏水や雨漏りによる床板の剥がれなど学校配分予算では対応出来ない緊急

的な修繕費として１５０万円を計上します。 

 次に中学校費の学校管理費のうち、学校管理運営事業（中学校）の学校施設修繕料につ

いては、中央中学校普通教室及び技術室床修繕、南中学校外構フェンス及びブロック塀の

破損に伴う修繕など、計５か所の施設修繕を行うものです。また、小学校費と同様、学校

配分予算では対応出来ない緊急的な修繕費として５０万円を計上します。 

 次に工事請負費の解体撤去工事費については、中央中学校本校舎南側に設置されている

老朽化したプレハブ校舎の撤去及び処分費用です。 

 次に中学校費の学校建設費のうち、中学校建設事業の施工管理委託料及び学校施設整備

工事費については、吉川中学校建設に係る各事業が決定し、費用が確定しましたので、予

算減額を行うものです。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 学校教育課分についてご説明します。補正予算書２、

３頁をご覧ください。教育費県補助金の教育総務費補助金のうち、スクール・サポート・

スタッフ配置事業費補助金については、学校教職員の事務負担軽減のために配置するもの

で、県から３分の２の補助が出るものです。スタッフについては、９月１日から各校１名

配置される予定です。１６名の応募があり、学校の規模に応じて時間単位を設定していま

す。 

 次に補正予算書の４、５頁をご覧ください。教育総務費の教育指導費のうち、外国語教

育推進事業の語学指導助手派遣委託料については、見積額と比較し、安く契約が出来たた

め、減額補正を行うものです。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課分についてご説明します。補正予算書４、５頁をご覧く

ださい。社会教育費の市民交流センター費のうち、市民交流センターおあしす等管理事業

の施設修繕料については、多目的ホール緞帳開閉機械修繕に３８万７７４1円、エントラ

ンス上の雨樋及び配管修繕に３５万４７５８円の２件です。市民の利用に支障があったた

め、現予算で先行して修繕を行いました。これに緊急修繕料５０万円を合わせて、１２４

万２４９９円を計上するものです。 

 次に施設管理業務委託料については、おあしす、市立図書館及び視聴覚ライブラリーの

指定管理料の清算金です。光熱水費、電話料、公用・減免申請による使用料当について、

年度別協定で当初見込んだ額を上回ったため、１万６５２７円を支払うものです。 
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 次に市民交流センターおあしす改修事業のコミュニティスペース再構築業務委託料につ

いては、２階の子育て支援センターがある位置に飲食可能なコミュニティスペースを創出

するため、市場調査、募集要項の作成、選定委員会による運営事業者の決定までのコンサ

ルティング業務委託について、３月議会でおあしす改修の予算が修正されたことを受け、

事業者と協議し、変更契約を締結したことから、差額を減額するものです。 

 

○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５、第２７号議案「吉川市立中学校部活動の在り方に関する方針の策定につい

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２７号議案「吉川市立中学校部活動の在り方に関する方針の策定につ

いて」ご説明します。本案については、平成３０年３月スポーツ庁策定の「運動部活動の

在り方に関する総合的なガイドライン」及び平成３０年７月埼玉県策定の「埼玉県の部活

動の在り方に関する方針」が策定されたことから、県の方針を参考として吉川市の方針を

策定するものです。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 方針の１頁をご覧ください。埼玉県教育委員会では、

国のガイドラインに則り、「埼玉県の部活動の在り方に関する方針」が策定しています。こ

の方針については、市内中学校に配布しています。夏休み前の時期であったため、部活動

の休養日の設置は前倒しで実施しています。県方針では、運動部に加え文化部も対象とし

ているため、吉川市においても文化部を対象とした方針としています。 

 次に方針の２頁をご覧ください。国では部活動指導員の活用について定めていますが、

吉川市においては、部活動外部指導者を活用しているため、当面の間は、吉川市立中学校

部活動外部指導者派遣事業要綱」に則り、派遣を行います。 

 次に方針の４頁をご覧ください。適切な休養日等の設置について、現在、吉川市では土

曜日及び日曜日のどちらかを休養日に設定するよう学校長に伝えていますが、国・県方針

を受け、平日も１日休養日を設け、週当たり２日の休養日を設けるよう定めました。これ

は、生徒だけではなく教職員の負担軽減にも繋がるものであると考えています。ただし、

２週間以内に全国大会等への出場を控えている場合、校長の許可により休養日としないこ

とを可能としています。 

 また、１日の活動時間については、実活動時間を平日では２時間程度、学校の休業日で
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は３時間程度としました。さらに、夏季休業中においては、環境省が示す暑さ指数である

ＷＢＧＴの予想値や気象庁等から気温や湿度を把握して活動を行うよう定めています。 

 本日の教育委員会において議案可決後、校長会及び教頭会で説明し、９月中に各学校で

活動方針を策定してもらい、１０月から１１月にかけて運用及び周知徹底を図り、１２月

頃に公表していく予定です。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 部活動の休養日の設定について、部活動毎に休養日をバラバラに設定してし

まうと、結果、管理職が休めなくなってしまいます。その点を配慮していただきたいと思

います。例えば、日曜日は一斉に休みにするなど運用面での対応をお願いします。 

○中島委員 このような方針が出されたことは、大変画期的なことであると思います。後

は、この方針を運用面でしっかりと落とし込んで活用していただきたいと思います。休養

日についてもいつの間にかうやむやにならないよう、指導をしていただきたいと思います。

方針の４頁に一日の実活動時間について記載されていますが、練習試合が入ってくると、

朝から夜まで試合を行う状況が想定されます。その場合は、次の日に休養日を設けるなど

の対応が必要であると思います。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 お二人のご意見については、校長会等で話をしたい

と思います。 

○神田教育長職務代理者 外部指導者は現在、東中学校にはいないと思います。今後の予

定はどうでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 課題として残っていますので、体育協会と連携しな

がら指導者の確保に努めていきたいと思います。 

○中島委員 方針３頁に適切な指導の実施が記載されています。活動時間や休養日だけに

捉われることなく、特に指導者による殴る、蹴る等の行為がないよう徹底して学校に指示

を出して欲しいと思います。 

◎日程第６、協議第１号「平成３０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３０年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定につ

いて」ご説明します。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・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、
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事務局案として主要な１０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す。 

 なお、昨年度からの変更点としては３点です。１点目は、教育総務課の１番目、管理係

の昨年度選定事業である「教育委員会運営事業」を「就学援助事業（小中学校）」に変更し

ています。２点目は、教育総務課の２番目、営繕係の昨年度選定事業である「中学校建設

事業」を「施設整備事業（中学校）」に変更しています。３点目は、教育総務課の３番目、

学校給食センターについて、組織改編により、昨年度は「学校給食センター整備担当」の

「学校給食センター施設整備事業」を選定していましたが、今年度については、「学校給食

センター」の「学校給食センター整備運営事業」に変更しています。 

○染谷教育総務課長 選定事業変更に関する補足事項をご説明します。「就学援助事業（小

中学校）」の選定理由は、平成２９年度から新たに新入学学用品費の入学前支給を開始し、

点検・評価事業として相応しいと判断したためです。「施設整備事業（中学校）」の選定理

由は、平成２９年度に東中学校大規模改修を行い、点検・評価事業として相応しいと判断

したためです。なお、学校給食センターについては、事業名の変更のみで内容は昨年度と

同じです。 

 

○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７、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１点報告事項があります。次回の教育委員会会議の開催日時

ですが、平成３０年９月２７日木曜日、午後３時から美南小学校会議室において開催する

予定です。なお、会議に先立ち、１２時３０分から学校訪問を実施します。 

 

○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 夏休み期間中の子ども達の事件及び事故件数について教えてく

ださい。また、全国学力調査の分析結果について、次回の教育委員会で教えてください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 夏休み期間中の事故や事件は特に報告されていませ

ん。全国学力調査の分析結果については、次回の教育委員会で報告します。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 昼と夜の補導や街の応援団を活

用して声かけ等に取り組んでいますが、特に大きな事件等は報告されていません。 
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◎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 また暑さがぶり返しています。このままの暑さで新学期が始ま

らなければ良いと感じています。一昨日まで高校野球を観戦していましたが、勝った高校

も負けた高校も大きな志を持って試合に臨んでいたように思いました。子ども達も志や夢

を持つことが大きな励みになると思います。２学期が間もなく始まりますが、子ども達が

やる気と意欲を持って生活が出来るよう、残りの夏休みを過ごし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９月２７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９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２５号議案 平成２９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２６号議案 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第１号）について 可 決 

第２７号議案 吉川市立中学校部活動の在り方に関する方針の策定について 可 決 

 


