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吉川市教委告示第１８号 

平成３０年第１２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１１月１９日 

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

 

１ 日時  平成３０年１１月２２日（木） 午後３時から 

２ 場所  吉川市立南中学校会議室 

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 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第２号）について 

(3) 平成３０年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

(4) 吉川市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について 

(5) 人事に関する内申について 

  (6) その他 
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開会の日時 平成３０年１１月２２日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３０年１１月２２日 午後４時２５分 

会議開催の場所 吉川市立南中学校会議室 

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 小林 照男 

   ４ 中島 新太郎 

   ５ 鈴木 真理 

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３０年第１２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１２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３０号議案 
平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第２号）につ

いて 
〃 

日程第４ 第３１号議案 
平成３０年度教育委員会の事務に関する点検評価報告

書について 
〃 

日程第５ 第３２号議案 
吉川市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則に

ついて 
〃 

日程第６ 第３３号議案 人事に関する内申について 〃 

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１２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１２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１２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。１０月申請分については、２件の申請があり、１件が認定、１件が不認定

となっています。 

 

○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３０号議案「平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第２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３０号議案「平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第２号）につい

て」ご説明します。本案については、１２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提案するものです。別紙、吉川市一般会計補

正予算（第２号）の１頁目をご覧ください。 

 まず、歳入予算については、８９万４千円を増額し、教育費の歳入予算の総額を１３億

５６３６万８千円とするものです。 

 次に、歳出予算については、１９９万１千円を減額し、教育費の歳出予算の総額を２８

億７６７９万１千円とするものです。 

 次に、補正予算書の１０頁目をご覧ください。こちらについては、債務負担行為補正の

教育委員会関係部分を掲載しています。なお、詳細については、各担当課長から説明しま

す。 
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○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、補正予算書の４・５

頁目をご覧ください。学校給食センター運営事業の備品購入費については、各小中学校に

必要な配膳台を購入するものです。内訳は、美南小学校に５台、三輪野江小学校に１台、

南中学校に１台、中央中学校に１台です。 

 次に、補正予算書の６・７頁目をご覧ください。学校管理運営事業（小学校）の備品購

入費については、来年度、クラス数が増加する小学校に必要な備品を購入するものです。

主な内容は、三輪野江小学校や美南小学校に教師用机椅子、オルガンなどを購入します。 

 次に、教育振興事業（小学校）の扶助費のうち、要保護準要保護児童援助費補助金につ

いては、当初の支給見込み額に対し、残額が発生する見込みであるため、減額をするもの

です。 

次に、学校管理運営事業（中学校）の備品購入費については、小学校と同様、来年度、

クラス数が増加する中学校に必要な備品を購入するものです。主な内容は、南中学校や中

央中学校に教師用机椅子などを購入します。 

 次に、教育振興事業（中学校）の扶助費のうち、要保護準要保護児童援助費補助金につ

いては、当初の支給見込み額よりも予算が不足する見込みであるため、増額をするもので

す。 

 次に、補正予算書１０頁目をご覧ください。債務負担行為補正についてご説明します。

まず、小中学校空調設備整備事業については、１３年間のリース方式により、東中学校を

除く小学校８校、中学校２校の普通教室に平成３１年６月を目途にエアコンを新設するも

のです。また、特別教室や管理諸室へ新設及び更新を行います。 

 次に、小学校パソコン賃貸借事業については、小学校のパソコン教室に設置されている

教育用端末機器一式を１年間再リースするものです。 

 次に、南中学校仮設校舎賃貸借事業については、校庭に設置されているプレハブ校舎４

教室分を１年間再リースするものです。 

〇宗像生涯学習課長 生涯学習課分についてご説明します。補正予算書８・９頁目をご覧

ください。公民館施設管理事業の光熱水費については、水道費等が増えており、予算が不

足する見込みであるため、増額をするものです。なお、現在、漏水などがないか調査をし

ているところです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 補正予算書５頁目の給与費（事務局費）について、減額補正となっている理

由を教えてください。 
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〇染谷教育総務課長 当初予算で見込んでいる数字は、平成２８年度実績を基に政策室で

算出していますが、実際に配置される職員の年齢構成比や職位などの要因により、金額に

誤差が生じたため、補正予算を計上しているものです。なお、他の給与費についても同様

の理由となります。 

〇中島委員 補正予算書７頁目の学校管理運営事業（小学校）の光熱水費について、増額

の理由を教えてください。 

〇染谷教育総務課長 電気料金が増えたことによるものです。理由については、今年の夏

は猛暑日が続いたため、エアコンを使用する頻度が増えたため、電気料金が増額したもの

と考えています。 

〇中島委員 中学校の電気料金はどうなっていますか。 

〇染谷教育総務課長 中学校については、他の需用費と相殺した結果、現予算で足りる算

出となりましたので、今回の補正予算には計上していません。 

〇神田教育長職務代理者 補正予算書１０頁目の空調設備整備について、現在の進捗状況

を教えてください。 

〇染谷教育総務課長 前回ご説明した内容からの進捗状況としては、今月中に国から補助

金の内示が出される予定ですが、今のところ大きな動きは特にありません。国の方からは、

リース方式や買い取り方式に対する補助について、特に回答なども出ていないところです。

吉川市としては、普通教室、特別教室、給食受領ホールなどにエアコンを設置するための

費用を要求しています。 

〇中村教育部長 来年７月までに設置をすることが第１の目的であったため、そのために

はリース方式で設置しないと間に合わないことから、リース方式を選択しました。ただし、

国では、買い取り方式であれば、補助金も出しますし、起債をつけても借金の７割は国が

面倒を見るという内容が発表されていますが、リース方式は対象外となっています。その

理由としては、市に所有権がないものに対して、補助をすることは出来ないというもので

した。今後も国の動向を注視していきます。 

〇中島委員 来年７月までに全教室にエアコンを設置して欲しいと思います。 

〇染谷教育総務課長 まずは予算を確保し、来年６月末までに整備し、７月稼働を目指し

て取り組んでいきます。 

〇鈴木委員 エアコン設置に伴う光熱水費の増額分について、保護者負担になることはあ

るのでしょうか。 

〇染谷教育総務課長 全て市費で賄います。 
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◎日程第４、第３１号議案「平成３０年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書に

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３１号議案「平成３０年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書

について」ご説明します。本案については、１０月２５日開催の第１１回教育委員会にお

いて、教育委員の皆様からご意見等をいただき、これを踏まえ、報告書案を作成したもの

です。 

 なお、本報告書については、１２月定例市議会で各議員に配布し、市ホームページで公

表します。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 就学援助事業について、貧困対策の一環として、吉川市内において子ども食

堂が１か所運営されていると聞いています。これに対する市からの支援や補助はあるので

しょうか。また、中学校３年生については進学に対する経済力の問題が出てきます。市に

おいて、奨学金制度の創設について、考えはあるのでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 貧困対策については、担当部署が教育委員会ではな

いため、詳細についてはお答えすることができませんが、教育総務課長、学校教育課長、

生涯学習課長が貧困問題対策に関する庁内検討会議の委員として出席しています。今年度

末までに計画を策定する予定ですが、その中において、子ども食堂に対する支援や奨学金

制度について研究をしているところです。 

○中村教育部長 子ども食堂の整備にあたっては、国か県の補助金を活用していると聞い

ています。運営主体は福祉楽団になります。担当部署である子育て支援課とも、物資調達

などの面で連携を図っていると聞いています。 

○神田教育長職務代理者 吉川市の子ども食堂は凄く良い内容で運営していると聞いてい

ます。外国人や高齢者の利用も多いと聞いています。 

○中島委員 ブロック塀の点検について、アンケートを実施していると思いますが、結果

はどうなっていますか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 ブロック塀については、昨今の事故などもあったこ

とから、学校長を中心に通学路におけるブロック塀の危険性について調査を行ってもらい、

結果を集約したところです。結果については、道路公園課など関係各課に提出しています。

民地に接するブロック塀もあるため、担当課において、該当箇所への訪問、相談の通知を

投函するなどの対応をしていただいています。 
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○染谷教育総務課長 学校施設におけるブロック塀については、教育総務課の有資格者の

職員が全学校を調査済みです。特に問題は報告されていません。 

○中島委員 市史編さん事業について、吉川市の歴史的資料を常設展示するような取り組

みをするのはどうでしょうか。例えば、中央公民館などの施設内に設置はできないでしょ

うか。 

○宗像生涯学習課長 歴史的資料については、今後の活用を考えているところです。常設

展示については、郷土資料館になると思います。また、出張展示や企画展示を市民交流セ

ンターおあしすなどを活用して実施できないかどうか検討しているところです。なお、新

庁舎の入り口にあるロビー周辺のコーナーにおいて、夏休み期間中に企画展示を行ってい

ます。 

○中島委員 報告書の１４頁目に学校給食センターのモニタリング評価に関する記載があ

ります。５段階中３の評価となっていますが、これは良い評価なのでしょうか。 

○染谷教育総務課長 何も問題なく運営している場合の評価が３となりますので、４や５

の評価になることはほとんどありません。何か新しい取り組みを行っている場合に４や５

の評価となることがあります。 

（その他、文言修正や書き方についての指摘事項あり。） 

○染谷教育長 いただいたご意見等については、精査を行い修正・加筆等を行いたいと思

います。 

 

◎日程第５、第３２号議案「吉川市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則につい

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「吉川市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則につ

いて」ご説明します。本案については、平成３１年度より吉川市立小・中学校管理規則の

第１章、第３条に定める学校における休業日の中の「（４）開校記念日」を削除するととも

に、削除に伴う項を変更するため、この案を提案するものです。 

 この改定に従い、各小中学校と連携を密にし、授業時数の確保に努めるとともに保護者・

地域への周知を進めていきます。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 開校記念日の削除については、近隣自治体の動向を

見ながら検討を進めてきました。草加市、八潮市、越谷市などでは３年ほど前から既に削

除がされています。新天皇即位により、来年５月のゴールデンウィーク期間が大幅に伸び

る予定であるため、来年度の小中学校の授業日数を確保する問題が出ていました。特に小
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学校６年生や中学校３年生の授業日数が不足する状況であるため、今回の改正を行うもの

です。なお、教職員については、これまでも開校記念日は通常勤務をしているため、特に

大きな問題はないと考えています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 改正内容については、問題はないと思います。議案書内に記載されている吉

川市立小・中学校管理規則第３条の条文が略されているため、どのような内容なのか教え

てください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 第３条の条文は「学校における休業日は、次のとお

りとする。」となっています。その後に議案書に記載している１号から８号までの内容が記

載されています。 

○小林委員 これまで休業日として取り扱っていた開校記念日を廃止するという考えでよ

ろしいでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 その通りです。課業日として取り扱うことになりま

す。 

○中島委員 これまで、児童生徒に対して開校記念日の意義を教えていたと思いますので、

開校記念日が削除されても、意義については継続して児童生徒に伝えて欲しいと思います。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 中島委員の意見については、各学校に伝えたいと思

います。また、保護者や地域の方に説明するための通知を作成していきたいと思います。 

 

◎日程第６、第３３号議案「人事異動に関する内申について」 

（人事案件のため非公開） 

 

◎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） 

（人事案件として３件を非公開にて報告） 

○中村教育部長 事務局から５点報告事項があります。まず、１点目の次回の教育委員会

会議の開催日時ですが、平成３０年１２月２０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。 

 次に、２点目の来年の教育委員会開催について、前回の教育委員会において、平成３１

年１月から３月分の教育委員会開催日程をお渡ししましたが、誤りがありましたので、再

度、配布いたします。ご確認をお願いします。 
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 ３点目及び４点目は学校教育課から、５点目は生涯学習課から報告します。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 ３点目の中学校の新入生の学校選択について、ご説

明します。本日午後５時が提出期限となっていますが、現時点での速報値をお伝えします。

東中学校から中央中学校への選択が１６件、南中学校から東中学校への選択が１件、南中

学校から中央中学校への選択が７件、中央中学校から東中学校への選択が３６件となって

います。結果、東中学校が２２名増、南中学校が８名減、中央中学校が１４名減となり、

いずれも選択範囲内となるため、現時点では今年度も抽選は行わない方向となっています。 

次に、４点目の部活動の在り方に関する方針についてご説明します。先日の教育委員会

で議案として提出していますが、各中学校における方針の職員に対する周知期間が終了し

ました。それに伴い、各学校から活動方針が提出されましたので、本日、配布しました。

概ね、各中学校とも市のガイドラインに沿って作成をしてもらっています。平日は少なく

とも１日は休業日とし、土日・祝日は少なくとも１日以上を休業日とします。ただし、週

末に大会があり、２日以上活動した場合は、大会終了後の平日を休養日として充てること

になっています。例えば、２日大会で活動した場合は、平日２日を休みにするということ

になります。これにより、生徒の健康を守り、職員の負担軽減を図りたいと考えています。 

○宗像生涯学習課長 ５点目の塚越慎子マリンバコンサートについてご説明します。日時

は、平成３１年２月１６日土曜日、午後２時から、場所は中央公民館ホールにて実施しま

す。また、アウトリーチとしてコンサートに先立ち、２月１４日に吉川小学校の３年生、

２月１５日に北谷小学校の４年生を対象にマリンバ奏者の塚越慎子さんとピアノ奏者の志

村和音さんが学校で授業を行っていただく予定となっています。 

 本事業は、一般財団法人地域創造の「公共ホール音楽活性化支援事業」を活用した、

市制施行２０周年記念事業として平成２８年度に実施したものと同様の授業スキームとな

っています。今回も世界的なマリンバ奏者である塚越慎子さんをお招きすることができま

したので、児童生徒、市民の皆様に一流の音楽に親しんでいただけるよう広報に努めます。

時期が近づきましたら、改めてご案内します。 

 

○染谷教育長（質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 先週くらいで、東京都内の私立小学校の進学状況が整ったと聞いています。

吉川市内の新１年生の中で私立学校に進む子どもはどのくらいいるのでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 １件、該当児童がいると聞いています。 

 

◎閉会の宣告（午後４時２５分） 
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○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１

２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、病気をして入院する時期がありました。自分の健康を過

信していたところがあり、現役の教師だった頃もそのような思いでいました。今回のこと

があって思ったことは、今の先生達も子ども達のことを優先し、自身の健康を顧みない方

が多くいらっしゃるのではないかと思います。健康あっての日々の生活・活動であると実

感しましたので、先生や子ども達に健康な生活を送るよう声かけを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１２月２０日 

  

教  育  長     染谷 行宏 

 

   教育長職務代理     神田 美栄子 

 

   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１２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３０号議案 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第２号）について 可 決 

第３１号議案 
平成３０年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書につ

いて 
可 決 

第３２号議案 吉川市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について 可 決 

第３３号議案 人事に関する内申について 可 決 

 


