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吉川市教委告示第１９号 

平成３０年第１３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１２月１７日 

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

 

１ 日時  平成３０年１２月２０日（木）午後３時から 

２ 場所  吉川市役所３０１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 

(2) 平成３１年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定について 

４ 付議案件 

 (1) 会議録の承認について 

 (2) その他 
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開会の日時 平成３０年１２月２０日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３０年１２月２０日 午後４時００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 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 ０人 
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平成３０年第１３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１３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 報告第１４号 
平成３１年度就学予定者の学校選択等による指定校の

決定について 
〃 

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） 

○染谷教育長 ただいまから平成３０年第１３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１３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１３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。１１月申請分については、６件の申請があり、５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、報告第１４号「平成３１年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定

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１４号「平成３１年度就学予定者の学校選択等による指定校の決

定について」ご報告します。 

まず、小学校就学予定者に係る調整選択の申請は１５件ありましたが、いずれも規則の

規定に適合した申請内容であったため、全てを認定しました。 

次に、中学校就学予定者に係る学校選択の申請は６２件ありましたが、いずれも各校の

受入定数内の申請であったため、抽選を行わずに全て決定しました。 

なお、詳細は、担当課長から説明します。 

○清水副部長兼学校教育課長 小学校の指定校変更については、入学時、学区境１００メ

ートルに限り、選択区域を設けています。今年度より、栄小学校について選択に加える措

置を取りましたので、議案書３頁目の表のとおり、指定校の変更を認めましたので、ご報
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告します。 

 次に、中学校の学校選択については、１１月の教育委員会で経過報告をしたとおり、南

中学校を除き、規定数以内であったため、本年度も抽選を行わず、保護者の申請どおり認

めることにしました。各中学校の出入りについては、東中学校が１９名増で５学級、南中

学校が８名減で９学級、中央中学校が１１名減で７学級となりました。 

 

○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 中曽根小学校から栄小学校への変更申請について、距離がかな

りありますが、通学方法はどうなっているのでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 変更事由が「未来転居」となっているため、自宅が完成す

るまでは、保護者が車で送迎すると聞いています。 

○中島委員 学校選択の状況について、学校によって、「１学級増とならない人数」、「１学

級増までの人数」のように表現が分かれていますが、その理由を教えてください。 

○清水副部長兼学校教育課長 学校施設の状況などにより、受け入れることで学級数が足

りなくなってしまう場合などがあるため、学校によって表記が分かれています。 

 

◎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） 

（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３１年１月２３日水曜日、午後３時から吉川市立旭地区セン

ター会議室において開催する予定です。 

 次に、１２月議会における教育委員会関係部分の一般質問について 

 ３点目は生涯学習課から、４点目は学校教育課から、５点目は教育総務課から報告しま

す。 

○宗像生涯学習課長 ３点目の成人式について、ご説明します。日時は平成３１年１月１

３日日曜日の午後２時から、場所は中央公民館です。内容は式典とアトラクションを予定

しています。昨年と同様、式典については、実行委員長、市長あいさつ、来賓紹介、祝電

紹介で１５分程度を予定しています。アトラクションについては、例年同様、スライドシ

ョー、集合写真撮影など例年と同様の内容で午後４時３０分の終了を予定しています。 

 新成人は、７４３人で、今年は事前に出席の申し込みを受付けた結果、現時点で出席予

定者は５１４人となっています。中央公民館のホールは約５００席のため、ホールに入れ
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ない方は１０１・１０２会議室にスクリーンを設置し、そちらへご案内します。 

 また、ホールでは学校別に受付を行い、入場後は係員が座席を案内します。今年度も落

ち着いた式典となるように配慮いたします。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 ４点目の吉川中学校制服検討及び校章について、ご

説明します。制服については、保護者の関心が高いことから、公平公正・透明性を図るこ

とを第１に考え、制服検討委員会にて選定を行いました。なお、制服検討委員会は、中曽

根小学校ＰＴＡ会長、美南小学校ＰＴＡ会長、南中学校ＰＴＡ会長、南中学校校長、教頭、

生徒指導主任の７名で構成しています。 

 検討委員会は、計４回開催しました。内容についてそれぞれ説明します。第１回は、制

服に関するアンケート案を作成しました。この案を基に、今年の７月１２日から１８日に

かけて、南中学校生徒、中曽根小学校及び美南小学校の児童・保護者、南中学校教職員か

らアンケートを取り、ニーズ調査を実施しました。結果、南中学校生徒から１９７件、中

曽根小学校及び美南小学校の児童・保護者から６８２件、南中学校教職員から６４件の計

９４３件のアンケートを回収しています。プロポーザルの提案は、制服については８社、

ジャージについては９社がプロポーザルに参加しています。 

 第２回は、第一次審査として、「アフターフォロー、耐久性、安全対策、成長設計、ＬＧ

ＢＴ等の多様なニーズへの対応など、８項目に渡り書類審査を行い、制服は４社、ジャー

ジは３社を選定しました。 

 第３回は、第一次審査を通った制服業者４社のプロポーザルを行いました。南中学校教

職員８名、南中学校生徒１０名、南中学校・中曽根小学校・美南小学校の保護者計９名の

合計２７名による投票で決定しました。結果、制服は東京菅公学生服株式会社に決定しま

した。 

 第４回は、ジャージのプロポーザルを行い、株式会社カネマスに決定しました。なお、

結果については、２月に広報紙及び市ホームページでお知らせする予定です。 

○染谷教育総務課長 ５点目の小中学校のエアコン設置についてご報告します。１２月４

日に国から国庫補助金の内示がありました。内示額は１億５０２５万３千円となっていま

す。 

なお、あくまで内示の段階であり、現在は１月２５日開札の入札に向けて手続き等を進

めているところです。 

 また、国庫補助金の対象はあくまで買い取りとなっています。そのため、業者決定後、

買い取りについて調整を行っていきたいと考えています。 
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○染谷教育長（質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 吉川中学校の制服の件について、男子生徒からＬＧＢＴの申し出があった場

合の対応は、どの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 事例が発生した場合、内容を確認して慎重に検討し

ていきたいと思います。 

○染谷教育長 一般社会においてもスラックスを履いている女性は多くいますので、女子

生徒の場合は、ＬＧＢＴとは関係なしにスカートではなくスラックスを選択する可能性も

あります。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 吉川中学校の場合、女子生徒はスカートとスラック

スを両方認める形にしています。 

○鈴木委員 ＬＧＢＴに関する教育の機会が増えてきていると思いますが、いじめ等に繋

がる可能性もあるため、学校のフォローをお願いします。 

 

◎閉会の宣告（午後４時００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１

３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 本日、散歩をする時間があり、その際に小学校の女子児童と会

いました。「明日は終業式だね。休みが楽しみだね。」と声をかけたところ、クリスマス会

や習い事のパーティーなどの話を楽しそうに話してくれました。冬休みは短いですが、子

どもにとっては大事な行事がある期間です。冬休み中に様々な人たちとコミュニケーショ

ンを取ったり、日本の伝統行事を見る機会がありますので、良い体験をしてもらい、３学

期も元気に登校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３１年１月２３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 

 

   委     員     鈴木 真理 
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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１３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 

 


