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吉川市教委告示第２号 

平成３１年第２回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

平成３１年２月１９日 

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

 

日 時  平成３１年２月２２日（金）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 

(2) 専決処理事項の報告について 

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４号）について 

(3) 平成３１年度吉川市一般会計予算について 

(4) 吉川市少年センター条例の一部を改正する条例について 

(5) 吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

(6) 適応指導教室指導員の任命について 

(7) 教育相談・補導員の任命について 

(8) さわやか相談員の任命について 

(9) 平成３１年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申について 

(10) その他 
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開会の日時 平成３１年２月２２日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３１年２月２２日 午後５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３１年第２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２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３号 専決処理事項の報告について 〃 

日程第４ 第２号議案 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第４号）について 〃 

日程第５ 第３号議案 平成３１年度吉川市一般会計予算について 〃 

日程第６ 第４号議案 吉川市少年センター条例の一部を改正する条例について 〃 

日程第７ 第５号議案 吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 〃 

日程第８ 第６号議案 適応指導教室指導員の任命について 〃 

日程第９ 第７号議案 教育相談・補導員の任命について 〃 

日程第１０ 第８号議案 さわやか相談員の任命について 〃 

日程第１１ 第９号議案 
平成３１年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する

内申について 
〃 

日程第１２ ― 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３１年第２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２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２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、１月申請分については４件の申請があり、３件が認定、１件が不認定となって

います。不認定となった１件については、所得が基準額を超えていたことが理由となって

います。 

次に、平成３１年４月入学予定の新小中学校１年生に支給する、「新入学児童生徒学用

品費等入学準備金の入学前支給」の申請結果につきまして、ご報告します。１月末までの

期限で受付を行った結果、１２５件の申請がありました。その内訳は、新小学校１年生が

８１名、新中学校１年生が５２名となっています。今後については、所得等の審査を行い、 

３月末に支給をしていく予定です。 

○染谷教育総務課長 入学前支給の申請件数は、前年度に比べ４５件増加しています。そ

の理由としては、周知回数を増やしたことによるものだと考えています。これまでは、年

１回、学校を経由しての周知のみでしたが、今年度は、中央公民館、市民交流センターお

あしす、子育て支援課に案内を設置しました。他に、施設職員や子育て支援課職員から案

内をしてもらったこともあり、件数が増えたのだと思います。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（質疑応答） 

○中島委員 在学している児童生徒の保護者への通知はどのようにやっていますか。 

○染谷教育総務課長 これまでは、年１回の通知でしたが、来年度については、学期ごと
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の配布やＰＴＡを通じて周知することを予定しています。 

○神田教育長職務代理者 新小学校１年生への配布はどのように対応していますか。 

○染谷教育総務課長 就学時健康診断の際に配布しています。 

 

◎日程第３、報告第２号「専決処理事項の報告について」 

○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３号「専決処理事項の報告について」ご報告します。本件につい

ては、平成３０年１２月８日に発生した少年センター建物への衝突事故について、少年セ

ンターの移転が決定したことに伴い、本復旧工事相当分を示談したものです。 

本来は、事前に教育委員会に諮る必要がありますが、教育委員会を招集するいとまがあ

りませんでしたので、専決処理として報告するものです。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 衝突事故により壊れた部分の撤

去と修繕を１月実施で考えていましたが、１２月１４日に地権者から土地返還の話があっ

たため、５月頃に少年センターの解体工事をする必要性が出てきました。その場合、１月

に撤去と修繕をしても５月に解体しなければいけないため、費用面等も考慮し、示談とい

う形で対応させていただきました。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 少年センターの移転時期を教えてください。また、衝突事故の規模を教えて

ください。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 移転時期は平成３１年５月の連

休中を予定しています。なお、事故内容については、２階に上がる階段の手前に車がぶつ

かったもので、建物への影響はありませんでした。 

○神田教育長職務代理者 移転先の場所を教えてください。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 旧教育委員会事務局があった建

物に移転します。 

 

◎日程第４、第２号議案「平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第４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２号議案「平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第４号）について」 

ご説明します。本案については、市議会３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。別紙、吉川市一般会計
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補正予算（第４号）をご覧ください。 

歳出予算については、７億３０３３万２千円を増額し、教育費の歳出予算の総額を３６

億７１２万３千円とするものです。なお、詳細につきましては、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。教育費国庫補助金のうち、小中学校費補助金の冷房設備対応臨時特例交付金につい

ては、エアコンに関する補助金となります。なお、２月１日に国から決定通知が届いてい

ます。 

 次に、歳出についてご説明します。教育総務費のうち、学校給食調理事業の給食材料費

については、小中学校の児童生徒人数等が確定したことにより、残額が発生する見込みで

あることから、減額補正するものです。 

 次に、小学校費及び中学校費のうち、小中学校空調設備導入事業の空調設備購入費につ

いては、１月２５日に指名競争入札が行われ、指名業者１０者のうち３者が参加し、ＮＥ

Ｃキャピタルソリューション株式会社に決定しました。なお、金額は税込で７億３８０６

万３３６円です。 

 次に、中学校費のうち、学校管理運営事業（中学校）の体育大会派遣補助金については、

当初の見込みよりも支払予定額が少なかったことにより、減額補正するものです。 

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

務費のうち、教育指導推進事業の臨時職員賃金については、事務支援員の配置が９月にず

れ込み、残額が発生する見込みであることから、減額補正するものです。 

次に、教育内容充実事業の臨時職員賃金については、特別支援員の勤務時間が当初の想

定よりも少なくなった等の理由により、減額補正するものです。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課分の歳出についてご説明します。社会教育費のうち、社

会教育総務費の社会教育推進事業の臨時職員賃金については、三輪野江小学校で実施して

いる放課後子ども教室の開催予定数が学校行事等により、２５回の見込みに対して２０回

の開催となったため、減額補正するものです。 

次に、公民館費の社会教育推進事業の講師謝礼については、１１月に実施した演劇公演

の執行残額を減額するものです。次に、地区センター施設管理事業の光熱水費については、

日常実施している施設点検において、旭地区センターの南側屋根の庇の下パネル部分が破

損しているのを発見したため、緊急修繕費を光熱水費から流用しました。その分を含め、

今後の光熱水費に不足額が生じたため、増額補正をするものです。 
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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 歳入の寄附金のうち、社会教育費寄附金の内容を教えてください。 

○宗像生涯学習課長 今回の寄附金については、文化芸術振興に役立てて欲しいという趣

旨で市に寄附をいただきましたので、補正予算として計上するものです。 

 

◎日程第５、第３号議案「平成３１年度吉川市一般会計予算について」 

○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３号議案「平成３１年度吉川市一般会計予算について」ご説明します。

本案については、３月定例議会に市長から提案される平成３１年度一般会計予算案のうち、 

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。 

平成３１年度吉川市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５４億３３００万円で、 

平成３０年度当初予算と比較して２４億４９００万円の増額となっています。このうち、

教育委員会所管分の歳出については、５１億１２６６万８千円となり、一般会計予算総額

の２０．１パーセントを占めています。 

 また、前年度との対比では、１９億５６６９万７千円の増額となっています。増額の主

な要因は、平成３２年４月に開校予定の吉川中学校の建設及び整備に伴う費用が増額した

ことによるものです。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。始めに、債務負担行為につい

てご説明します。債務負担行為は全て吉川中学校に関する内容となっています。施設機械

警備業務委託事業については、警備保障に関する業務委託です。警備保障予定箇所として

は、職員来客出入り口、生徒用昇降口、職員室、校長室、音楽室などを予定しています。 

次に、中学校パソコン整備事業については、パソコン教室に関する費用です。整備内容

は、生徒用のタブレットパソコン４０台、教職員用パソコン１台等を予定しています。 

次に、校務用パソコン整備事業については、教職員用パソコン５０台をシンクライアン

ト方式によるデータセンター管理により整備を行うものです。 

 次に、歳入についてご説明します。教育費国庫負担金のうち、中学校費負担金の公立学

校施設整備費国庫負担金については、吉川中学校建設に係る負担金です。内容は本校舎部

分と屋内運動場部分の負担金額となっています。 

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

吉川建設中学校に係る補助金です。内容は柔剣道場となる武道場部分と校庭部分の補助金

額となっています。 

次に、歳出についてご説明します。教育総務費のうち、学校給食料理事業の臨時職員賃
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金については、美南小学校に給食配膳員を１名増加することになったため、前年度よりも

増額となっています。 

次に、小学校費のうち、学校管理運営事業（小学校）の光熱水費については、エアコン

設置後に電気とガスの使用量増加が見込まれるため、前年度よりも増額しています。 

次に、用地購入費については、吉川中央土地区画整理事業による栄小学校保留地の購入

です。土地区画整理事業が開始された当初から栄小学校のグラウンド部分保留地の取り扱

いについて、調整を行ってきました。今後の利活用を含め検討した結果、市として保留地

を購入する方針となったため、予算計上するものです。 

次に、学校施設整備事業（小学校）の学校施設整備工事費については、中曽根小学校に

通級指導教室を設置するための工事費です。普通教室１室を間仕切り３部屋に分け、エア

コンを設置します。併せて電話回線を引き込む工事も行います。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 補足です。通級指導教室については、北谷小学校に

２教室が設置されていますが、駅南側から通っている児童が増えていることから、利便性

を考慮し、中曽根小学校に設置するものです。 

○染谷教育総務課長 次に、中学校費のうち、学校管理運営事業（中学校）の光熱水費に

ついては、小学校と同様、エアコン設置後に電気とガスの使用量増加が見込まれるため、

前年度よりも増額しています。 

次に、用地購入費については、吉川中央土地区画整理事業による中央中学校保留地の購

入です。小学校と同様の理由で調整・検討を行った結果、保留地を購入するものです。 

次に、学校施設整備事業（中学校）の学校施設整備工事費については、中央中学校の防

球ネット設置工事と南中学校の駐輪場解体工事に関する費用です。中央中学校については、

野球のボールが学校外に飛び出してしまう事例が報告されていたことから、近隣住宅への

安全性を高めるため、野球グラウンド東側のネット延伸を行うものです。南中学校につい

ては、仮設校舎北側に設置されている仮設駐輪場を撤去する工事です。平成３２年の卒業

式後から３月末にかけて解体する予定です。 

次に、開校準備事業（中学校）の内容については、吉川中学校の竣工式費用や職員室及

び事務室用消耗品の購入費用、既存３中学校にある机椅子と美南小学校職員室の机椅子を

吉川中学校に配置するための運搬業務委託料です。 

次に、中学校建設事業の学校施設工事費については、吉川中学校の建築、電気、機械設

備一式の工事費用です。平成３１年度の負担割合は７割となっています。工事は、校庭・

駐車場・フェンスの外構工事、付帯棟工事、植栽工事に分けて実施します。管理用備品購

入費及び教材備品購入費については、管理用備品としては楽器等備品、家電、家具関係備
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品等を購入します。教材備品としては、国語、数学、社会、理科、外国語、音楽等教材ご

とに必要な備品を購入します。 

○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。教育総

務費のうち、教育指導推進事業の学齢簿システム導入委託料については、従前は、手書き

を中心に入力していた学齢簿をシステム化するものです。将来的には就学援助費などにも

活用することが出来るシステムとなっていますが、今回は学齢簿のみをシステム化します。 

次に、教育内容充実事業の日本語学習支援業務委託料については、支援対象となる児童

生徒が増加しているため、前年度よりも増額しています。 

次に、学校開校事業については、吉川中学校に関する予算です。保健の消耗品費などが

計上されています。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 少年センター分の歳出について

ご説明します。教育総務費のうち、健全育成活動事業の家庭訪問支援員報償については、

新規事業となります。内容は、不登校で引きこもりや引きこもりがちになっている児童生

徒に対し、家庭訪問を行って個別支援をするものです。教員、精神福祉士、社会福祉士な

どを目指している学生を育成している大学と連携し、１１名程度を少年センターに派遣し

ていただきます。勤務体系については、週２回で１回につき４時間程度を予定しています。 

なお、家庭訪問の際は、必ず教職員、少年センター職員、スクールソーシャルワーカー

などが同行します。 

次に、少年センター施設管理事業の引越業務委託料、施設整備工事費、解体撤去工事費

については、少年センター移転に関する費用です。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課分の歳出についてご説明します。社会教育総務費のうち、

社会教育推進事業については、内容が多岐に渡るため、主な事業についてご説明します。

平成２９年度から三輪野江小学校で開室した「放課後子ども教室」については、放課後の

子ども達の安全・安心な居場所を確保するとともに、タブレットを活用した自主学習、元

プロサッカー表選手によるサッカー教室などのプログラムを実施し、８２名の方に参加し

ていただきました。平成３１年度も、引き続き、三輪野江小学校で実施し、子ども達の放

課後の過ごし方の充実を図っていきます。 

 次に、平成２７年度から学校法人ワタナベ学園の協力を得て実施している「子ども大学

よしかわ」については、子ども達の学ぶ力や生きる力を育むとともに、地域で地域の子ど

もを育てることを目的に実施しているもので、市も経費の一部を負担して継続していきま

す。 

 次に、「文藝よしかわ第３号」については、幅広い世代から３３７点のご応募をいただき、
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３月に刊行を予定しています。平成３１年度も引き続き、文藝よしかわを刊行します。さ

らに、平成３１年度は、俳句・短歌・川柳の審査員である田中氏を講師としてお招きし、

小学生を対象にした俳句コンクールを実施します。 

 さらに「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、一流

の音楽家による学校でのアウトリーチやクラッシクコンサートを開催し、市民が身近に本

物の音楽に触れる機会を創出します。 

 次に、文化財保護事業については、郷土資料館の運営を変更し、より使いやすい施設と

なるよう改善します。具体的には、現在、毎週土曜日に開館しているところを、６月から

８月、１２月から２月の６か月間、閉館期間を設けて資料整理を行います。また、約３０

０名の小学生が来館する２月にイベント等で使用する簡易水洗トイレを設置します。 

次に、市史編さん事業については、三輪野江出身の元埼玉県知事「大沢雄一物語」、旭

地区出身の「宮崎吉之助物語」に続き、平成３１年度は吉川地区出身で株式会社トミーの

創業者である「富山栄市郎氏」の偉業を伝えるリーフレットを作成し、広く市民に伝えて

いくよう努めます。 

 次に、公民館費の公民館施設管理事業については、エレベーターの入替え、１０１・１

０２研修室の床修繕を実施します。 

次に、公民館費の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、

市民が参加する演劇プロジェクトを実施します。 

文学、音楽、演劇、歴史文化の事業を実施していくことに合わせて、市民文化祭の開催

や文化連盟への補助金交付等を通じて、広く芸術文化の振興を図るとともに、関係各課と

連携して文化芸術を総合政策として展開していきます。 

 次に、市民交流センターおあしす等管理事業については、施設修繕費として、非常用発

電機、図書館学習室の雨漏り、空調機器の修繕を実施したいと考えています。また、平成

３１年度が指定管理基本協定の最終年となることから、平成３２年度以降の指定管理者の

選定に係る手続きを実施します。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 教育総務費のうち、学校給食センター運営事業のＰＦＩ施設整備費について、

何か新しい整備を行うのでしょうか。 

○染谷教育総務課長 施設の工事費用等を分割払いしている分の費用となりますので、新

規の整備はありません。 

○小林委員 社会教育費のうち、公民館費の社会教育推進事業の照明操作委託料について、
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近年、都市部を中心に公民館のホールが全く借りられない状態となっています。そのため、

地方のホールに需要が集中している状況です。これは意見ですが、吉川市の音響や照明操

作は、他市と比べ使用しにくい環境にあると感じています。そのため、演出のクオリティ

が下がるなどの影響が出ていると思います。使用しやすい環境になるようご検討をお願い

します。 

○神田教育長職務代理者 教育総務費のうち、教育内容充実事業の学生ボランティア報償

について、内容を教えてください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 主に教育実習が終了した学生に対して、学校側が声

をかけて学習支援などをお願いしています。報償費の内容は、給食費や保険費用となって

います。 

○神田教育長職務代理者 教育内容充実事業の日本語学習支援業務委託料について、国際

友好協会の人たちがおあしすで行っている日本語教室の指導は無償であると聞いています。

教育委員会で予算を取っているのであれば、国際友好協会の人たちへの支援も出来ないで

しょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 国際友好協会との連携について、研究させていただ

きます。 

○神田教育長職務代理者 学校保健事業の産業医報酬について、来年度の体制や今年度の

実績を教えてください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 ２名体制となり、２校に対して活動していただいて

います。なお、今後決定しますので、現時点では未確定となっています。 

○神田教育長職務代理者 健全育成活動事業の家庭訪問支援員について、関係機関と連携

を深めながら取り組んでもらいたいと思います。 

○中島委員 吉川中学校工事の進捗状況を教えてください。また、楽器は非常にお金がか

かると思いますが、４月開校当初の状況はどうなるのでしょうか。 

○染谷教育総務課長 全体の工事進捗率は２月末時点で２５パーセントの予定です。概ね

想定どおりの進捗率となっています。なお、楽器などの備品購入に関する予算は消費税増

税を見込んで要求していますが、消費税増税前に早めに購入することを予定しています。

また、購入するものについても再度精査を行っていく予定です。 

○中島委員 部活動の状況はどうなるのでしょうか。 

○染谷教育総務課長 部活動がどのような状況になるのか不透明な部分がありますが、ま

ずは購入を予定している備品を中心に使用してもらう予定です。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 生徒の人数が決まらないと部活動も決まらない状況
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です。１学期後には内容が分かってくると思います。 

 

◎日程第６、第４号議案「吉川市少年センター条例の一部を改正する条例について」 

○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４号議案「吉川市少年センター条例の一部を改正する条例について」

ご説明します。本案については、少年センターの土地の返還に伴い、少年センターを移転

しようとするものです。少年センターについては、現在、賃貸借契約を結んでいる地権者

から、平成３１年８月末までに返却するよう申し入れがあったため、旧教育委員会へ移転

することとします。また、建物は解体し、更地にして地権者へ返還するものです。 

 なお、来年度予算において改装工事を実施する予定です。 

 

○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、第５号議案「吉川市立学校給食センター運営委員会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５号議案「吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」 

ご説明します。本案については、吉川市立学校給食センター運営委員会を開催するため、

委員の委嘱をしたいので、この案を上程するものです。 

 

○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８、第６号議案「適応指導教室指導員の任命について」 

○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６号議案「適応指導教室指導員の任命について」ご説明します。本案

については､少年センター適応指導教室に通級する児童生徒の自立と学校生活への適応に

係る指導を行うため、渋沢 忠幸氏及び進通 綾乃氏を適応指導教室指導員に任命したいの

で、吉川市少年センター適応指導教室指導員設置規則第２条の規定に基づき提案するもの

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 事前に広報で募集を行ったとこ

ろ、今回の２名から申請があり、先日、面接を開催して決定したものです 
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○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９、第７号議案「教育相談・補導員の任命について」 

○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７号議案「教育相談・補導員の任命について」ご説明します。本案

については､青少年の非行防止と健全育成のため、引き続き、田代 貴子氏を教育相談・補

導員として任命したいので、吉川市教育相談・補導員設置規則第２条の規定に基づき提案

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１０、第８号議案「さわやか相談員の任命について」 

○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８号議案「さわやか相談員の任命について」ご説明します。本案につ

いては､児童生徒や保護者からの相談等に応じ、学校、家庭、地域社会との連携を図ること

で、いじめや不登校などの問題に対応するため、東中学校に九条 滋子氏、南中学校に島辺 

百合子氏、中央中学校に岩田 玲子氏をさわやか相談員として任命したいので、吉川市さわ

やか相談員設置規則第２条の規定に基づき提案するものです。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 募集を行ったところ、倍の人数

から申請がありましたので、面接を行い、上位３名を採用しています。なお、配置につい

ては、これまでの各学校での経験年数等を踏まえ、配置転換等をしています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 相談員の配置について、何か決まりはありますか。年数が長い方が生徒・保

護者との関係が良くなるのではないでしょうか。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 特に年数で異動する決まりはあ

りません。子ども達との関係等、複数の要素で決めています。 

○鈴木委員 生徒・保護者と相談員との間に相性の良し悪しが出てしまうケースがあると

思います。例えば、相談員と合わない場合、他学校に勤務している相談員に話をしても良
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いのでしょうか。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 話をしてはいけないことはあり

ません。実際に他学校の相談員に繋げた事例もありますが、基本はその学校にいる相談員

に相談した方が、管理職や学年主任などに円滑に繋げてくれると思います。 

○鈴木委員 信頼関係が最も大切であると思いますので、窓口となる相談員と相性が合わ

ないと、それ以降先に進めない保護者が出てくると思います。相談員のケアの仕方や保護

者への声のかけ方等については、より慎重に取り組んで欲しいと思います。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 今年度の相談員については、小

中学校ともよく連携して取り組んでいます。他の相談業務を含めると、現時点で延べ３５

４８件の相談を受けています。今後も事前研修等で指導をしていきたいと思います。 

○神田教育長職務代理者 カウンセリングは話を聞くことが基本となりますが、どうして

も自分の経験を話しがちです。研修等で再度カウンセリングの重要性について伝えて欲し

いと思います。 

 

◎日程第１１、第９号議案「平成３１年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内

申について」 

（人事案件のため非公開） 

 

◎日程第１２、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４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３月２９日金曜日、午後３時から吉川市役所会議室に

おいて開催する予定です。 

 次に、２点目の平成３１年教育委員会開催一覧についてですが、平成３１年の教育委員

会日程が確定しましたので、一覧表を配布します。なお、会場は４月に確定します。 

 ３点目は学校教育課から、４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点目の小中学校の卒業式、入学式への出席につい

てご説明します。卒業式と入学式の出席者が確定しましたので、当日はよろしくお願いし

ます。 

○宗像生涯学習課長 ４点目のマリンバコンサート開催報告についてご説明します。２月

１６日土曜日、中央公民館ホールにて、塚越慎子マリンバコンサートを開催しました。当

日は、２６８名の方にご来場いただき、マリンバのソロ演奏やオリジナル曲のほか、「ボレ
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ロ」や「惑星」といったスケールの大きい曲が演奏され、皆様からご満足の声を多くいた

だきました。 

また、コンサートに先立ち、アウトリーチとして２月１４日に吉川小学校、２月１５日

に北谷小学校を対象に学校で授業を行い、参加した児童は音楽室で楽しく一流の音楽に触

れ、またその子ども達が土曜日のコンサートに保護者と一緒に来場する姿も見受けられま

した。 

 当事業については、来年度も地域創造からの補助を受けながら実施していく予定です。 

 

○染谷教育長（質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 千葉県野田市において、児童虐待の事件が報道されました。吉川市において

は、どのような対応をしているのか教えてください。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 学校で虐待の疑い等の案件が発生した場合、学校か

ら児童相談所に通報することも可能ですが、まずは市子育て支援課に相談し、子育て支援

課から児童相談所に通報することになっています。学校から直接児童相談所に話をするこ

とも可能ですが、その場合、市に情報が入らなくなってしまうため、必ず市子育て支援課

を経由することにしています。なお、それらの情報については、市教育委員会、少年セン

ター、スクールソーシャルワーカーも共有します。 

○中島委員 市の弁護士との関係はどうでしょうか。 

○清水教育部副部長兼学校教育課長 弁護士との連絡体制が既に出来ていますので、様々

な場面で連携を図ることが可能です。 

 

◎閉会の宣告（午後５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３１年第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 今、小学校では６年生を送る会の練習が沢山行われています。

また、中学校では来週が公立高校の受験となっているため、今が最も大変な時期であると

思います。小学校６年生や中学校３年生だけではなく、進級する全ての子ども達がしっか

り学んで次の段階に進んで欲しいと思います。 
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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３月２９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 
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付議された議案等の処理結果 

 
平成３１年第２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２号議案 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第４号）について 可 決 

第３号議案 平成３１年度吉川市一般会計予算について 可 決 

第４号議案 吉川市少年センター条例の一部を改正する条例について 可 決 

第５号議案 吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 可 決 

第６号議案 適応指導教室指導員の任命について 可 決 

第７号議案 教育相談・補導員の任命について 可 決 

第８号議案 さわやか相談員の任命について 可 決 

第９号議案 
平成３１年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申

について 
可 決 

 


