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吉川市教委告示第３号 

平成３１年第３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３月２６日 

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

 

日 時  平成３１年３月２９日（金）午後３時から 

場 所  吉川市役所２０４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) 教育長が委任された事務の執行状況報告について 

付議案件 

 (1) 会議録の承認について 

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

(3) 吉川市社会教育指導員の委嘱について 

(4) 吉川市史編さん史料取扱員の委嘱について 

(5) 吉川市立小・中学校における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの

防止に関する要綱の策定について 

(6) 吉川市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則について 

(7) 吉川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則について 

(8) 吉川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する

規則について 

(9) 吉川市学校災害補償規則の一部を改正する規則について 

(10) 平成３１年度吉川市教育委員会事務局職員の人事異動について 

 (11) その他 
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開会の日時 平成３１年３月２９日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３１年３月２９日 午後４時２５分 

会議開催の場所 吉川市役所２０４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３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４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５号 教育長が委任された事務の執行状況報告について 〃 

日程第４ 第１０号議案 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 〃 

日程第５ 第１１号議案 吉川市社会教育指導員の委嘱について 〃 

日程第６ 第１２号議案 吉川市史編さん史料取扱員の委嘱について 〃 

日程第７ 第１３号議案 
吉川市立小・中学校における妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントの防止に関する要綱の策定について 
〃 

日程第８ 第１４号議案 
吉川市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規

則について 
〃 

日程第９ 第１５号議案 
吉川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の一部

を改正する規則について 
〃 

日程第１０ 第１６号議案 
吉川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る規則の一部を改正する規則について 
〃 

日程第１１ 第１７号議案 吉川市学校災害補償規則の一部を改正する規則について 〃 

日程第１２ 第１８号議案 
平成３１年度吉川市教育委員会事務局職員の人事異動に

ついて 
〃 

日程第１３ ― 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３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４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４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、２月申請分については、５件の申請があり、全て認定となってい

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

等の入学前支給の審査結果についてご報告します。前回の教育委員会でご報告したとおり、

１２５件の申請があり、所得等の審査を行いました。その結果として、新小学校１年生が

申請者８１名に対し４５名が認定、新中学校１年生が申請者５３名に対し４２名が認定と

なっています。なお、認定された方については、３月８日付で支給しています。 

 

○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 不認定となっている申請者について、何か傾向などはありますか。 

○染谷教育総務課長 所得が高いため、不認定となっている方が多いです。 

○小林委員 所得のラインなどは何か基準があるのでしょうか。 

○染谷教育総務課長 各家庭の世帯数等の状況により、認定基準額が異なります。問い合

わせも多くいただいているため、平成３１年度からは市ホームページなどに認定される所

得の例などを記載していきたいと考えています。 

 

◎日程第３、報告第５号「教育長が委任された事務の執行状況報告について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び報告を求める発言） 
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○中村教育部長 報告第５号「教育長が委任された事務の執行状況報告について」ご報告

します。今回の報告については、吉川市就学援助費支給要綱の一部改正について報告する

ものです。なお、詳細については、担当課長から説明します。 

○染谷教育総務課長 今回の改正内容は、２点あります。１点目は、平成３１年度から国

の補助対象費目に、新たに「卒業アルバム代等」が追加されたことを受け、費目を追加す

るものです。なお、平成３１年度当初予算において、小学校が１０，８９０円、中学校が

８，７１０円の単価で予算計上しています。 

 ２点目は、マイナンバー制度施行に伴い、個人番号記入欄を設ける必要があることから、

関係する様式を改正するものです。これまでは転入者が就学援助制度を申請する場合、前

住所地の自治体で課税証明書を取得する必要がありましたが、今回の改正により、その手

続きが省略されるため、申請者の負担軽減に繋がると考えています。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（質疑及び意見なし） 

 

◎日程第４、第１０号議案「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」 

○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１０号議案「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」ご

説明します。本案については、各小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任期が

満了となったことにより、議案書の表に掲げる者を平成３１年４月１日付で新たに委嘱す

るため、提出するものです。なお、任期は平成３３年３月３１日までです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 学校医にとって、負担となっていないでしょうか。 

○清水副部長兼学校教育課長 医師会側の要望に沿って設定をしています。 

 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１０号議案「学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第５、第１１号議案「吉川市社会教育指導員の委嘱について」 

○染谷教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 
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○中村教育部長 第１１号議案「吉川市社会教育指導員の委嘱について」ご説明します。

本案については、市の社会教育の推進を図るため、社会教育の特定分野の指導・相談・社

会教育関係団体の育成等に関する業務を行う社会教育指導員に、荒井一美氏を委嘱したい

ので、吉川市社会教育指導員設置に関する規則第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） 

○中島委員 荒井氏は、非常に熱心に取り組んでいると思います。是非、継続をお願いし

たいと思います。 

 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１１号議案「吉川市社会教育指

導員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第６、第１２号議案「吉川市史編さん史料取扱員の委嘱について」 

○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１２号議案「吉川市史編さん史料取扱員の委嘱について」ご説明し

ます。本案については、市史編さん事業で収集した古文書や歴史的行政文書などの整理・

保存及び活用に関する業務を進めていくため、吉川市史編さん史料取扱員２名を委嘱した

いので、吉川市史編さん史料取扱員設置規則第２条の規定により提案するものです。 

 史料取扱専門員の広瀬純氏については再任とし、史料整理員の三原奈美氏については３

月１５日に面接選考試験を実施し、今回新規での委嘱となります。なお、任期は平成３１

年４月１日から平成３２年３月３１日までです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 広瀬氏の勤務状況について、教えてください。 

○宗像生涯学習課長 広瀬氏については、平成２０年度から携わっていただいていますが、

啓発事業については様々な提案をしていただき、事業に繋がっています。 

○中島委員 面接の状況はどうでしたか。 

○宗像生涯学習課長 ５名の応募があり、採点上位の三原氏を採用しています。三原氏に

ついては、「協調性が高い」との意見等が３名の面接者からありました。 

 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 
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採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１２号議案「吉川市史編さん史

料取扱員の委嘱について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第７、第１３号議案「吉川市立小・中学校における妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントの防止に関する要綱の策定について」 

○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１３号議案「吉川市立小・中学校における妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメントの防止に関する要綱の策定について」ご説明します。本案について

は、市内小中学校における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止、いわ

ゆるマタニティハラスメントの防止に関する要綱を策定し、平成３１年４月１日からの施

行をするため、提案するものです。 

 この要綱に従い、市内小中学校の教職員が安心して勤務できる環境を整えていきます。

また、各小中学校長と連携を密にし、教職員への周知を進めていきます。 

 

○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 妊娠すると、どうしても休む期間が長くなりますので、このよ

うな要綱を作ることはとても大切なことであると思います。 

○中島委員 相手にとってハラスメントの捉え方が違うと思います。どのように考えてい

ますか。 

○清水副部長兼学校教育課長 最近は、言い回しの部分が大変問題になっていますので、

管理職に対し、指導していきたいと思います。セクハラやパワハラも同様であると考えま

す。 

○中島委員 学校教育課の職員にも相談ができるようですが、学校教育課に男性しかいな

い場合、相談をしにくいと思いますが、どう対応する予定ですか。 

○清水副部長兼学校教育課長 来年度は学校教育課の指導主事として女性職員が配置され

る予定です。また、学務保健係に女性職員がいますので、活用していきたいと考えていま

す。 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１３号議案「吉川市立小・中学

校における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関する要綱の策定に

ついて」は原案のとおり可決された。 
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◎日程第８、第１４号議案「吉川市教育委員会事務局組織規則等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１４号議案「吉川市教育委員会事務局組織規則等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､次の２点の事項について一部改正を行うもの

です。１点目は、職員の再任用に関する職名を変更するため、「吉川市教育委員会事務局組

織規則」「吉川市教育委員会の職名に関する規則」「吉川市図書館条例施行規則」「吉川市民

交流センターおあしす条例施行規則」をそれぞれ一部改正するものです。 

 ２点目は、吉川市教育委員会事務局組織規則に明記されている、吉川市立学校給食セン

ターの名称が誤っているため、正しい名称に修正するものです。 

 

○染谷教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 学校給食センターの名称が変更となった理由は何でしょうか。 

○染谷教育総務課長 これまでは第一学校給食センター、第二学校給食センター、栄小学

校調理場、関小学校調理場と４か所ありましたが、平成２８年度に現在の学校給食センタ

ーに統合しています。その際、名称を吉川市立学校給食センターとしました。 

 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１４号議案「吉川市教育委員会

事務局組織規則等の一部を改正する規則について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第９、第１５号議案「吉川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の一部を

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１５号議案「吉川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の一

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､規則の別表に定めている職員

区分の中に、総合体育館の職員が明記されているため、これを削除するものです。 

 

○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） 

 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 
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採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１５号議案「吉川市教育委員会

職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則について」は原案のとおり可決され

た。 

 

◎日程第１０、第１６号議案「吉川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る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１６号議案「吉川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る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､教育委員会が市長

部局に補助執行している事務等について、関係部署がスポーツ推進課に限定されているこ

とから、現状に即した内容に改正を行うと共に、併せて、文言の修正を行うものです。 

 

○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） 

 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１６号議案「吉川市教育委員会

の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則について」は原案のと

おり可決された。 

 

◎日程第１１、第１７号議案「吉川市学校災害補償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１７号議案「吉川市学校災害補償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､規則に明記されている、「日本体育・学校健康センター」

の名称が「独立行政法人日本スポーツ振興センター」に変更されているため、所要の改正

を行うものです。 

 

○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） 

 

○染谷教育長 （採決の宣告・採決） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１７号議案「吉川市学校災害補
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償規則の一部を改正する規則について」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第１２、第１８号議案「平成３１年度吉川市教育委員会事務局職員の人事異動に

ついて」 

（人事案件のため非公開） 

 

◎日程第１３、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６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４月２６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３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は、事前に口

述書を配布していますので、ご参考としてください。 

 ３点目・４点目は学校教育課から、５点目・６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点目の小中学校の入学式への出席については、前

回の教育委員会でお知らせをしています。当日、よろしくお願いいたします。 

 次に、４点目の小中学校の転入・採用教職員着任式の案内については、通知をお渡しし

ていますので、ご確認ください。 

○宗像生涯学習課長 ５点目の吉川市史編さん委員の辞職の承認及び後任の委嘱について

ご説明します。現委員である神田教育長職務代理者より、諸事情により辞職の申し出があ

りましたので、後任として中島教育委員にお願いするものです。 

 次に、６点目の文藝よしかわの刊行についてご説明します。文藝よしかわについては、

吉川市の文芸活動に普及、及び向上を目指し刊行しています。今年度は「大切なもの」を

テーマに、６部門で合計３３７点の作品が寄せられ、１７２点が掲載されています。 

 

○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 先日、鈴木委員と共に文部科学省が主催する研修会に参加して

きましたので、報告します。当日は分科会も開催され、私は働き方改革の分科会に参加し

ました。働き方改革の実施が言われている中ですが、小学校では英語教育が始まり、プロ

グラミング教育も始まるなど、先生達の負担は一向に減っていない状況がわかりました。

他自治体の事例発表では、部活動に先生が出なくて済むよう人材を確保したり、午後６時

以降に留守番電話を設定するなどの話がありました。しかし、多くの自治体が課題を沢山
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抱えていることが分かりました。 

○鈴木委員 私は不登校といじめ対策に関する分科会に参加しました。先進自治体として、

府中市の話を聞きました。これは、小学校５年生を対象にした全生徒のスクールカウンセ

ラーによる面接実施というもので、とても素晴らしい仕組みであると思いました。吉川市

でも可能であれば、取り組んでいただければと思います。 

 また、いじめの問題については、アンケートを頻繁に行っている自治体は、いじめの認

知度が上がっているという話がありました。吉川市の場合はアンケートをどのくらいの頻

度で実施しているのか教えて欲しいです。 

○窪田学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 小学校については、学校によっ

て様々です。学期ごとに実施している場合や年間に複数回実施している場合があります。

中学校については、「心と身体の安全点検」というアンケートを毎月実施しています。 

 なお、小学校については、個別相談週間などを設けて実施している学校もあります。来

年度は、小学校に各校１名ずつスクールカウンセラーが配置されます。年間１１回で１回

につき半日の相談を行いますので、有効活用していきたいと思います。 

 

◎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３１年第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 平成３０年度の教育委員会については、本日で終了となります。

一年間、ありがとうございました。私は、先日卒業式に出席し、子ども達の集中した姿を

見ることができ、次年度も希望と志を持って進んでもらえると感じました。私達も教育委

員として、子ども達のために必要な教育環境を作っていきたいと思います。 
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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。 
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参考資料 

 付議された議案等の処理結果  

平成３１年第３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１０号議案 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 可 決 

第１１号議案 吉川市社会教育指導員の委嘱について 可 決 

第１２号議案 吉川市史編さん史料取扱員の委嘱について 可 決 

第１３号議案 
吉川市立小・中学校における妊娠、出産、育児又は介護に関する

ハラスメント防止に関する要綱の策定について 
可 決 

第１４号議案 
吉川市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則につ

いて 
可 決 

第１５号議案 
吉川市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正

する規則について 
可 決 

第１６号議案 
吉川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

の一部を改正する規則について 
可 決 

第１７号議案 吉川市学校災害補償規則の一部を改正する規則について 可 決 

第１８号議案 平成３１年度吉川市教育委員会事務局職員の人事異動について 可 決 

 


