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吉川市教委告示第４号 

平成３１年第４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４月２３日 

                  吉川市教育委員会教育長  戸張利恵    

 

日 時  平成３１年４月２６日（金）午後３時から 

場 所  吉川市役所２０２会議室 

付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 教育委員会規則について 

(3) 平成３１年度吉川市教育行政重点施策について 

(4) 学校評議員の委嘱について 

(5) 第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について 

(6) その他 
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開会の日時 平成３１年４月２６日 午後３時００分 

閉会の日時 平成３１年４月２６日 午後４時２０分 

会議開催の場所 吉川市役所２０２会議室 

教育長 戸張 利恵 

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 戸張 利恵 

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    佐藤 勝俊 

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     菊名 久子 

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（教育総務課課長補佐兼管理係長） 石田 和親 

傍聴人 ０人 
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平成３１年第４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 第１９号議案 教育委員会規則について 〃 

日程第３ 第２０号議案 平成３１年度吉川市教育行政重点施策について 〃 

日程第４ 第２１号議案 学校評議員の委嘱について 〃 

日程第５ 第２２号議案 第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について 〃 

日程第６ ― 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） 

 傍聴人の入場 

○戸張教育長 ただいまから平成３１年第４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 

○戸張教育長 （議題の宣告） 

○戸張教育長 （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、第１９号議案「教育委員会規則について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○中村教育部長 第１９号議案「教育委員会規則について」ご説明いたします。本案につき

ましては、平成３１年３月２０日付けで公布された吉川市少年センター条例の一部を改正す

る条例につきまして、令和元年５月２７日より施行するため、この案を提案するものでござ

います。 

 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

（質疑及び意見なし） 

採決の結果、原案のとおり決定することに異議なし、第１９号議案「教育委員会規則につ

いて」は原案のとおり可決された。 

 

◎日程第３、第２０号議案「平成３１年度吉川市教育行政重点施策について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○中村教育部長 第２０号議案「平成３１年度吉川市教育行政重点施策について」ご説明い

たします。 議案書２頁及び配付しております「平成３１年度吉川市教育行政重点施策」を

ご覧ください。本市におきましては、第５次吉川市総合振興計画に基づき教育行政を推進し

ています。第５次吉川市総合振興計画後期基本計画では、教育文化部門のまちづくりの目標

として、「生きがい・学び・伸びゆくまちづくり」と題し、「１ 生涯学習による人づくり・

まちづくり」「２ 豊かな人間性を培う学校教育の充実」「３ 青少年健全育成の充実」「４ 幼

児教育の充実」「５ 家庭・地域・学校の連携」「６ 多彩で個性ある文化の創造と伝承」の

６つの柱で構成しています。 
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 これに加えて、子ども達が学んでよかった、保護者が通わせてよかった、地域に在ってよ

かった、教職員が勤務してよかったと思える「子ども達が夢や未来にチャレンジできる学校

づくり」を目標として、平成３１年度の重点施策を推進することといたしました。 

 配付している「平成３１年度吉川市教育行政重点施策」をご覧ください。今年度について

は、平成３１年度に重点的に取り組む施策を選定し、７頁以降の「重点的な取り組み及び重

点事業」に各重点施策の具体的な事業概要を掲載しています。 

 昨年度からの主な変更点としては、各課において新規で実施する事業を反映していますが、

それ以外の大きな変更点はありません。なお、各施策の事業内容については、担当課長から

説明いたします。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 学校教育課所管分についてご説明します。始めに１０頁をご

覧ください。「校内研修・研究委嘱や授業研究発表などの指導・支援」については、今年度か

ら新たに学力向上推進研究を主たる教科を外国語として中曽根小学校で実施します。また、

体力向上推進研究を関小学校で実施します。委嘱期間は今年度と来年度の２年間でございま

す。 

 次に、１２頁をご覧ください。「総合型校務支援システム（ＩＣカード導入による出退勤管

理）」については、こちらのシステムを昨年度から導入し、教職員の事務負担の軽減及び効率

化の推進を図っています。今年度は各種名簿、通知表、指導要録等の作成システムを市内で

統一するとともに、ペーパーレス化を推進していきます。また、ＩＣカード導入による教職

員の勤務状況の把握を行い、改善を促してまいります。 

次に、１３頁をご覧ください。「学校事務支援員の配置」については、昨年９月からしてお

ります。教職員が行っていたワークシートの印刷やチラシなどを各学級分に分けていくなど

様々な事務の負担を軽減し、教職員が児童生徒に関わる時間の確保につなげていきます。 

○菊名学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 少年センター所管分についてご説

明します。「アウトリーチ支援（家庭訪問支援員）」については、様々な理由で登校渋りや不

登校となり、家庭にひきこもりがちな、またはひきこもっている児童生徒に対して、定期的

に家庭訪問し、児童生徒への個別の状況に応じた支援を行っていきます。勤務内容としては、

配置校の校長の指揮監督のもと、教職員、相談員等々と連携し、登校渋りや不登校児童生徒

に対する家庭訪問、相談室や教室での支援、少年センター適応教室での支援及びスクールソ

ーシャルワーカーの連携を計画しております。 

○染谷教育総務課長 教育総務課所管分についてご説明します。始めに１４頁の「小中学校

空調機設置」については、３月から工事を始めましたが、全ての小中学校の室内空調機の設

置が完了しております。現在は室外機の設置工事を進めておりますが、明日からの１０連休
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も休まず行い、新規の設置につきましては６月末、既存のエアコンにつきましては９月１日

からの稼働を目指して順調に進捗しております。 

 次に、「吉川中学校建設工事」については、昨年６月末から工事を進めておりますが、今年

度におきましては建築工事、機械設備工事、電気工事が順調に進んでおり、現段階における

建設分の進捗率は約４０％となっております。今後におきましては、外構工事として、校庭

整備と駐車場整備をそれぞれ一つの工事として考えるほか、もう一つとしまして防球ネット

工事を行います。また、付帯棟工事としまして屋外体育倉庫、部室、駐輪場、ごみ置場を４

つ目の工事として考えております。５つ目としまして植栽工事を考えさせていただいており

ます。 

 次に、１５頁の「吉川中学校備品類購入及びＩＣＴ教育環境の整備」については、吉川中

学校の開校に伴い、必要な備品類の購入準備を進めております。また、教職員の校務用パソ

コンや生徒用の学習系パソコンなど、ＩＣＴ教育環境の整備について精査しながら準備を進

めております。 

次に、「学校給食センターでの取り組み」については、なまずの日献立の提供でございます。

こちらは平成２９年度のベトナムｄａｙにちなみまして、なまずを学校給食に提供させてい

ただいた事業でございますが、市として７月２日をなまずの日として制定したことから、昨

年度も提供しております。今年度につきましても、なまず料理を提供できるよう献立を検討

しております。 

 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課所管分についてご説明します。始めに２０頁の「地域寺子

屋事業の充実と支援」については、平成３０年度は６個所で実施しました。今年度も６箇所

にて実施する予定です。 

 次に、２１頁の「放課後子ども教室の充実」については、平成２９年度から三輪野江小学

校で実施していますが、今年度については６月から週一回、月曜日に実施する予定です。学

校施設を活用しながら、安心安全な居場所を確保すると共に、学力、体力、非認知能力を育

むプログラムを実施し、子どもの放課後の過ごし方の充実を図ってまいります。 

 次に、２４頁の「芸術文化活動への支援」については、演劇・文学・音楽など様々な事業

を実施するなかで、芸術文化の振興を図ると共に、関係課と連携をいたしまして、文化芸術

を総合的な政策として展開してまいりたいと考えております。市では平成３１年２月に「文

化芸術を総合政策として推進するための基本的な方針」を策定いたしました。策定に当たり

ましては、平成３０年６月から文化庁の審議員も務められております太下義之氏をお招きし、

講演や職員の検討会議への助言をいただきながら案を策定し、１月に市民の方に案をお示し
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するとともに、太下氏の助言もいただき、決定したものです。内容としては、国の方針であ

ります「文化芸術基本法」、「文化芸術の振興に関する基本的な方針」などを踏まえ、これま

で同様、文化芸術の礎たる表現の自由と、文化芸術活動の自主性を尊重しつつ、文化芸術振

興にとどまることなく、文化芸術をコミュニティ、国際交流、子育て支援、高齢・障がい福

祉などの様々な分野に多面的に活用することにより地域の課題解決につなげてまいりますと

いう基本的な考え方及び、これをどうやっていくのかということについて７つの事業をモデ

ル事業として掲載しております。これらを踏まえ庁内各課と連携をしながら文化振興を図っ

てまいりたいと考えております。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 初めに、幼児教育の充実についてですが、保育所・幼稚園・小学校の連携とな

っておりますが、子ども園を入れておいたほうが良いと思います。次に、ＩＣＴ教育環境の

整備についてですが、通信技術は目まぐるしい変革を遂げており、インフラ整備をした矢先

に陳腐化してしまう可能性もあることから、今後整備するに当たっては、十分に先を見越し

た予算確保に留意されると良いと思います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 保幼小の連携連絡協議会につきましては、今年度新たにでき

たところを踏まえて検討してまいりたいと思います。 

○染谷教育総務課長 ＩＣＴ教育環境の整備につきましては、近年建設した千葉県柏市の中

学校や現在建設中のさいたま市の中学校における整備状況を視察するなどして、検討してま

いりたいと思います。 

○神田教育長職務代理者 保育所・幼稚園・小学校の連携についてですが、連携となります

と深い形で毎年計画的に入れることになるため、吉川市ではまだ難しいと考えています。そ

こで、保育所・幼稚園・子ども園・小学校の交流・連携としていただければと思います。   

アウトリーチ支援については、４月の取り組み状況と今後の展開について伺います。演劇公

演の開催については、練習場所の確保策について改善いただければと思います。最後に、学

校教育を高めるため、特に若手教員の研修を充実していただければと思います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 子ども園との連携については、これから始めるところですが、

小学校との連携になりますと本市の場合はこれまである程度、小学校と保育所、幼稚園を指

定させていただき、その中で行っております。できるところから交流・連携を少しづつ深め

られたら良いと考えております。連絡協議につきましては、これまでの進め方をもう一度見

直した上で、より良い連携が図られるよう検討してまいりたいと思います。 

○菊名学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 「アウトリーチ支援（家庭訪問支
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援員）」については、６月の実施に向け、４月は児童・生徒の現状把握に努めています。実態

としましては、中学校で約５０人の登校渋りや不登校の報告を受けています。また、５月７

日調査の結果報告に基づき各学校に伺って状況を判断し、学生と相談しながら心理的アプロ

ーチを進めてまいります。 

○宗像生涯学習課長 練習場所につきましては、昨年度は３７回の稽古を行い、おあしすだ

けでなく、中央公民館や地区公民館など、できるだけ分散して施設を利用したところでござ

いますが、引き続き配慮しながら施設を利用していきたいと考えております。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 教育委員会として教職員の研修の充実に取り組んでいきたい

と考えております。また、臨時的任用教員の方、特に若い経験の教員の方を中心に学校教育

課副主幹などによる個別指導の際は、授業を受ける子どもが喜ぶような授業力の向上が図ら

れる研修の充実に努めてまいりたいと思っております。また、教員一人一人の授業力の向上

が図られるよう、校長先生とともに支援してまいりたいと思います。 

○中島委員 保幼小の連携がどの程度図られ、また、保幼からあがってくる子どもを小学校

がどのように受け止め引き継いでいるのか、とても大切なことである。現状、保幼小連携連

絡協議会の機能がどこまで小学校の方に伝わっているのか伺いたい。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 前任校であります栄小学校を例としてお答えいたします。幼

稚園教諭、保育士、小学校教職員が時間の許す限り相互に伺うなどの交流を通して、子ども

たちの情報共有を図っております。こちらは入学前のみならず、入学後についても幼稚園教

諭、保育士の先生方に小学校に来校していただき、そのときの様子によって助言いただくこ

ともあります。また、子どもの交流会につきましては、すべての地区の詳細にわたる実態把

握はできておりません。昨年度、栄小学校におきましては、午睡や食事の時間があるため全

員一緒に交流することはできませんでしたが、ある程度の時間差をもって小学校一年生の子

どもたちと入学予定の子どもたちとの交流会を作りまして、楽しく小学校に通える雰囲気は

出しています。先生方の様々なアイデアによって交流や連携を深めることができるものと思

っております。 

○中島委員 是非、交流・連携を深めていただきたいと思います。 

○神田教育長職務代理者 保育所では年長児がスムーズに小学校進めるよう、２学期後半か

ら取り組んでいますが、子どものよさを引き出すためには小学校教職員の意識改革も必要と

考えます。幼稚園教諭、保育士、小学校教職員が交流・連携を深めるため、有識者の話を聴

く機会を設けることも大切であると考えます。また、秋祭りなど子どもが入りやすいところ

から小学校との交流に取り組んでいきたいと思います。 

○中島委員 保幼小については是非、実効性の高い交流・連携を深めていただきたいと思い
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ます。次に、「アウトリーチ支援（家庭訪問支援員）」についてですが、学生さんは何名くら

いでどのような指導をしていくのか、もう少し具体的に伺います。 

○菊名学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 先ずは中学生へのアプローチの仕

方を少年センターで研修し、その後相談役として登校渋りや不登校の児童・生徒に対面させ、

家から一歩でも二歩でも出す、そして、少年センターに通ってきたときに話を聴く活動とな

っております。 

○中島委員 学生さんを子どもの身近に相談できる方として繋げ、そこからその子自身の意

欲を引き出そうとする、「家庭訪問支援員」として取り組みを進めるものと理解しました。是

非、進めていただければありがたいと思います。次に、スクールカウンセラーについてです

が、先日、鈴木委員から府中市の取り組みとして、スクールカウンセラーをある学年の全員

に付け、一年間かけて面接を行ったところ、大きな効果があったとの話がありました。本市

においても同様の対応が可能であるか伺います。 

○菊名学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 埼玉県スクールカウンセラーとし

て、小学校には２名が配置され、小学校ごとに半日、１１回であることから、計画的に面談

を実施しております。中学校につきましては、各校週に１回の勤務となっております。東中

学校は木曜日、中央中学校は金曜日、南中学校は水曜日となっておりますが、年間の勤務が

４０日のため生徒全員との面談は難しいと考えますが、常駐して相談を受けております。ま

た、昨年度のスクールカウンセラーの相談件数につきましては、中学校で１０７件となって

おります。なお、小学校につきましては今年度からの取組となってございます。 

○中島委員 旭小学校や三輪野江小学校などにおいては、ある学年全員の面談を実施するは

可能と考えますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

○菊名学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 今後、いただきましたご意見のと

おり検討してまいります。 

○鈴木委員 スクールカウンセラーの先生には、全員面談が実施可能な学校があれば、小さ

なことも発見できることがあるはずなので、是非実施していただきたいと思います。次に、

幼児教育の充実については、子育ての目安「３つのめばえ」の活用を促進しますとあります

が、現状では幼稚園や保育園に家庭教育アドバイザーが伺い講演する機会がないため、子育

てについて保護者と話し合える機会を設けていただければありがたいと思います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 これまでも就学時検診時などにおいて保護者の悩みを共有い

ただいておりますが、今後は教育委員会としてできることを保育所、幼稚園に働きかけてま

いりたいと思います。 

○宗像生涯学習課長 この２年間、社会教育委員会のなかで家庭教育に関する議論をしてい
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ただき、今年の３月に家庭教育について報告書をとりまとめ、社会教育委員会から前教育長

に提言をいただきましたが、報告書のなかで家庭教育アドバイザーの活躍の場を増やすこと

などが記載されております。教育委員会としては家庭教育学級の交付金事業について説明会

を開催し、保育所や幼稚園へ働きかけてまいります。 

 

○戸張教育長 （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２０号議案「平成３１年度吉川市

教育行政重点施策について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第４、第２１号議案「学校評議員の委嘱について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○中村教育部長 第２１号議案「学校評議員の委嘱について」ご説明いたします。本案につ

いては、吉川市立小・中学校管理規則第１９条の２第２項の規定により、学校長の推薦に基

づき、平成３１年度学校評議員を委嘱するものです。 

 なお、任期については令和元年５月１日から令和２年３月３１日までとします。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○戸張教育長 （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２１号議案「学校評議員の委嘱に

ついて」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５、第２２号議案「第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○中村教育部長 第２２号議案「第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について」ご説

明いたします。本案については、今年度、三郷市・八潮市・吉川市の３市による平成３１年

度第２５採択地区教科用図書採択協議会が開催され、小学校教科用図書である国語、書写、

社会、算数、理科、生活、音楽、図工、家庭、保健、道徳、外国語、中学校教科用図書であ

る国語、書写、社会、数学、理科、音楽、美術、技術、家庭、保健体育、外国語が選定され

る予定となっています。 

 まず、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」第１３条第４項の規定につ

いては、４「採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内

の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校及び
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中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会（次項及び第十

七条において「採択地区協議会」という。）を設けなければならない。」と定められています。

この規定に基づき、第２５採択地区教科用図書採択協議会規約を定めるため、この案を提出

するものです。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○戸張教育長 （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２２号議案「第２５採択地区教科

用図書採択協議会規約について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第６、その他 

○戸張教育長（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５点報告事項があります。 

１点目は、次回の教育委員会会議の開催日時ですが、令和元年５月３１日金曜日、午後１

時３０分から吉川市学校給食センター会議室において開催する予定です。 

２点目は、平成３１年教育委員会について、先日、一覧表を送付していますが、全ての日

程が確定しましたので、ご確認をお願いします。 

３点目は、平成３１年度埼葛地区教育委員会連合会理事会等について、通知を配付しまし

たので、ご確認をお願いします。 

４点目及び５点目については学校教育課から報告します。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 ４点目は、市内小中学校運動会・体育祭への出席について通

知案を配付しました。同日に２校お願いする場合は近隣の学校で考えておりますので、日程

のご確認をお願いします。 

５点目は、市長キャラバン美南小学校の進捗状況について申し上げます。５月１９日と２

３日の２日間にわたり行う予定となっております。内容は、美南小学校の児童数等について

でございます。今後、美南小学校入学予定の保護者から疑問や不安をお聞かせいただき、意

見交換をしてまいりたいと考えております。 

○中村教育部長 美南小学校の児童数につきましては、今後さらに増えて大規模校になる可

能性があることなどから、議会でも度々質問されております。今回、市の考えをお話しする

と同時に、保護者の皆様の不安を受け止めたいとの考えから市長キャラバンを開催し、市長

がご意見を伺わせていただきます。 
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○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 先日、テレビで吉川市職員について報道されました。吉川市職員は人権教育を

推進する立場にあるなか、あのような発言が出た状況について伺います。また、市の対応に

ついて伺います。 

○中村教育部長 先日、市長からの談話も発表されておりますが、どのような事情があって

も職員が発言するべきものではないことから、御本人様をはじめ関係者の皆様に、心からお

詫び申し上げるとともに、関係職員の処分について検討を進め、全職員に対して再発防止に

向けて研修を行っていくことをお答えさせていただいております。 

○宗像生涯学習課長 今回は職員の発言でございましたので、直接の担当は庶務課となりま

すが、教育委員会といたしましても、市長部局と連携しながら、引き続き人権感覚を養う人

権教育を推進してまいります。 

○中島委員 分かりました。市民の方の中には、市職員があのような発言をすることに強い

怒りがあることを是非ご理解いただき、今後の行政運営に当たっていただければありがたい

と思います。 

 

◎閉会の宣告（午後４時３０分） 

○戸張教育長 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４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 桜の花に代わり、ハナミズキがとてもきれいでございます。４月

から教育長をはじめ、事務局の職員の皆さんも変わられて大変だと思います。また、子ども

たちも４月から新学年になって緊張しながらも慣れてきたところで、明日からゴールデンウ

ィークになりますが、良い形で過ごし７日から元気に登校して欲しいと思っております。 
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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４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１９号議案 教育委員会規則について 可 決 

第２０号議案 平成３１年度吉川市教育行政重点施策について 可 決 

第２１号議案 学校評議員の委嘱について 可 決 

第２２号議案 第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について 可 決 

 


