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吉川市教委告示第５号 

令和元年第５回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和元年５月２７日 

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

 

日 時  令和元年５月３１日（金）午後１時３０分から 

場 所  吉川市学校給食センター２階「会議室」 

付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 専決処理事項の報告について 

(3) 吉川市社会教育委員の委嘱について 

(4) 吉川市図書館協議会委員の委嘱について 

(5) その他 
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開会の日時 令和元年５月３１日 午後１時３０分 

閉会の日時 令和元年５月３１日 午後２時２０分 

会議開催の場所 吉川市学校給食センター２階「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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令和元年第５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６号 教育委員会規則について 〃 

日程第３ 第２３号議案 吉川市社会教育委員の委嘱について 〃 

日程第４ 第２４号議案 吉川市図書館協議会委員の委嘱について 〃 

日程第５ ― 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１時３０分） 

 傍聴人の入場 

○戸張教育長 ただいまから令和元年第５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、報告第６号「専決処理事項の報告について」 

（人事案件のため非公開） 

 

◎日程第３、第２３号議案「吉川市社会教育委員の委嘱について」 

○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２３号議案「吉川市社会教育委員の委嘱について」ご説明いたします。 

本案につきましては、社会教育法第１５条に基づき、社会教育に関する諸計画の立案や研究

調査を行うなどの機関である吉川市社会教育委員会の委員を新たに委嘱するため、吉川市社

会教育委員設置条例第２条の規定によりこの案を提出するものでございます。任期につきま

しては令和元年７月１日から令和３年６月３０日まででございます。 

 なお、吉川市連合長寿会からの推薦におきましては、現時点での推薦者が未定で

はございますが、６月には決定する予定でございますので、推薦者が決定次第、上

程いたします。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 学識経験者の方々の経歴について可能な限り伺います。 

○宗像生涯学習課長 学識経験者の３人におかれましては、子どもの体験活動の立ち上げに

関わるなど社会教育の第一線で活躍されるとともに、これまで社会教育委員を３期務められ

た方のほか、学校長の経験者や市文化連盟の会長など、様々な場で活躍されています。 

○神田教育長職務代理者 公募の方の広報から採用に至るまでの経緯について伺います。 

○宗像生涯学習課長 市の広報誌において公募し、応募のあった４名の方から提出された論

文を選考した結果、３名の方に決まりました。このうち前回から引き続きの方が２名、放課
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後子ども教室サポーター等の経験者が１名となっております。 

○中島委員 吉川市連合長寿会からの推薦者は後日決定するものであるか伺いたい。 

○宗像生涯学習課長 例年、５月の総会後、速やかに推薦いただいておりますが、今回は遅

れる旨の連絡があったところでございます。６月の教育委員会において上程させていただき

ます。 

○中島委員 現在、吉川市社会教育委員会で話し合うテーマがあれば伺います。 

○宗像生涯学習課長 前回は家庭教育について議論し、報告書を教育長に提出していただき

ました。今後、市といたしましては、家庭教育アドバイザーに活躍いただける機会を積極的

に設けていきたいと考えております。また、今後のテーマにつきましては、新たに社会教育

委員になられた皆様と相談しながら、決定していきたいと考えております。 

○中島委員 学校で家庭教育について進めてきたものがあれば伺います。 

○宗像生涯学習課長 就学時検診時において家庭教育アドバイザーに来校いただいているほ

か、多くの方に参加いただける機会を作るため、各学校のカリキュラムにおいて積極的に取

り組んでいます。また、これらの取り組みを促進するため、市から交付金を出しております。 

 

○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２３号議案「吉川市社会教育委員

の委嘱について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第４、第２４号議案「吉川市図書館協議会委員の委嘱について」 

○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２４号議案「吉川市図書館協議会委員の委嘱について」ご説明

いたします。本案については、図書館法第１４条に基づき、図書館の行う図書館奉仕につ

いて、館長に対して意見を述べるなどの機関である吉川市図書館協議会の委員を新たに委嘱

したいので、吉川市図書館条例第８条の規定により、この案を提出するものでございます。 

なお、任期につきましては令和元年７月１日から令和３年６月３０日まででございます。 

 

○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２４号議案「吉川市図書館協議会

委員の委嘱について」は原案のとおり可決されました。 

◎日程第５、その他 
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○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３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６月２８日金曜日、午後３

時から北谷小学校会議室において開催する予定です。当日は午後１２時３０分から学校訪問

を実施します。また、教育委員会終了後、市役所３０３会議室において総合教育会議を実施

します。 

２点目は、学校教育課から報告します。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 ２点目の教科書採択に関する会議の開催については、吉川

市・三郷市・八潮市の３市で協議会を組織しています。第１回目の会議が５月１３日に開催

され、当市からは教育長及び神田教育長職務代理者にご出席いただきました。なお、今回の

事務局は三郷市になります。第２回目の会議は７月３０日に開催されますが、ここで提案が

決定します。また、その前に開催される７月２５日の教育委員会会議において、小学校で４

年間使用する新学習指導要領に基づくすべての教科書及び中学校で１年間使用する現行の学

習指導要領に基づいたすべての教科書を吉川市教育委員会としての採択案を決定する予定で

す。中学校の道徳は昨年度採択が終わりましたので除きます。６月２８日の教育委員会会議

終了後、小学校のすべての教科書について説明をさせていただく予定です。 

その後、決定を改めて吉川市教育委員会として確認する必要があるため、８月１日に臨時

の教育委員会会議の開催を予定しております。 

３点目は、学校教育課及び教育総務課から報告します。 

〇佐藤副部長兼学校教育課長 市長キャラバンについてでございますが、日時は、第１回が

５月１９日、日曜日の午後４時から、第２回目が５月２３日、木曜日の午後６時から、両日

とも美南小学校の体育館において開催いたしました。内容は、南小学校の児童数についてで

ございます。参加者数につきましては、子どもを含めて第１回目が６８名、第２回目が１９

名でございました。また、学校教育課からは、美南小学校全体で４５学級の受け入れが可能

な中、平成３１年４月現在の住民基本台帳データから見込まれる美南小学校の児童数が令和

６年度に最大で１，４５５名、学級数が４４学級になる見込みであることを説明いたしまし

た。その他、美南小学校区に居住の方が申し出ることで、中曽根小学校に就学することが可

能となるよう、教育委員会として就学に関する規則を一部改正していく方向性であることも

説明いたしました。参会者からは、規則改正の決定時期や指定校の変更時期について早期に

情報が欲しいなどの要望をいただきました。このことから、市ホームページへの掲載のみな

らず、全ての就学予定の方に文書にてご案内することを検討しておりますが、学校選択に当

たり見学の機会が欲しいとの要望がございましたので、該当いたします２小学校におきまし
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ては、９月に公開週間を設けていただけるよう、調整してまいります。さらに、令和２年４

月に開校を予定しております吉川中学校に関わり、南中学校と吉川中学校を選択できる弾力

的運用地域について説明いたしました。これにつきましては、生徒数の推移によって検討す

る可能性がある旨をお伝えいたしました。 

○染谷教育総務課長 はじめに、美南小学校の校庭整備について説明いたしました。児童数

が増加するなか、校庭にプレハブ校舎や遊具ゾーンなどがあるため、活動場所が狭あいとな

っており、運動会や市民体育祭の開催時において衝突事故の危険性などが高まっており、早

急に校庭の有効活用について検討することが求められておりますことから、美南小学校と調

整いたしました。教育総務課から提案した一部の遊具を移設することについて職員会議で話

し合われた結果、一定の理解を得ることができましたので、撤去後の遊具を美南中央公園に

移設する考えも含めて市長キャラバンに出させていただきました。参会者の皆様からは特に

ご意見はございませんでした。次に、美南小学校の中庭整備について説明いたしました。児

童数の増加により、子どもたちの遊び場が少ない状況であることから、中庭の周囲にある支

柱に激突防止マットを施工するなどの安全対策について提案したところ、参会者の皆様から

は特にご意見はございませんでしたので、引き続き、整備に向けて検討してまいります。最

後に、吉川中学校建設工事についてでございますが、進捗状況等について説明いたしました。 

○中村教育部長 市長キャラバンについて補足させていただきます。美南小学校区に居住の

方が申し出ることで、中曽根小学校に就学することが可能となるよう、就学に関する規則の

一部改正につきましては、６月の教育委員会出させていただきたいと考えております。基本

的には一年生が対象ですが、兄弟も一緒に中曽根小学校への就学を希望される場合は、可能

となるよう検討しております。また、教科書採択に関しましては、６月議会において教科書

採択に関して透明性、公平性を求める請願が出ております。教科書の共同採択に関しまして、

吉川市教育委員会及び採択地区協議会におきましては非公開とさせていただいておりますが、

他市においては議論からすべて公開している事例もございますので、今後、関係団体と検討

し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） 

○中島委員 美南小学校における子どもたちの休み時間の過ごし方は、一定のルールに基づ

き校庭と教室に分かれていると伺います。限られた中で学校が相当に工夫していることは理

解しているが、できるかぎり子どもたちが体を動かせる環境を整えていただければありがた

いと思います。 

○中島委員 先日、川崎市で登校時に刃物で襲われるという悲惨な事件が発生しました。当
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市における登下校時の各学校との連携について伺います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 川崎市で起きた事件は、当市における今後の対応等について

様々考えさせられるものとなりました。事件発覚後、市教育委員会としましては、直ちに危

機管理課との連携強化、吉川警察署への巡回パトロール要請を行ったところでございます。 

各校には、常に子どもたちの安全確保の徹底を要請しておりますが、市の不審者情報の確認

徹底と、これまでどおり子どもたちに自分の命は自分で守ることの大切さを意識した取り組

みを依頼したところでございます。 

○中島委員 地域のパトロール、見守りはこれまで以上に増やさなければならないと考えま

す。そのためには、市教育委員会、学校、地域がこれまで以上に子どもたちの登下校を見守

る運動を展開していただきたいと思います。 

○神田教育長職務代理者 ２点伺います。１点目は先日の運動会はとても暑い中で行われま

したが、出席した中曽根小学校は徒競走などを取りやめ午前中で終了するよう配慮されてい

ました。他校ではどのような配慮をして子どもたちの安全を確保されたのか、分かる範囲で

伺います。２点目はエアコン設置の進捗状況について伺います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 非常に暑い中での開催となりましたので、各校で工夫されて

おりました。中曽根小学校におきましては、競技種目を大幅に見直し、午前中で終了するよ

う配慮したと伺っております。美南小学校におきましても、応援合戦を取りやめるなどして、

午後３時前に子どもが下校できるよう調整したと伺っております。栄小学校におきましては、

適宜休憩を入れることで、子どもたちの体調管理に配慮したと伺っております。 

○鈴木委員 出席した吉川小学校においては、ＰＴＡと新入生の競技種目を取りやめていま

したが、新入生の種目は、受付を済ませた段階で商品を渡す工夫もされていました。また、

全体で水分補給する時間を要所で確保する対策も講じられていました。関小学校も同様の対

策が取られていました。 

○染谷教育総務課長 エアコン設置の進捗状況についてでございますが、東中学校を除く全

ての学校において室内機、室外機の設置が完了しておりますが、配線等の電気機械工事がま

だ完了してございません。全体としましては約７０パーセントの進捗となってございます。

７月１日からの稼働を目指して引き続き進めてまいります。 

 

◎閉会の宣告（午後２時２０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、令和元年第５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。 
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○神田教育長職務代理者 先日、園児が散歩しているところに車が侵入するという、痛まし

い事故が起きましたが、私の勤める園では日ごろから年長、年中の子どもたちとよく散歩に

行きますので、先生たちから痛ましい事故が起きたあとですが、子どもたちと散歩に行きた

いとの相談を受けました。私は、子どもたちが自分の足で歩き、風を感じ、自然を感じる体

験を大切に思う先生たちの声に応えるため、引率者を一名増やす約束をしました。そして、

先生たちが子どもたちと散歩に出かけたところ、地域の皆様が子どもたちにとても目をかけ

てくださったとの大変ありがたい報告を受けました。改めて地域の皆様の温かさを感じると

ともに、子どもたちは校内だけではなく、大きな行事や校外行事を通じて学ぶことが多いこ

とから、これからもたくさんの体験ができるようにしていただければありがたいと思ってお

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。 

  令和元年６月２８日 

  

教  育  長     戸張 利恵 

 

   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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