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吉川市教委告示第７号 

令和元年第７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７月２２日 

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

 

日 時  令和元年７月２５日（木）午後３時から 

場 所  吉川市役所２０２会議室 

報告事項 

(1) 令和元年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受入れ可能人数等の決定

について 

(3) 令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書の採択に関する意見聴取に

ついて 

(4) その他 
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開会の日時 令和元年７月２５日 午後３時００分 

閉会の日時 令和元年７月２５日 午後５時００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 

学校教育課学校支援担当   白幡 貴弘 

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 ８人 
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令和元年第７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９号 令和元年度要保護準要保護世帯の認定結果について 〃 

日程第３ 第３２号議案 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希

望者の受入可能人数等の決定について 
〃 

日程第４ 第３３号議案 令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用

図書の採択に関する意見聴取について 
〃 

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３時００分） 

 傍聴人の入場 

○戸張教育長 ただいまから令和元年第７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９号「令和元年度要保護準要保護世帯の認定結果について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び報告を求める発言） 

○中村教育部長 報告第９号「令和元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。今回の報告については、４月から６月受付分の審査が終了しましたので、その結果

について報告するものです。 

 始めに、４月から６月の申請件数ですが、今年度については、４４８件の申請があり、前

年度と比較すると５８件増えています。申請数が増えている主な要因としては、平成３０年

度入学者から実施しております新入学学用品費の入学前支給の申請者が１２５件となってお

り、昨年度と比較しますと４５件増えていることによるものでございます。 

 次に、審査結果については、認定が３３７件、不認定が９４件となりました。なお、所得

の申告が済んでいない方や転入して間もないため書類提出中の方については、審査が出来な

いため、１７件の審査を保留としています。審査保留の方については、対応をお願いしてい

ますので、資料が整い次第審査を行い、結果については教育委員会会議で随時報告します。 

 

○戸張教育長 （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、第３２号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受

入可能人数等の決定について」 

○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３２号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の
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受入可能人数等の決定について」ご説明します。令和２年度に就学を予定している、小学校

新１年生に係る調整選択及び、中学校新１年生に係る学校選択について、保護者からの申請

受付期間、各小中学校の受入れ可能人数について事務局案を提出するものでございます。 

 なお、受入れ可能人数などの詳細につきましては、担当課長より説明します。 

○佐藤教育部副部長兼学校教育課長 令和２年度小学校就学予定者の通学区域の調整及び 

中学校進学予定者の中学校の選択に係る学校選択の申請受付について、吉川市立小学校及び

中学校の就学に関する規則の規定により学校選択希望者の各小中学校における受入れ可能な

人数と、申請書の提出期限を定める必要があるため提案するものでございます。 

受入れ可能な人数につきましては、各小中学校の普通教室数など施設の状況と通学区域内

就学予定児童生徒数及び転入等の異動による児童生徒数を考慮の上、受入児童生徒数を見込

みました。 

始めに、小学校では、北谷小学校、栄小学校の２校については、１学級増とならない人数

としました。また、吉川小学校、旭小学校、三輪野江小学校、関小学校、中曽根小学校の５

校については、１学級増までの人数とし、美南小学校については、昨年同様に受け入れを行

わないこととしました。 

次に、中学校では東中学校、南中学校及び中央中学校いずれも、１学級増までの人数とし

ました。吉川中学校の受入れにつきましては、中学校選択校の対象から外しています。 

 また、申請書の提出期限については、事務処理などに要する時間や入学通知書発送時期な

どを考慮して設定しています。 

 抽選の実施につきましては、まず、小学校については、調整選択制度を採用していますが、

過去の実績から抽選に至ることはないと予想しております。中学校については、保護者宛て

の案内において、１２月８日の日曜日を公開抽選の開催日として告知しております。会場は、

市役所２階の会議室を予定しています。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 議案書１１頁目に記載されている令和２年度新入学 中学校選択制度の手続き

スケジュールについて、中学生が部活動等により指定以外の中学校を選択した場合の通学方

法について教えてください。 

○佐藤教育部副部長兼学校教育課長 学校と保護者が相談のうえ決定しますので、場所によ

って柔軟に対応しています。 

○中島委員 通学距離が長くなると、冬場の下校時間は暗くなるため学校には配慮をお願い

します。 
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○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３２号議案「通学区域の調整及び

中学校の選択による学校選択希望者の受入可能人数等の決定について」は原案のとおり可決

されました。 

 

 

◎日程第４、第３３号議案「令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書の採

択に関する意見聴取について」 

○戸張教育長 （議題の宣告） 

○戸張教育長 本議案の意見聴取については、教育委員からの自由な意見を聞くため、教育

委員会の議決により非公開として行うことが出来ますが、非公開として行うことに異議はあ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

 それでは、異議なしの声がありましたので、本議案は非公開で行います。 

 

（意見聴取部分は非公開） 

 

○戸張教育長 以上で令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書の採択に関す

る意見聴取を終わります。ただいま、委員の皆様から頂戴したご意見を踏まえ、７月３０日

に開催される第２５採択地区教科用図書採択協議会に出席します。採択協議会での協議結果

については、８月１日に予定している臨時教育委員会において議案として提案し、承認を求

めることになります。 

 なお、採択協議会は吉川市、三郷市、八潮市の３市の代表者による協議会ですので、協議

結果については吉川市の意見と異なる場合もあります。 

 

◎日程第５、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８月１日木曜日、午後３時

から吉川市役所２０２会議室において臨時教育委員会を開催する予定です。 

なお、次回の定例教育委員会については、令和元年８月２３日金曜日、午後３時から中央

公民館２０１会議室において開催する予定です。当日は午後１時に中央公民館集合後、吉川
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中学校の視察を実施します。当日の状況によりますが、時間の許す限りにおきまして、美南

小学校職員室の視察も計画いたします。 

２点目は、教育総務課長から報告します。 

○染谷教育総務課長 ２点目は、学校給食についてですが、県主催の学校給食調理コンクー

ルに吉川市を含め１２チームが出場し、書類選考の結果、６チームに絞られたところ、学校

給食牛乳協議会会長賞を受賞しました。献立は、なまずと吉川市産の小松菜を合わせたカレ

ー、吉川市産の枝豆・トマト・レタスを使ったスープ、室根産のりんごサラダでございます。

今後は、機会を捉えて、学校給食で提供したいと考えています。 

３点目は学校教育課から報告します。 

○佐藤教育部副部長兼学校教育課長 ３点目は、吉川市立吉川中学校の校章及び制服のマー

クについてですが、校章の使用に当たりましては、大きなものとしては校旗、その他、校舎

内や学校だよりなどへの使用を検討しています。制服、ジャージ、鞄へ使用は予定しており

ません。名札については使用する校章の大きさに課題があるため、現在検討中です。制服の

マークについては、生徒の上着に付けていく予定で考えています。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 ７月１６日火曜日に、市町村教育委員研究協議会の研究分科会に鈴木委員と出

席しました。全体会では、これからの障害者雇用と就労支援について話がありました。その

中で、本県にゆかりのある渋沢栄一氏が障害者支援を熱心にされていた話が出ました。会議

のなかでは、特に身体障害者雇用促進法に基づく雇用をどう進めていくべきかが課題である

との話がありました。当市におきましても、障害者雇用の改革を進めていただきたいと思い

ます。 

 また、平成３１年４月に開校した川口市立芝西中学校陽春分校は、現在７８名のうち、外

国籍が４８名、日本国籍が３０名となっています。不登校や中学時代にしっかり学べなかっ

た１６歳から８０歳代までの方々が、もう一度中学校に入り勉強しているとのことでした。 

○鈴木委員 第３分科会では、いじめ・不登校対策がテーマでした。上尾市の取組事例が発

表されました。上尾市の生活アンケートは、小学校低学年用・高学年用、中学生用を統一し、

学期ごとに一回実施しているとのことでした。また、子どものサイン発見アンケートとして

保護者用、教職員用があるとのことでした。当市におきましても今後、家庭で使用する子ど

ものサインチェックリストについて研究願えればありがたいです。 

 

◎閉会の宣告（午後５時００分） 
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○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７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 昨年は６月中に梅雨が明けて、暑い日が続きました。今年も間も

なく梅雨明けを迎えますが、夏休みの間に子どもたちが事故や怪我もなく多くの経験をし、

２学期を迎え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。 

  令和元年８月２３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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参考資料 

 
付議された議案等の処理結果 

 
令和元年第７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３２号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受

入可能人数等の決定について 
可 決 

第３３号議案 
令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書の採

択に関する意見聴取について 
可 決 

 


