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吉川市教委告示第１２号 

令和元年第１２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１１月１９日 

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

 

１ 日時  令和元年１１月２２日（金） 午後３時から 

２ 場所  吉川市立栄小学校会議室 

３ 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 

(2) 吉川市学校給食センター整備運営事業契約の変更仮契約の締結について 

４ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 令和元年度吉川市一般会計補正予算（第４号）について 

(3) 令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

(4) その他 
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開会の日時 令和元年１１月２２日 午後３時００分 

閉会の日時 令和元年１１月２２日 午後４時００分 

会議開催の場所 吉川市立栄小学校会議室 

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１２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１４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 報告第１５号 
吉川市学校給食センター整備運営事業契約の変更仮契

約の締結について 
〃 

日程第４ 第４０号議案 
令和元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４１号議案 
令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書

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） 

○戸張教育長 ただいまから令和元年第１２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１４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１４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。はじめに、前回、審査保留分となっておりました２件につきましては、 

必要な資料等の提出をお願いしているところでございますが、現在も審査保留となってお

ります。 

次に、１０月分につきましては、９件の申請があり、７件が認定、１件が不認定、１件

が審査保留となっております。審査保留となっております、３件につきましては、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。 

 

○戸張教育長職務代理者 （質疑及び意見を許可する発言） 

（質疑及び意見なし） これで報告第１４号を終わります。 

 

◎日程第３、報告第１５号「吉川市学校給食センター整備運営事業変更仮契約について」 

○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 報告第１５号「吉川市学校給食センター整備運営事業契約の変更仮契約

の締結について」ご報告申します。今回の報告につきましては、平成２６年６月１１日に

契約を締結した吉川市学校給食センター整備運営事業契約の変更仮契約を令和元年１１月

１２日付で締結したものでございます。 

なお、本変更仮契約は、１２月定例会で議決後、本契約になるものでございます。  

○染谷教育総務課長 本議案は、令和２年４月吉川中学校の新設等により、学校給食セ 

ンターが現在契約します、株式会社吉川スクールランチサービスとの契約額６４億９９５ 
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９万３５１４円から８１１５万９９７５円を増額した、６５億８０７５万３４８９円の変 

更仮契約を締結いたしました。内訳としましては、吉川中学校と美南小学校の給食備品と 

して、食缶、コンテナ、食器や食缶のラックなどを購入する費用として、約４１０万円が 

含まれています。次に、維持管理費用として、食缶とキッチンポットを契約中に２回更新 

する費用として、約１８０万円が含まれています。最後に、運営業務費用として、調理員 

を３名、配送車を１台、配送員１名、その他の費用を含めて、約７５１０万円となります。

なお、調理員と配送車を増やすことにより、吉川中学校開校後、給食提供時間を遵守で 

きるよう運営し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） 

（質疑及び意見なし） これで報告第１５号を終わります。 

 

◎日程第４、第４０号議案「令和元年度吉川市一般会計補正予算（第４号）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４０号議案「令和元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。本案につきましては、１２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、吉川市一般会計補正予算（第４号）の１ページをご覧ください。 

 まず、歳出予算につきまして、５８４万３千円を増額し、教育費の歳出予算の総額を５

０億７９３６万７千円とするものでございます。 

 次に、補正予算書の４ページをご覧ください。こちらにつきましては、債務負担行為補

正の教育委員会関係部分を掲載しております。 

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 教育総務課所管分についてご説明します。２ページ、３ページをご

覧ください。始めに、歳出補正予算について、ご説明します。１０ 管理運営事業（小学校）

１８備品購入費 管理用備品購入費につきましては、美南小学校のクラス数が来年度増加す

るため、必要となるオルガンや多目的キャビネット等を購入するための費用です。続いて、

１０ 教育振興事業（小学校）２０扶助費 要保護準要保護児童援助費補助金と１０ 教育振

興事業（中学校） ２０扶助費 要保護準要保護生徒援助費補助金につきましては、いずれ

も当初見込んでいた認定者数より増加したことと入学準備金が不足したことによりそれぞ

れ増額の補正をします。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 ４ページをお開きください。第２表債務負担行為補正予算
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をご覧ください。３番目の語学指導助手派遣業務委託事業ですが、こちらは市内各小中学

校へ外国語指導者を派遣し、教員の補助として授業を行うもので、令和２年度、３年度の

契約を計画するもので、５名の配置を考えております。 

○染谷教育総務課長 ６番目の小学校パソコン整備事業をご覧ください。期間は令和元年

度から令和６年度、限度額は１億５２８７万１千円となります。今年度で市内すべての小

学校のパソコン教室に設置されております機器がリース契約を終了いたします。そのため、

来年度から学習指導要領の改訂によりプログラミング教育が開始されることから全小学校

のパソコンをタブレット型端末に変更し、専用ソフトを導入します。また、移動式Ｗｉ－

Ｆｉキットとプロジェクター、ＩＣＴ支援員の配置を予定しております。続きまして、７

番目から１０番目については、吉川中学校開校に伴うものです。 

○宗像生涯学習課長 １１番目の市民交流センターおあしす等管理運営事業、１１億８０

４５万２千円について説明します。市民交流センターおあしす、市立図書館、視聴覚ライ

ブラリーについては、現在、指定管理者制度により運営を行っています。今年度、指定管

理が最終年度となることから、８月の教育委員会で承認をいただきましたとおり、令和２

年度から令和６年度の指定管理者について現在も指定管理者であるＯＩＴグループを引き

続き候補者として基本協定を締結するため、指定管理料について債務負担行為を計上する

ものです。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○神田教育長職務代理者 ３番目の語学指導助手派遣業務委託事業ですが、どちらの学校

に配置されますか。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 来年度１校増えますが、現在と同様に５名体制で市内全て

の小中学校を回ります。 

○神田教育長職務代理者 国はＡＬＴを各校に１人ずつ配置するものとしていますが、何

か変更点等はありますか。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 国の動向に変化はありません。授業はＡＬＴが主ではなく、

担任が主となって授業を行う方針を教育委員会から各学校に伝えています。県の英語教育

中核教員指導講座を受けた教員が各校においてＡＬＴに頼らない授業を行う研修会を展開

しています。特に来年度の小学校の英語教育が変わりますので、準備に当たっているとこ

ろです。 

○中島委員 ６番目の小学校パソコン整備事業ですが、中学校の整備についてはどう考え

ていますか。 
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○染谷教育総務課長 小学校と同様の整備を検討しております。 

○中島委員 数年かけて整備する考えですか。 

○染谷教育総務課長 再来年度に無線ＬＡＮ環境などの整備を検討してまいります。 

○小林委員 今後のＡＬＴの活用について伺います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 ＡＬＴについては、学校現場と相談しながら今後の活用を

検討していきます。 

○神田教育長職務代理者 ＡＬＴの人数を増やすだけでなく、質の確保も重要です。大変

だと思いますが、子供たちが楽しく英語の授業が受けられるよう、よろしくお願いします。 

○戸張教育長 各校で構築された素晴らしい英語の教材は、校務支援システムを通じて共

有するよう、お願いしています。 

 

○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４０号議案「令和元年度吉川市

一般会計補正予算（第４号）について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５、第４１号議案「令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書につ

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４１号議案「令和元年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書に

ついて」ご説明します。本案につきましては、１０月２５日開催の第１１回教育委員会に

おいて、教育委員の皆様からご意見等をいただき、これを踏まえ、報告書案を作成したも

のでございます。なお、本報告書につきましては、１２月定例市議会で各議員に配付し、

市ホームページで公表してまいります。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 点検評価の結果において、学識を有する者の意見がありますが、学識を有す

る者とは、どのような方か伺います。 

○染谷教育総務課長 大学教授です。 

○中島委員 外国人に向けた就学援助事業の周知について伺います。 

○染谷教育総務課長 学校を通じて制度の案内を配布しています。今後は他市の取扱いな

どを参考にして、外国人に向けたひらがな表記の案内の作成を検討してまいります。 

○中島委員 適応指導教室事業において、いじめに関する記載がありますが、学校によっ
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て対応に差異が生じないよう、出来るだけ早い段階で教育委員会が介入するようお願いし

たい。また、見過ごすことがないよう、外部との関わりを持って欲しいと思います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 いじめ問題は、どんな些細なことであっても重大事態にな

りうるものであることから、各学校に対して、早めに市教育委員会に相談するよう指示し

てまいります。また、少年センターと連携して対応してまいります。 

○中島委員 中央公民館が関わる社会教育推進事業についてですが、今後の整備に当たっ

ては、市民が駐車場やトイレなどを利用しやすくなるよう、検討いただきたい。 

○宗像生涯学習課長 中央公民館は、昭和６２年に開館してから３０年以上経過しており、

施設の老朽化が著しい状況ですが、ホールやエレベーターなどを少しずつ改修しておりま

す。現在、市全体の施設改修計画の策定を進めていますので施設の状況を伝え、大規模改

修を位置付け、必要な予算を要望していきたいと考えています。 

 

○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４１号議案「令和元年度教育委

員会の事務に関する点検評価報告書について」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４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１２月２０日金曜日、午

後３時から吉川市役所２０２会議室において開催する予定です。 

２点目は、次回の第５回総合教育会議の開催日時ですが、令和元年１２月２０日金曜日、

午後１時から市役所２０２会議室において開催する予定です。議題はアウトリーチ支援事

業についてです。 

 ３点目は、第６回総合教育会議の開催日時ですが、令和２年１月８日水曜日、午後３時

から吉川市立東中学校会議室において開催する予定です。議題はいじめによる重大事態対

応研修についてです。 

４点目は、令和２年の教育委員会開催についてです。令和２年の教育委員会開催日程一

覧表（案）を配付いたしますので、ご確認ください。なお、会場は令和２年４月に確定い

たします。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 
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◎閉会の宣告（午後４時００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１２

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 過日、こども園としての活動のなかで、２小学校と連携をした

ところ、小学校で子供たちをとても温かく迎えていただきまして、とても喜んでおりまし

た。ありがとうございました。今後とも引き続よろしくお願いいたします。 
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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１２月２０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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