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吉川市教委告示第１４号 

令和元年第１３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１２月１７日 

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

 

１ 日時  令和元年１２月２０日（金） 午後３時から 

２ 場所  吉川市役所２０２会議室 

３ 報告事項 

(1) 令和２年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定について 

(2) 令和元年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

４ 協議事項 

(1) 第３次吉川市子ども読書活動推進計画（素案）の策定について 

５ 付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) その他 
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開会の日時 令和元年１２月２０日 午後３時００分 

閉会の日時 令和元年１２月２０日 午後４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 

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１３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 ― 前回会議録の承認について 〃 

日程第２ 報告第１ 6 号 
令和２年度就学予定者の学校選択等による指定校の決

定について 
〃 

日程第３ 報告第１７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４ 協議第３号 
第３次吉川市子ども読書活動推進計画（素案）の策定

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） 

○戸張教育長 ただいまから令和元年第１３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１６号「令和２年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定に

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１６号「令和２年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定 

について」ご報告します。小学校就学予定者に係る調整選択の申請は３３件ございました

が、いずれも規則の規定に適合した申請内容でございましたので、全てを認定いたしまし

た。中学校就学予定者に係る学校選択申請は１２０件ございましたが、いずれも各校の受

入定数内の申請でございましたので、抽選を行わずに全て決定いたしました。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 小学校就学予定者に係る調整選択申請３３件のうち、２３

件は学区境 100mによるものでした。なお、吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則

の一部改正に伴い、美南小学校から中曽根小学校への調整選択の申請が７件ございました。

また、学区境 100mの理由により美南小学校から中曽根小学校への変更が３件ございました。

指定学校の変更申請については、三輪野江小学校から旭小学校への変更が２件ございまし

た。中学校の学校選択申請件数は１２０件でした。南中学校から吉川中学校への選択が３

６件、南中学校から東中学校への選択が１件、中央中学校から南中学校への選択が２８件、

中央中学校から東中学校への選択が３２件、東中学校から中央中学校への選択が１６件、

吉川中学校から南中学校への選択が７件でした。最も多い申請理由は友人関係で５１件ご

ざいました。学校選択制による各校の受入定数及び増減状況につきましては、東中学校は

受入定数５７名に対して３７件の転入申請と１６件の転出申請により１７名の増員となっ

ています。南中学校は受入定数４８名に対して３５件の転入申請と３７件の転出申請によ

り２名の減少となっています。中央中学校は受入定数５６名に対して１６件の転入申請と

６０件の転出申請により４４名の減少となっています。吉川中学校は受入定数の設定はあ
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りません。３６件の弾力的運用地域からの転入申請と７件の転出申請により２９名の増員

となっています。このことから、令和元年１１月２１日現在における中学校選択申請の決

定を加味した各校新１年生の見込数は、東中学校１４３名、南中学校１８１名、中央中学

校２４４名、吉川中学校２０４名となります。今後は、住所移動や私学への就学により見

込数の変動が考えられることから、今後も正確な児童生徒数の把握に努めてまいります。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 美南小学校から中曽根小学校への移動が１０件ですが、美南小学校の新１年

生が２５０から２６０人ほど見込まれますが、市の見解を伺います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 今回規則を改正し、そのうえで９月に中曽根小学校と美南

小学校において見学会を実施しました。多くの保護者に見学いただいたうえで決定された

結果と考えております。 

○中島委員 美南小学校は来年以降も児童数の増加が見込まれることから、中曽根小学校

への選択が可能であることについて周知をお願いします。 

○神田教育長職務代理者 南中学校については可能な限りプレハブ校舎の早期撤去をお願

いします。 

 

○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） これで報告第１６号を終わります。 

 

◎日程第３、報告第１７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１７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３件につきましては、 

１件の審査が完了し、認定となっております。 

次に、１１月分につきましては、３件の申請があり、全て認定となっております。 

 現在審査保留となっております、２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 （質疑及び意見を許可する発言） 

○鈴木委員 過去３か年の実績に対して、今年度は申請件数が多く、不認定も１００件と

なっていますが、その要因について伺います。 
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○染谷教育総務課長 今年度はこれまでに比して周知を図っておりますことから、申請件

数が伸びたものと考えております。 

 

○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１７号を終わります。 

 

◎日程第４、協議第３号「第３次吉川市子ども読書活動推進計画（素案）の策定につい

て」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○中村部長 協議第３号「第３次吉川市子ども読書活動推進計画（素案）の策定について」

ご報告申します。平成１３年１２月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行さ

れたことから、平成２０年３月に「吉川市子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもが

読書に親しむ機会の充実と読書環境の整備・充実に努めてまいりました。現在の、第２次

計画が令和２年３月をもって計画期間が終了するため、第３次吉川市子ども読書活動推進

計画（素案）を策定したので、教育委員の意見を伺うものです。 

○宗像生涯学習課長 子どもの読書活動の推進に関する法律第９条に基づき策定し、現在

第２期の最終年度となっています。第３次の策定にあたり、７月の図書館協議会において

意見聴取した後に、学校での調査のほか、吉川美南高等学校で行ったアンケートの結果を

踏まえ、計画案を策定しました。また、１１月にパブリックコメントを実施し、市民の方

から意見を伺い素案を策定しました。今後は、令和２年２月に開催を予定しております図

書館協議会において意見聴取した後に、３月の教育委員会に諮り、計画を定めて来年度以

降進めてまいります。主な変更点ですが、計画の目標において「すべての」を加えており

ます。第２次の５年間におきまして、障害者差別解消法や読書バリアフリー法の施行等、

様々な社会的な動きがあるなか、ハンディキャップがある方等の読書や学習の機会を確保

しようとする流れがありましたことから、これまで「子どもの身近に」と表現していたも

のから、幅広く多くの方が本に触れることができるようにする考え方へ改定しております。

また、市の読書の現状といたしましては、小学生は１か月に１０冊以上本を読む割合が徐々

に減っております。中学生におきましては、１１冊以上読む割合が大幅に減っている反面、

１冊から２冊の本を読む割合が増えております。小・中学校におきましては、学校での読

書活動等を通じて１か月に１冊以上の本を読む習慣は身に付いているものの、中学生は部

活動等があることから、減る傾向にあります。高校生は吉川美南高等学校へのアンケート

に基づくものとなりますが、１か月に全く読まない割合が６割を占めております。また、
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本を読むことが嫌いと答えている割合が平成１８年度の調査時に６．８パーセントでした

が、令和元年度の調査では１８．１パーセントとなり、約３倍増加していることが、１３

年間の大きな変化となっております。今回の調査から、小・中学生とも常に約９割の児童

生徒が読書を続けており、読書習慣が身についてきていると考えられます。また、ここ数

年の社会の変化は著しく、小・中学生でもスマートフォンやタブレット端末を持つことが

多くなっていることから、本に代わって情報を得ることが多いことも考えられます。特に

高校生では本嫌いになっていることが課題といえますので、第３次吉川市子ども読書活動

推進計画は、すべての子どもが読書に親しみ、読書を楽しむ習慣を身につけていけるよう

策定しております。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 学校における読書活動等、市が読書活動の推進に向けた様々な取組をしてい

ることで、子どもたちが読書する姿勢が作られていることは大変喜ばしいと思います。課

題としては、小学生はよく読書するが、中学生になると読書が減り、高校生になると本が

嫌いになって全く読まなくなることです。これは全国的なものと認識しておりますが、本

市においても大人を含めて本に親しむ機会を増やす取り組みを進めて欲しいと思います。 

○鈴木委員 他の自治体の取組において、子どもが興味ある本を親と子が一緒に読み、お

互いに思うことを話し合う機会を作るものがありましたので、親と子のふれあいを通じて

読書に関わる機会を考えることも良いと思います。 

○神田教育長職務代理者 子どもが一度本を好きになれば、必ず本に戻ると思います。計

画の目標に「すべての子どもがどこでも、本にふれ、本の内容を知ることができる。」とあ

りますが、こちらを「すべての子どもがどこでも、いつでも、本にふれ、本の内容を知る

ことができる。」としていただければありがたいと思います。 

○小林委員 市立図書館の電子化について現状を伺います。 

○宗像生涯学習課長 市立図書館には図書検索システムが導入されています。また、この

１０年でスピードや検索の精度が非常に高まっていて、利用者から好評をいただいていま

すが、現在のシステムはパソコン向けの画面であることから、新たな指定管理者の方針で

スマートフォンが使いやすいシステムに変更する予定をしています。 

○小林委員 電子図書の現状について伺います。 

○宗像生涯学習課長 電子図書につきましては、制度上実施は可能ですが、コスト面等の

課題があるため、近隣他市の動向等を踏まえながら研究してまいります。 
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○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） これで協議第３号を終わります。 

 

◎日程第４、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２年１月３１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。 

なお、会議に先立ち、１２時３０分から学校訪問を実施します。 

２点目は、次回の第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

事態対応についてです。 

 ３点目は、１２月議会における教育委員会関係部分の一般質問を配付しましたので、ご

確認をお願いします。 

４点目のヴィタリ・ユシュマノフバリトンコンサートについては、生涯学習課から報告

します。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課より２点、ご報告申します。１点目は、ヴィタリ・ユシ

ュマノフバリトンコンサートについてです。日時は、令和２年２月１５日の土曜日、午後

２時から、場所は、中央公民館ホールにて実施いたします。また、アウトリーチとしてコ

ンサートに先立ち、２月１３日と１４日に栄小学校の６年生を対象にして、学校で授業を

行っていただく予定となっております。本事業は、一般財団法人 地域創造の「公共ホー

ル音楽活性化支援事業」を活用し、世界的なバリトン歌手のヴィタリ・ユシュマノフさん

をお招きすることができました。「バリトン」は、高音の「テノール」と低音「バス」の中

間で深みのある声といわれています。 

ヴィタリさんは、ロシアのサンクトペテルブルグの出身ですが、親日家で、日本語が大

変上手です。コンサートでは、オペラのほか、日本語の歌も披露していただける予定とな

っております。せっかくの機会ですので、市民のみなさまに一流の音楽に親しんでいただ

けるよう広報に努めてまいります。 

２点目は、成人式についてです。 

日時は、令和２年１月１２日日曜日の午後２時から、場所は中央公民館、内容としては式

典とアトラクションを予定しています。 

昨年同様、式典につきましては、実行委員長、市長あいさつ、来賓紹介、祝電の紹介で



令和元年１２月２０日 第１３回 吉川市教育委員会 

9 

 

１５分程度を予定しています。 

アトラクションについては、例年同様、スライドショーを予定しております。なお、今

年度は集合写真の撮影は予定しておりません。終了時間は、午後４時００分を目標として

おります。 

新成人は、７７６人で、今年は事前に出席の申し込みを受け付けた結果、１２月１日現

在の出席予定者は５４０人となっております。中央公民館のホールは約５００席のため、

ホールに入れない方は１０１・１０２にスクリーンを設置し、そちらへご案内します。 

今年度も落ち着いた式典となるように配慮してまいります。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

◎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１３

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 先日、ある小学校で命の授業がありまして、子どもたちが赤ち

ゃんと保護者の醸し出す優しい雰囲気に包まれてとても楽しそうでした。特に赤ちゃんを

抱っこさせてもらっている子どもたちの様子をみると、とても良い笑顔で幸せでしたと校

長先生から報告がありました。今後も是非、全小学校で実施していただきたいと思います。 
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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。 

  令和２年１月３１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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