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吉川市教委告示第１号 

令和２年第２回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和２年２月１８日 

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

 

１ 日時  令和２年２月２１日（金） 午後３時から 

２ 場所  吉川市役所３０１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 

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５号）について 

(3) 令和２年度吉川市一般会計予算について 

(4) 吉川市文化芸術振興基金条例の制定について 

(5) 民法改正に伴う成人式の在り方について 

(6) 令和２年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申について 

(7) その他 
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開会の日時 令和２年２月２１日 午後３時００分 

閉会の日時 令和２年２月２１日 午後４時３３分 

会議開催の場所 吉川市役所３０１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 中島 新太郎 

    

    

    

会議に欠席した委員の氏名 

   小林 照男  

鈴木 真理 

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２年第１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 ２ 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 １ 号議案 令和元年度吉川市一般会計補正予算（第５号）について  

日程第４ 第 ２ 号議案 令和２年度吉川市一般会計予算について  

日程第５ 第 ３ 号議案 吉川市文化芸術振興基金条例の制定について  

日程第６ 第 ４ 号議案 民法改正に伴う成人式の在り方について  

日程第７ 第 ５ 号議案 
令和２年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する

内申について 
〃 

日程第８ ― 
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２年第２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２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１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、１月申請分につきましては、１件の申請があり認定となって

おります。 

次に、令和２年４月入学予定の新小中学校１年生に支給する、「新入学児童生徒学用品

費等（入学準備金）の入学前支給」の申請件数及び審査結果につきまして、ご報告いたし

ます。１月末までの期限で受付を行った結果、６１件の申請がありました。その内訳は、

新小学校１年生が２７名、新中学校１年生が３４名となっております。 

 審査結果は、新小学校１年生は２４名が認定、新中学校１年生は３０名が認定となって

おります。認定された方につきましては、３月６日に支給する予定です。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 ２ページを見ますと、申請件数、認定件数が昨年度と比較して半分程度です

が、何か要因がありましたら伺います。 

○染谷教育総務課長 新小学校１年生に対しては就学時健康診断の際に周知しています。

その他、公共施設や市役所窓口に案内を設置して、広く周知に努めています。 

○中村教育部長 周知はこれまでどおり広く実施しています。幼児教育無償化の実施に伴

い、入学準備の変化が要因の一つとして考えられます。 

○宗像生涯学習課長 全体として新小学校１年生の人数は昨年度と比較して変わりません

が、内訳として市街化調整区域では減少し、新たに住宅を購入して転入される市街化区域

では増加していることから、入学者の保護者の状況が変化していることも要因の一つとし
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て考えられます。 

 

○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２号を終わります。 

 

◎日程第３、第１号議案「令和元年度吉川市一般会計補正予算（第５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１号議案「令和元年度吉川市一般会計補正予算（第５号）について」 

ご説明します。本案については、市議会３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５号）の１ページをご覧ください。 

歳出予算については、８００４万６千円を減額し、教育費の歳出予算の総額を４９億９

９３２万１千円とするものです。 

次に、補正予算書の８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います。 

なお、詳細につきましては、各担当課長から説明します。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 学校教育課分についてご説明します。４ページ、５ページ

をお開きください。教育総務費のうち、学校保健事業については、１２月で教職員一般健

康診断委託料が確定したので、減額補正するものです。 

○染谷教育総務課長 教育総務課分についてご説明します。教育総務費のうち、学校給食

調理事業については、小中学校の児童生徒人数等が確定したことにより、残額が発生する

見込みであることから給食材料費を減額補正するものです。 

 次に、学校給食センター運営事業については、購入を計画していた小中学校の給食配膳

台を修理して使用することから、管理用備品購入費を減額補正するものです。 

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

明します。健全育成活動事業の適応指導教室指導員報酬については、８月から１１月まで

欠員が出たことから減額補正するものです。 

 次に、家庭訪問支援員報償については、１１名を予定していた支援員の登録者数が７名

であったため、減額補正するものです。 

○染谷教育総務課長 中学校費のうち、開校準備事業（中学校）の図書購入費については、

図書購入単価契約の発注限度額が確定したことに伴い、減額補正するものです。来年度か

ら年間３００冊ずつ購入します。 
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 次に、中学校建設事業の備品購入費については、当初の見込みよりも支払予定額が少な

いことにより、減額補正するものです。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課分の歳出についてご説明します。６ページ、７ページを

お開きください。文化芸術振興基金積立金のうち、文学芸術振興基金積立事業については、

第３号議案に関係する予算を計上するものです。経緯としては平成３１年３月定例会にお

いて演劇プロジェクトへ寄付金を募ることについて議会から付帯意見をいただきました。

これを踏まえまして、今年度様々工夫した結果、ふるさと納税などの形で演劇プロジェク

トをはじめ、文化芸術施策に対して寄付をいただきました。いただいた寄付金は２ページ、

３ページのとおり市の一般会計に７２１万円を歳入しています。内訳は３件の市内事業者

から併せて４２０万円寄付をいただきました。それに加えまして、１１月２３日、２４日

の演劇公演時に寄附金箱を設置し、９，４４５円の寄付をいただきました。また、ふるさ

と納税の使途の中に文化芸術の振興を設けておりますが、令和２年３月までに３００万円

を見込むことから、合計して７２１万円の歳入を補正予算として計上しています。これと

併せて６ページ、７ページに文化芸術振興基金積立金として７２１万円の歳出を補正予算

として計上し、第３号議案の吉川市文化芸術振興基金条例が令和２年度第２回（３月）吉

川市議会定例会において議決されましたら、令和２年度の事業から実施できるようにする

ため、この補正予算を提出するものです。 

○染谷教育総務課長 ８ページをお開きください。第３表債務負担行為補正について説明

します。小学校パソコン整備事業をご覧ください。昨年１２月末に国から公立の小中学校

を対象とした、児童生徒１人１台端末の整備などＩＣＴ環境整備のための補正予算の方向

性が示されたことから、対応するために必要な変更をするものです。変更前の期間は令和

元年度から令和６年度、限度額は１億５２８７万１千円でしたが、変更後の期間は令和元

年度から令和２年度、限度額は２６６万３千円となります。事業内容は、今年度で既存の

市内小学校のパソコン教室に設置されている機器のリース契約が終了することから、令和

２年４月から７月まで再リースするものです。現時点で補助金の交付要件や交付申請スケ

ジュールが明らかでないため、今後も引き続き国の動向に注視しながら、補助金を活用し

た事業を検討します。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 歳入の寄附金のうち、市の文化芸術の振興に資する社会教育費寄附金が計上

されたことは大変素晴らしいことですので、是非有効に活用していただきたいと思います。 

○神田教育長職務代理者 文化芸術振興基金は演劇プロジェクトのほか、先日開催された
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バリトンコンサートなどにも活用されますか。 

○宗像生涯学習課長 具体的な使途は定められていませんが、主に、文化芸術を総合政策

として展開する市が主催する事業に充てていくものと考えています。なお、バリトンコン

サートは対象になりうると考えています。令和２年度予算は演劇プロジェクトのみ充てて

いくことを考えていますが、今後どのような事業に基金を充てていくは、財政課などと調

整してまいります。 

○神田教育長職務代理者 小学校においては、令和２年度から新学習指導要領に基づきプ

ログラミング教育が必修化されますが、８ページの小学校パソコン整備事業によって求め

られるＩＣＴ環境は整備されますか。 

○染谷教育総務課長 現在も小学校のパソコン教室においてプログラミング教育は実施し

ていますが、昨年１２月末に国から示されたＩＣＴ環境の整備については今後検討してま

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１号議案「令和元年度吉川市一

般会計補正予算（第５号）について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第４、第２号議案「令和２年度吉川市一般会計予算について」 

○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２号議案「令和２年度吉川市一般会計予算について」ご説明します。

本案については、３月定例議会に市長から提案される令和２年度一般会計予算案のうち、 

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。 

令和２年度吉川市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３０億３２００万円で、 

令和元年度当初予算と比較して２４億１００万円の減額となっています。このうち、教育

委員会所管分の歳出については、２０億９６７４万８千円となり、一般会計予算総額の９．

１パーセントを占めています。 

 また、前年度との対比では、３０億１５９２万円の減額となっています。減額の主な要

因は、令和２年４月に開校します吉川中学校の建設が完了したことによるものです。 

なお、詳細については、各担当課長から説明します。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 １１ページ、１２ページをお開きください。教育総務費の

うち、教育指導推進事業の消耗品費については、本年度、関小学校、北谷小学校の５年生

を対象とした「勇者の旅プログラム」を全小学校で実施するに当たり、１冊５００円のテ
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キストを３７万５千円計上しています。また、特色ある教育推進事業交付金については、

小中一貫教育推進研究のため１校当たり３万円、１２校で３６万円を増額しています。令

和２年度に吉川中学校が開校することに伴い、４中学校区において小中学校の教員が９年

間の学びと育ちを繋ぐ授業改善に取り組みます。 

○染谷教育総務課長 １７ページ、１８ページをお開きください。学校給食センター運営

事業のＰＦＩ維持管理運営業務委託料については、昨年度より約１９００万円増えていま

す。内容は、吉川中学校の開校に伴い、配送車や運転手、調理員の補充に伴うものです。 

○菊名学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 ２１ページ、２２ページをお開

きください。心のオアシスづくり事業のさわやか相談員報酬については、吉川中学校の開

校に伴い、新たに１名分を計上します。 

 次に、少年センター施設管理事業の修繕料については、倉庫の雨漏り修繕などです。通

信運搬費については、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備費です。廃棄物処理委託料については、少年

センターのごみ処理に要する費用です。 

○染谷教育総務課長 ２５ページ、２６ページをお開きください。学校管理運営事業（小

学校）の樹木剪定業務委託料については、関小学校と北谷小学校分になります。令和元年

度は、旭小学校と三輪野江小学校において実施しました。仮設校舎借上料については、美

南小学校分になります。 

 次に、教育振興事業（小学校）のパソコン借上料については、令和２年４月から７月ま

で再リースするパソコン教室の借上料と校務用パソコンの借上料です。ＩＣＴ教育機器借

上料については、１ページ、２ページをお開きください。小学校ＩＣＴ教育機器整備事業

において全８小学校の児童用タブレット端末３２０台、教師用タブレット端末２４台、プ

ロジェクター４８台、ＩＣＴ支援員などが含まれていますが、このうち、令和２年度に要

する費用を計上します。 

 次に、２７ページ、２８ページをお開きください。学校管理運営事業（中学校）の樹木

剪定委託料については、中央中学校分になります。令和元年度は、南中学校において実施

しました。 

 次に、２９ページ、３０ページをお開きください。教育振興事業（中学校）のパソコン

借上料については、パソコン教室の借上料と校務用パソコンの借上料です。教材借上料に

ついては、琴の借上料です。ＩＣＴ教育機器借上料については、吉川中学校パソコン教室

の借上料を計上します。 

○宗像生涯学習課長 生涯学習課分の歳出についてご説明します。３１ページ、３２ペー

ジをお開きください。社会教育推進事業（社会教育総務費）の放課後子ども教室支援員報
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酬については、平成２９年度から開室している「放課後子ども教室」を令和２年度も、三

輪野江小学校において子ども達の安全・安心な居場所を確保するとともに、様々なプログ

ラムを実施し、子ども達の放課後の過ごし方の充実を図っていきます。 

 次に、「文藝よしかわ第４号」は、幅広い世代から３７０点のご応募をいただき、３月に

刊行を予定しております。令和２年度も、文芸創作活動を促すとともに、優れた作品を市

民に提供し、文芸活動の普及向上を図るため、「文藝よしかわ」を刊行します。 

 次に、３３ページ、３４ページをお開きください。子ども大学交付金については、平成

２７年度から学校法人ワタナベ学園の協力を得て実施している「子ども大学よしかわ」は、

子ども達の学ぶ力や生きる力を育むとともに、地域で地域の子どもを育てることを目的に

実施し、毎年たくさんの小学生に参加していただいておりますので、継続します。 

 次に、３５ページ、３６ページをお開きください。市史編さん事業については、これま

で、三輪野江出身の「大沢雄一物語」、旭地区出身の「宮崎吉之助物語」、令和元年度は吉

川地区出身で株式会社トミーの創業者である「富山栄市郎氏」の偉業を伝えるリーフレッ

トを作成しました。令和２年度はこれらのリーフレットを活用し、広く市民に伝えていく

よう努めます。 

 また、市民の皆様と作成に取り組んできた「新たな昔ばなし絵本」の刊行に取り組みま

す。 

 次に、３９ページ、４０ページをお開きください。公民館施設管理事業の駐車場整備工

事費については、地権者の意向を踏まえ、新たに中央公民館の南側に駐車場を整備した後、

現在の東側駐車場を農地に戻して地権者へお返しする方向で進めます。令和２年度の当初

予算は、新たに南側に駐車場を整備する予算を計上します。 

次に、社会教育推進事業（公民館費）の舞台公演負担金については、彩の国さいたま芸

術劇場からのご紹介いただいた「NPO法人 埼玉情報センター」と共催で、市民が参加す

る演劇プロジェクトを実施します。さらに「公益財団法人 埼玉県芸術文化振興財団」と

共催で、大人も子どもも楽しめる舞台公演を市民交流センターおあしすで実施し、身近で

質の高い文化芸術に触れ合う機会を創出します。 

 次に、４１ページ、４２ページをお開きください。市民交流センターおあしす等管理事

業については、平成２２年度の指定管理者制度導入から１０年が経過し、令和２年度から

は３期目となります。指定管理者は「家庭と職場や学校以外の市民の居場所 地域内のサ

ードプレイス」をテーマとして掲げ、より多くの方が集うためのスマートフォンにも対応

したホームページのリニューアルなど、周知・広報の充実や、市民一人ひとりの学びを支

える仕組みづくりなどに取り組むとしています。市民交流センターおあしすが、市民交流
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を促進し、個性豊かな市民文化の創造、男女共同参画社会の実現、さらには社会福祉の増

進に寄与し、利用者満足の向上が図られるよう、指定管理者と協働して取り組みます。 

○染谷教育総務課長 １９ページ、２０ページをお開きください。令和元年度まで予算計

上していました給食食材放射能検査事業の臨時職員２名の賃金約３００万円については、

令和２年度から給食食材放射能検査を給食センター職員が行うことに伴い減額しています。

検査は令和元年度まで祝日を除き、月曜日から金曜日まで実施してきましたが、令和２年

度からは毎週木曜日に実施します。また、検査を希望される保育所におきましては、給食

食材を給食センターに提出していただきます。 

 

○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 吉川の昔ばなしはとても良いと思っております。保育園、幼稚

園では読み聞かせをとても大切にしていますが、「昔ばなし絵本」を入手することは可能で

しょうか。 

○宗像生涯学習課長 学校や公共施設へ配布を予定していますが、保育園や幼稚園への配

布についても検討してまいります。 

○中島委員 歳入について伺います。基金繰入金の文化芸術振興基金繰入金について、 

どのような性質のものでしょうか。 

○宗像生涯学習課長 文化芸術振興基金繰入金の３５４万５千円につきましては、令和元

年度吉川市一般会計補正予算（第５号）において積み立てます。文化芸出振興基金積立金

７２１万円の一部を令和２年度吉川市一般会計予算の歳入に見込みます。また、この特定

財源を充当する歳出につきましては、社会教育費の社会教育推進事業のうち、舞台公演負

担金に３５０万円、消耗品費に３万円、普通旅費に１万５千円をそれぞれ充当します。 

○中島委員 歳出について伺います。小学校費を前年度予算額と比べますと、学校管理費

が約５２８７万円の減、教育振興費が約４１５２万円の増となっています。また、中学校

費を前年度予算額と比べますと、学校管理費は約２億３９００万円の減、教育振興費が約

２４９７万円の増となっています。総じて学校管理費が減となり、教育振興費が増となっ

ていますが、増減の主な要因について伺います。 

○染谷教育総務課長 教育総務課分についてお答えします。小学校費及び中学校の学校管

理費が前年度予算額と比べて減額になった要因は、令和元年度予算におきまして、吉川中

央土地区画整理事業による栄小学校及び中央中学校の保留地購入費を計上していたことが

主な要因です。また、小学校費及び中学校の教育振興費が前年度予算額と比べて増額にな

った要因は、８小学校及び吉川中学校のパソコン教室の教育機器借上げに要する費用を計
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上したことが主な要因です。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 学校教育課分についてお答えします。教科書改訂事業（小

学校）の教科書及び指導書代については、昨年度、令和２年度使用小学校教科用図書の採

択を受けて、教師用の指導書を含めた指導用教材一式で約２０００万円を計上したことが

主な要因です。 

○中島委員 パソコン整備に要する費用は多額ですが、是非、計画どおり進めてください。

また、参考資料「令和２年度 吉川市一般会計予算案」の教育指導推進事業について、前年

度予算額と比べて約３００万円の減額ですが、学校事務支援員報酬が減額されていないか

伺います。また、健全育成活動事業について、前年度予算額と比べて１００万円近くの減

額ですが、減額の主な要因について伺います。 

○佐藤副部長兼学校教育課長 教育指導推進事業が前年度予算額と比して減額になった主

な要因は、学齢簿システム導入委託料が無くなったことによるものです。また、学校事務

支援員報酬など学校支援に要する予算は前年度と同様で、吉川中学校への配置に要する予

算も措置されています。 

○菊名学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 健全育成活動事業が前年度予算

額と比して減額になった主な要因は、家庭訪問支援員の報償について見直したことによる

ものです。令和元年度当初において１１名が週２回の家庭訪問を予定しましたが、実施の

結果、週１回の家庭訪問が適切との判断に至りましたので、約１００万円の減額となりま

した。 

○中島委員 学校事務支援員の配置については、今後も是非お願いしたい。また、健全育

成事業についても、子どもたちの育成のために手厚い措置をお願いしたい。最後に、社会

教育費のうち、公民館施設管理事業の駐車場整備工事費について、新たに中央公民館の南

側に整備する駐車場の台数、現在の東側駐車場を農地に戻して地権者へお返しする費用に

ついて伺います。 

○宗像生涯学習課長 現在の東側駐車場の面積は約１３１２㎡、駐車可能台数は６７台で

す。新たに中央公民館の南側に整備を予定する駐車場の面積は約１６３２㎡となりますが、

形状が不整形であることから、駐車可能台数は５０台程度となるため、これまでよりも駐

車可能台数は減るものと見込んでいます。また、現在の東側駐車場を農地に戻して地権者

へお返しする費用については、今後、予算の計上を検討します。 

○中島委員 大半の利用者が車で来るなか、現在、北側と東側を合わせて１１５台ある駐

車場が、今後は約１００台になるため、引き続き中央公民館の南側に駐車場の整備を進め

ていいただければありがたいです。 
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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２号議案「令和２年度吉川市一

般会計予算について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５、第３号議案「吉川市文化芸術振興基金条例の制定について」 

○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３号議案「吉川市文化芸術振興基金条例の制定について」ご説明し

ます。本案については、文化芸術の振興を図るため、地方自治法第２４１条第１項の規定

に基づき、文化芸術振興を目的にご寄附いただいた金額を積み立て運用する基金を設置す

るものです。なお、条例は交付の日から施行するものとします。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 基金を設置して運用するにあたり、運営委員会などの団体で運営するもので

しょうか。 

○宗像生涯学習課長 基金への積み立て、または基金から繰り出して予算として使用する

場合、歳入は全て市の一般会計予算に計上し、この特定財源を充当する事業を歳出に計上

しますので、全て予算の計上をして、議会の審議を経て、承認を得たものについて積み立

て、繰り出し、各種事業への充当を行います。また、現金の管理は通帳を含め、全て会計

管理者が行います。生涯学習課は書類の作成のみとなります。 

○中島委員 寄附金は全て市の基金に入れて、歳入歳出予算に活用することでよろしいで

しょうか。 

○宗像生涯学習課長 その通りです。 

○中島委員 是非、市民のために有効活用していただきたいと思います。 

○神田教育長職務代理者 文化芸術は演劇だけではないとの話がありましたので、よく検

討して活用していただきたいと思います。 

 

○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３号議案「吉川市文化芸術振興

基金条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第６、第４号議案「民法改正に伴う成人式の在り方について」 
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○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４号議案「民法改正に伴う成人式の在り方について」 

ご説明します。令和元年第６回会議におきまして、民法改正により２０２２年から成人年

齢が１８歳に引き下げられることに伴い、成人式の在り方について社会教育委員会に諮問

いたしました。社会教育委員会においては、成人式が実施されることになった歴史や日本

財団における成人式に関する意識調査、成年年齢引き下げに伴う変更点など様々な情報を

もとに議論をし、令和２年２月２０日付けで、別紙のとおり答申をいただきました。つき

ましては、２０２２年度以降の成人式の在り方について「成人が社会参加の第一歩として、

たくさんの人々に支えられていることを感じながら、主体的に成人式の実施に関わり、お

となの自覚をもって未来に羽ばたくことを祝い励ます」を理念として、対象年齢について

は２０歳を対象とすることについて、本案を提出するものです。 

○宗像生涯学習課長 今までの検討の経過ですが、６月２８日の教育委員会会議において、

成人式の在り方について社会教育委員会の意見を聞くため、「吉川市社会教育委員会会議へ

の諮問について」を提出し、社会教育委員会に諮問しました。また、同日に開催した総合

教育会議において、市長、教育委員から意見をいただきました。これを踏まえ７月３日、

１１月１３日の２回にわたり社会教育委員会で議論が行われ、令和２年２月２０日に開催

した３回目の社会教育委員会において答申がまとまり提出されました。また、この間に本

市が実施した成人式へのアンケートの結果は、概ね対象年齢は２０歳を希望する意見が多

いものとなりました。それらを踏まえ、実施の理念と対象年齢のみを決定し、会場などに

ついては状況を見ながら、市、教育委員会及び成人式実行委員会が決めていくことが望ま

しいとの答申をいただきました。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島委員 今年の成人式は成人が主体的に成人式の実施に関わり、大変立派な成人式で

した。これからも吉川市らしさを取り入れた成人式を是非、継続して実施していただきた

いと思います。 

 

○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４号議案「民法改正に伴う成人

式の在り方について」は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７、第５号議案「令和２年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申に
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ついて」 

（人事案件のため非公開） 

 

◎日程第８、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２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３月２７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点目の小中学校の卒業式、入学式の出席について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 ２点目の小中学校の卒業式、入学式への出席につい

てご説明します。卒業式と入学式の出席者が確定しましたので、当日はよろしくお願いし

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） 

◎閉会の宣告（午後４時３３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２年第２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 本日は日差しが温かく、春の訪れを感じる日となりました。ま

た、新型コロナウイルス感染症の対策が様々されていますが、国内でも感染が拡大してい

ます。２８日は埼玉県の公立高等学校の入試がありますので、子どもたちは追い込みの時

期を迎えていると思いますが、希望が叶うよう祈っています。令和２年度から小学校は新

学習指導要領の全面実施となります。平成２９年度から３年がかりで準備していただきま

して、ありがとうございました。これからは教育の内容とともに質の向上のため、教員の

授業力の向上が求められますので、一層のご指導を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。 
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参考資料 

 
付議された議案等の処理結果 

 
令和２年第２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１号議案 令和元年度吉川市一般会計補正予算（第５号）について 可 決 

第２号議案 令和２年度吉川市一般会計予算について 可 決 

第３号議案 吉川市文化芸術振興基金条例の制定について 可 決 

第４号議案 民法改正に伴う成人式の在り方について 可 決 

第５号議案 
令和２年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申に

ついて 
可 決 

 

 


