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吉川市教委告示第４号 

令和２年第４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４月２１日 

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

 

１ 日時  令和２年４月２４日（金） 午後３時から 

２ 場所  吉川市役所２０２会議室 

選任 

(1)教育長職務代理者の指名について 

報告事項 

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について 

付議案件 

(1)  会議録の承認について 

(2)  学校歯科医の解任及び委嘱について 

(3)  学校評議員の委嘱について 

(4)  第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について 

(5) その他 
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開会の日時 令和２年４月２４日 午後３時００分 

閉会の日時 令和２年４月２４日 午後４時１５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 中島 新太郎 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 戸張 利恵 

２ 中島 新太郎 

３ 小林 照男 

４ 鈴木 真理 

５ 荒井 一美 

    

    

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    馬場 重弘 

学校教育課学校支援担当主幹 

兼少年センター所長     砂賀 正史 

 

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 管理担当副主幹） 安室 晴紀 

傍聴人 ０人 
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令和２年第４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 ― 教育長職務代理者の指名について 〃 

日程第２ ― 会議録の承認について 〃 

日程第３ 報告第５号 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について 〃 

日程第４ 第１９号議案 学校歯科医の解任及び委嘱について 〃 

日程第５ 第２０号議案 学校評議員の委嘱について 〃 

日程第６ 第２１号議案 第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について 〃 

日程第７ ― その他 〃 

日程第８ ― 閉会の宣告 〃 

 

 

 



令和２年４月２４日 第４回 吉川市教育委員会 

4 

 

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４回吉川市教育委員会会議を開催いたします。 

 

 ◎日程第１、教育長職務代理者の指名について 

〇戸張教育長 「教育長職務代理者の指名について」を議題といたします。神田教育長職

務代理者が、令和２年４月２２日をもって任期満了となります。地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１３条第２項の規定により、教育長職務代理者は教育長が指名するこ

とになっておりますので、教育長職務代理者の指名を行います。 

  教育長職務代理者として、中島委員を指名いたします。中島委員、いかがでしょうか。 

〇中島委員 委員の中で一番年長ということで、年齢順からいって順番なのかなと。少し

でも戸張教育長をお手伝いできればと思い、お引き受けしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

〇戸張教育長 それでは、地方教育行政組織及び運営に関する法律第１３条第２項に定め

る教育長職務代理者として、中島委員を選任いたします。なお、教育長職務代理者の任期

は、中島委員の任期満了日までとなります。 

 

◎日程第２、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３、報告第５号「新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について」 

○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５号「新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について」 

ご報告申し上げます。  

 刻々と状況が変化していく中で、資料にありますように４月以降も臨時校長会を重ね、

５月６日までの臨時休業後の学校再開に向け検討を重ねております。 

資料等の詳細につきましては、担当課長から説明いたします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 資料の説明をいたします。資料をご覧ください。先ほど部

長より説明がありましたように、小中学校の臨時休業は６日までを予定しております。 
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別紙１は４月の市内小学校での受け入れ人数となっております。 

別紙２以降は、国や県からの送られてきているＱ＆Ａとなっております。国・県からの資

料に基づき、市としての方針を決定しております。 

現在は、学校再開および入学式に向けて、細部を詰めているところでございます。今後

も児童生徒が充実した学校生活を送れるべく検討を重ねてまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 まず、学童保育の状況についてお願いします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 学童保育につきましては、資料１にありますように、今日

現在１４３人のお子さんが学校で午前中授業を行い、その後学童保育で受け入れをいただ

いている状況であります。こちらの数がほぼ学童にかかわってくる数となります。 

〇中村部長 午前中とありましたが、学童保育の利用者は午後２時３０分に学童保育行き、

学校の受け入れは午後３時までとなります。若干学童保育以外の児童で学校に来ている児

童が２人から３人います。ほぼ学童保育の人数ですが、何名か学童保育には行っていない

が保護者の都合で学校で預かっている状況です。 

○小林委員 学童保育で預かっている保護者の勤務形態は。例えば社会インフラに関わる

仕事の方がほとんどなのか、当初のころはそうでない方も多かったのではないか。時間が

たつにつれて変化してきているのではないか。ＧＷまで時間があるが、各学童保育・保育

園もそうだが、より一層自粛をお願いしますとか、通達がされるようになってきました。

吉川市の状況をお聞かせください。 

○中村部長 昨年度の受け入れは、それほど縛りを設けずに、家でみられない児童は受け

入れしますよと受け入れている人数が、２００人を超えている状況でございます。 

 今年度につきましては、当初８，９，１０につきましては昨年度と同様に、プラス４年

生についても受け入れをしています。学童保育からの要望で、昨年度は３年生まででした

が、いきなり新年度になって４年生はダメというのは可哀想だということで一学年上げて。

キャパは増えたかたちでの受け入れになりますが、最終的に１０日までに学童のほうで、

本当に必要かどうか、どういう勤務状態なのかしっかり把握して受け入れを始めた関係で、

１３日からは１０日より減った人数になっている状況です。 

 細かい職種までは把握はしていませんが、担当課のほうでは本当に必要かどうか把握し

てはいます。 
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○小林委員 小学校の休校期間は５月６日がめどとなっている中で夏休み、冬休みが短く

なっていくなど方向性を示すなかで、委員会での議決などもあると思うが、その考えと、

これは意見として、夏休み期間が短くなるなど想定されるのであれば、できるだけ早く児

童生徒の皆さんへ伝えることにより結果的に今の生活の仕方、今の家庭内での生活の仕方

を変えることができるのではないかというイメージです。一つ質問と一つ意見です。 

○馬場副部長兼学校教育課長 現時点なのですが、すべての学校の未履修の必要履修、本

年度の必要履修の洗い出しを行い、それに基づいて最低限どれくらいの日数が必要なのか

調べ上げました。それに基づいて実際に夏季休業をどれくらい減らさないといけないのか

検討を進めているとろです。連休中に宣言が出されることもありますので、伸びた場合も

想定しまして数パターン作っている状況です。 

○小林委員 それに基づいて意見ですが、学童のほうが急遽３月から開所時間が延ばされ

て、夏休み、春休みと同じ時間となって人員の配置を変えなくてはいけないところが出て

いると思いますが、現状でいうと予算的な面で確認していただきたいが、民間学童を請け

負っているなかで、開所している時間が長くなっているなかで、人件費の予算付けが１日

当たり１万円。これでは賄えないので基本的に赤字。人件費が払えない状況で夏休み、春

休みシフトで学童をやる状況になっている。夏休み、春休みの長くなった場合で運営費の

補助が出るのですが、４月今の状況は出ていない。逆に夏休みが短くなってしまって、平

日と同じ時間になってしまうと、夏休みの人件費補助が出なくなってしまうとさらに学童

の運営が悪化してしまう可能性があるので、今後、夏季休業の期間を調整するのであれば、

学童の運営状況も同時に考えていただきたい。これは意見です。 

○中村部長 吉川市の場合は、朝から学童でお願いしたいと思っておりましたが、シフト

の状況があるので動かせないとのことで、基本的に学校がある時間帯は学校職員が見て、

学童は通常の時間で見ているのが吉川市の現状です。吉川市の場合は公立の学童なので、

運営自体は市が行っています。その辺は大丈夫なのではないかと思います。今後心配しな

いといけないのは、夏休み期間が短くなることについて、それをあてにしていた支援員の

みなさんが、夏休みの給料が少なくなることについては影響があるのかと。夏休み期間の

変更や土曜日授業のこともあるので、土曜日の丸一日の時間が半分になります。なるべく

早く学童と調整したいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 今の話ですが、学校は教育委員会の管轄ですが、学童は市の管

轄ですね。その辺が今、小林委員より話があったように連携を密にしておかないと、考え

のずれが出て、子供たちや保護者に影響が出てしまうと思います。調整を重ねながらお互

いの連携を深めていくことが大事だと感じました。同じく小学校と学童の関係なのですが、
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例えば、吉川小学校では４０名くらい来ているのですが、学校では間隔をあけて離れて生

活していると思いますが、学童では子供たちがおやつの時間などふざけてしまう時間ある

と思います。その辺は相当神経を細かくしていかないと学童でクラスターが発生して、市

や教育委員会など対応が大変なことになりますがどうでしょうか。 

〇中村部長 学校の受け入れは１クラス５名から１０名程度で受け入れをしています。学

童についても３月までは全体の３割しか利用していないこと。４月からはそれが２割とい

う状況になっています。クラスの中ではある程度余裕をもっています。必要であれば学校

施設も使用できるようになっておりますが、現時点では賄えているところでございます。 

〇中島教育長職務代理者 学童は教育委員会の指導が届かないですよね。子供たちが離れ

て生活するように指導していかないと危ないと思います。学童の指導員は子供の教育につ

いては専門職ではないので、指導員が注意しても子供たちはくっついてしまう。その辺が

心配です。 

〇中村部長 担当である保育幼稚園課の方で指導していますし、児童の人数が少なくても

指導員の人数は変わらず同じ人数を配置しているそうです。２割の子供たちを、今までの

教室で同じ職員配置でしている状況ですのでしっかり見ながらやっていると感じています。 

〇中島教育長職務代理者 夏休み、冬休み期間に学習時間の確保を今から検討を進めてい

るということですがお願いします。もし、学童でクラスターが発生した場合に県などから

マニュアルはまだ来ていないと思いますが。 

○馬場副部長兼学校教育課長 本日の資料の７ページに、学校で児童の発熱を確認した場

合にどうすればいいのかというものが出ています。これが一つのガイドラインになるのか

なと思っています。感染が確認された場合については、というところで、保健所が濃厚接

触者との調査をすることになります。さらには、感染者と最後に接触した日から起算して

２週間の出席停止の措置をとる。教職員についても同様の形になるので、このように進め

ていくと思います。加えて、学校全体でも消毒をする必要があるものと考えております。 

〇中島教育長職務代理者 了解しました。そのほか意見としてですが、今後の子供たちの

学習と入学式をどうするのか。入学式に関しては何らかの形でやっていただければ、保護

者の方達も気持ちの整理がつきますし、子供たちにとっても意義があるのかと感じがしま

すので。是非、やれるのであれば入学式をやっていただきたいと思います。コロナウイル

スに関しまして、学校長の皆さんで校長会を開いていると思いますが、校長の皆さんから

はどんな意見が出ているのか。学校をどうして行くのか、対応していくのか校長先生の考

えを教えていただきたい。 

○馬場副部長兼学校教育課長 校長の考え方といたしましては、休校の延長というものが
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かなり短いスパンで出てくるので、見通しを持ちたいという意見をいただいています。市

といたしましても国や県の出された通知や宣言あるいは措置などに基づいて、可能な限り

速やかに指示をだしている状況でございます。その点についてはご理解をいただいており

ます。学校長の意見の中で、休業中の職員室での密の状態。こちらについて不安を考える

校長が多くいました。それについても県の方から自宅勤務という措置が認められることか

ら、それを活用する形で市の職員同様に職員が入れ替わる形で勤務を進めております。た

だ、勤務ですので、自宅に場所が変わって勤務しているということですので、その点につ

いても教育委員会として厳しく指導しているところです。本市はテレワークのシステムが

使えるので、そちらのほうも積極的に活用して実質的な事務を進めていただいているとこ

ろです。 

〇中島教育長職務代理者 各学校とも初めてのことで大変な状況だと思いますので、校長

の皆さんとの連携を深めてスムーズに学校と教育委員会が繋がることが大事だと思います。

最後に、子供の学習状況は。現在、課題などを与えていると思いますが、どのように把握

しているのか、評価はどのようにするのか、指導はどうするのか。現在、子供たちへの指

導はどのような状況なのか教えてください。 

○馬場副部長兼学校教育課長 各学校でそれぞれ課題を子供たちへ与えております。課題

の与え方は、小学生は保護者と一緒に登校して渡しています。中学生につきましては自分

で来ることができますので、校内でソーシャルディスタンスを保ちながら課題を配布して

います。課題を与えているだけでなく、教育委員会において時間割表の雛形を作りまして、

小学生などは時間割表を見ながら、この時間は国語、この時間は算数、午後は縄跳びなど

の体力つくりをします。という形で取り組んでいます。中学校は、課題の中で範囲を決め、

自分達で計画を立て取り組んでいます。配布は１３日から１７日で一度していますが、第

2回目の課題配布を今週あたりでしている学校が多いと思います。中学校は密にならない

ように学年クラスを分けて配布しています。いづれにしても、その場での指導は密が避け

られない事や、時間がかかってしまうことなどがありますので、提出された課題をチェッ

クする形になります。 

〇中島教育長職務代理者 子供たちへの指導よろしくお願いします。 

○小林委員 YouTubeなどでの発信は検討しているのですか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 現在具体的に YouTubeでの授業の配信はございません。今

のところは課題を与えて、その課題を回収し、また課題を与えるということをメインに考

えています。 

○小林委員 万が一感染者が児童生徒、職員に出た場合のプライバシー保護について、今
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の段階で決まっているのか。決まっていないのであれば、マスコミなどに報道される前に

作っていて、誰も悪者にならないようにするように。 

もう一点が、教育実習生の受け入れについてどのようにしていくのか。教育実習生は市

教育委員会単位ですよね。市教育委員会として受け入れをするのか、しないのかという方

向性。実際、我々の事例でいうと、実習しないと単位が取れないので免許が取れなくなっ

てしまう。現状で来ているのが、５月６月の実習についてはすべて延期、これでは間に合

わなくなってしまうのではないか。文科省の方から、実習を学校内で行ってもよいと通達

が出たと。実際、学校内では無理だと。どうにか実習生を引き受けてもらえないかと。そ

うでないと卒業させることができない、免許を出すことができない。県の教育委員会の問

題ですが、来年の採用ができなくなってしまう。それは県教育委員会の問題として、市教

育委員会として実習生の受け入れをどうするのか方向性、今は学校に児童生徒が居ないの

で実習にならないので断るのか、それとも受け入れる方向になるのか、決まっていればお

願いします。 

プライバシー保護の件と実習生の受け入れの受け入れについての２点でお願いします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 感染者のプライバシー保護に関しては、今度の臨時校長会

でも県からの文書に雛形がありますので、それに基づいていきたいと思います。基本的そ

の内容について共通理解をはかる、その上では学校名、個人名が特定されないというとこ

ろは確認していきたいと思います。 

２点目の実習生の受け入れに関しては、市教育委員会でまとめて依頼がきておらず、学

校単位で受けている状況でございます。この点についても検討していきたいと思います。 

〇小林委員 学校毎に決めている、学校側が返事をして受け入れている状況ですか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 学校が承認して受け入れる。以前は、教育委員会へまとめ

て、例えば文教大学などからきて依頼がありましたが、今はそういう形では実習生の受け

入れはしていない。直接その学校の卒業生などが依頼をしている。実際の受け入れしてい

る学校については把握していないので検討を進めていきたいと思います。 

〇小林委員 吉川市としての方向性があって、それに基づいて校長先生が判断しやすいよ

うにすれば、その場で判断できるのかなと。 

○戸張教育長 実習生の受け入れのことだけでなく、学力向上に関する学生ボランティア

など多くの方が入っていた実績がございます。それにつきましても我々は４月の現時点で

はお受けすることについては一考することが望ましいと校長会ではお伝えしています。実

習生については単位が絡んできますし、将来的なことも絡んできますので判断が難しいこ

とかと思います。過去に受け入れた時期などの実績も含めて調べて、あと大学側の考えも
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伺ってみないとわからないと思います。 

〇鈴木委員 聞きたいことはほかの委員の方がお聞きになっているのでありませんが、本

当に大変ななか色々とありがとうございます。保護者の立場からすると先が見えないので

不安でしかない。行政もそれは一緒だから十分それはわかっているという声が多いと思っ

ています。しかし、保護者は勉強がというところです。大変だというところはわかります

が、課題など期間を短めに色々と出していただけると保護者は安心なのかと思います。保

護者は不安で、自分で教えることができるので、それが良いことなのか、でも教え方は学

校のやり方があるのでどうなのか悩んでいる。どうすればいいのかという声を聞きます。

保護者メールなどを使っていただき保護者安心につなげていただきたい。大変だと思いま

すがフォローをお願いします。 

〇荒井委員 鈴木委員からもありましたが、課題を学校で出して、集めて目を通している

ということですが、本当に教員は大変だと思いますが、保護者もわからない、子供たちも

わからない、教科書を見ても理解できないという子は必ずいると思います。そういう時に、

教員より保護者や子供が読めばわかるようなコメントをいただけるとありがたいと思いま

す。大変だと思います、自分もやってきたので。３０数名いるのに一人ひとり見なくては

いけないので。課題が返ってきたときのコメントが書いてあれば明確だと思います。 

もう一点は、夏休み、冬休みの期間が短くなるということですが、学校にはエアコンが

全教室に付いていますので一見安心そうですが、私が心配しているのが登下校です。三輪

野江小、旭小は本当に４ｋｍです。１時間歩いて来ます。朝でも汗だくで大変だったお子

さんもいます。保護者が自転車で付いて、荷物をかごに乗せて来ますが小さなお子さんは

汗だくでした。コロナも然りですが熱中症も然りです。そういった部分も配慮していただ

いて、エアコンあるからいいではなく、登下校の安全も熱中症対策も視野に入れて計画を

していただければと思います。 

○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５号を終わります。 

 

◎日程第４、第１９号議案「学校歯科医の解任及び委嘱について」 

○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１９号議案「学校歯科医の解任及び委嘱について」ご説明いたします。 

本案につきましては、美南小学校 学校歯科医の成本千鶴子歯科医師について、本人から

の申し出により、令和２年３月３１日をもって解任することにより、欠員となるため、 

令和３年４月１日付けで新たに戸張英男歯科医師を委嘱について案のとおり提出するもの
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でございます。また、既存の小中学校と合わせるため、任期は令和３年３月３１日までと

します。 

 

○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） 

ご異議なしと認めます。したがって、第１９号議案は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５、第２０号議案「学校評議員の委嘱について」 

○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２０号議案「学校評議員の委嘱について」についてご説明いたします。

本案につきましては、吉川市立小・中学校管理規則第１９条の２第２項の規定により、校

長の推薦に基づき、令和２年度学校評議員を委嘱するものであります。 

 なお任期につきましては、令和２年 5月１日から令和３年３月３１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） 

ご異議なしと認めます。したがって、第２０号議案は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第６、第２１号議案「第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について」 

○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 第２１号議案「第２５採択地区教科用図書採択協議会規約」についてご

説明いたします。 

 今年度、三郷市・八潮市・吉川市の３市による令和２年度第２５採択地区教科用図書採

択協議会が開催され、中学校教科用図書 国語、書写、地理、歴史、公民、地図、数学、

理科、音楽、美術、技術、家庭、保健体育、外国語、道徳 が選定される予定となってい

ます。 

まず、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』第１３条第４項の規定

を申し上げます。採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択

地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小

学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会（次

項及び第十七条において「採択地区協議会」という。）を設けなければならない。  

この規定に基づき、第２５採択地区教科用図書採択協議会規約を定めるため、この案を提
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出するものでございます。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 １７条の情報公開のところ、情報公開条例については埼玉県の情報公開条例、

自治体の情報公開条例ありますよね、公開についてはそれに合わせるということで、第２

５採択地区教科用図書採択協議会は別に定める基準によって情報公開すると。あとは教育

委員会ごとの情報の公開のパターンがあります。他市と同じようにする方がいいのではな

いか。他市を確認して併せたほうが良いのでは。 

○戸張教育長 月曜日にこの協議会がございますので、ただ今の委員のお話を確認させて

いただきたいと思います。 

〇中村部長 情報公開条例については、ほぼどこの市町村も同じような文言が書かれてい

ますのでそれほど大きな違いはないものと考えています。国に添って作られていますので。 

○小林委員 あっちは公開してこっちは非公開とか、三郷市は公開してるいとか、八潮市

はこうだとか規定に沿ってやっていると言っても、情報公開条例は国がやっていることと

いうのはわかりますが、対応についてですよ。足並み揃えて。 

〇中村部長 ３月の市議会の常任委員会でも質問が出ていて、答弁のなかでも他市との整

合性を図ると、併せて透明性というところをもって公開の方向で考えていきたいと答弁し

ておりますので、しっかりと３市で併せた形で、できれば公開の方向で持っていいければ

と思っているところです。 

○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） 

ご異議なしと認めます。したがって、第２１号議案は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７、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 次回の教育委員会開催について日時令和２年５月２９日金曜日午後３時

から会場は吉川市役所３０１会議室となります。６月２６日の第６回吉川市教育委員会に

ついても学校訪問を予定していましたが、今後の状況によって変わってくることもござい

ます。庁舎内での実施もあると思います。改めてご連絡させていただきます。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

〇小林委員 他市では教育委員会も中止というところもあります。その方向性はどうです

か。 

〇中村部長 今回の会議は荒井委員も初めてということもありましたので、年度初めの１
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回目ということで開催させていただきました。次回以降につきましては議題の内容によっ

て、どうしても開かざる負えない場合は開催させていただきますが、報告のみで済む場合

は開催しないということも考えられると思います。また、できる限り時間を短くする形で

考えて行きたいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 そういう方向でいいと思います。例えば色々な会議でも資料を

自宅に届けて意見があったら何月何日までに郵送でお願いしますと、そんな形で会議をや

っている所もありますから。そういう対応でもいいと思います。 

〇小林委員 書面でもいいので、無理はしないで。先決でやっていただいて、後で報告で

もいいので。 

〇中村部長 毎回コロナの対策会議後に電話にてご報告させていただいておりますが、今

後とも大きく変わったときにはご報告させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

◎閉会の宣告（午後４時１５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４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、中島教育長職務代理者

よりごあいさつをお願いします。 

○中島教育長職務代理者 皆さん大変お疲れ様でした。現在緊急事態ということで大変な

騒ぎとなっていますが、教育の世界も私が入ってから５０年くらいになりますが、こんな

異常な事態は初めてです。本当に学校も大変だし、子供たちも大変だし、家庭も大変だし、

それこそ教育委員会の皆さんも大変だと思います。 

 今日委員の皆様から貴重なご意見をいただきました。是非、意見をいいものにして進め

ていってもらえればと思います。子供たちが１人もコロナで亡くなることがないよう祈っ

て、今後うまく対応していくような方向で進めていっていただければありがたいと思いま

す。よろしくお願いします。 
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付議された議案等の処理結果 

 
令和２年第４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１９号議案 学校歯科医の解任及び委嘱について 可 決 

第２０号議案 学校評議員の委嘱について 可 決 

第２１号議案 第２５採択地区教科用図書採択協議会規約について 可 決 

 


