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吉川市教委告示第５号 

令和２年第６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６月２３日 

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

 

日 時  令和２年６月２６日（金）午後３時から 

場 所  吉川市役所３０１会議室 

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 吉川市障がい児就学支援委員会規則の一部を改正する規則について 

２ その他 

① 吉川市市史編さん委員会委員の委嘱について（市教育委員会選出） 

② 7月補正予算について 

③ 次回（令和２年 第７回）教育委員会会議開催について 

※ ７月２１日（火）午後３時～ 吉川市役所２０２会議室 
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開会の日時 令和２年６月２６日 午後３時１２分 

閉会の日時 令和２年６月２６日 午後３時５６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 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 鈴木 真理 

４ 荒井 一美 

    

    

会議に欠席した委員の氏名 

    小林 照男 

 

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 

教育総務課長        石田 和親 

生涯学習課長        岩上 勉 

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 １人 
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令和２年第６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 報 告 第 ８ 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２ 第２５号議案 
吉川市障がい児就学支援委員会規則の一部を改正する

規則について 
〃 

日程第３ ― その他 〃 

日程第４  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１２分） 

○戸張教育長 ただいまから令和２年第６回吉川市教育委員会会議を開催いたします。 

 

◎日程第１、報告第８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８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。  

 ６月１日からの学校が再開しました。感染拡大防止のため分散登校をおこないながら慎

重に学校再開を進めてきました。 

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、学校が再開され、現在は、一斉登校をおこない感染拡大

防止に努めながら、児童生徒は学校生活を送っております。 

 指導主事を中心に学校訪問しておりますが、児童生徒が下校した後の消毒等、教職員は

確実に感染症拡大防止の対策をおこなっております。 

また、給食時には手指の消毒はもちろんのこと、密にならないように廊下等を活用して配

膳をするなど、各学校で工夫をしております。 

 夏の時期を迎え、別紙１にありますように、衛生管理マニュアルも改訂されました。今

後は熱中症対策と感染拡大防止対策についてバランスを取りながら実施するよう学校に指

示をしてまいります。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島教育長職務代理者 1点目は子供たちが一斉登校したということで、現在の子供た

ちの状況について教えてください。２点目は報告事項にあります６月２２日以降の部活動

の開始について部活動によっては接触のある例えば柔道などもあると思います。どのよう

な指導をしているのか教えてください。 

○馬場副部長兼学校教育課長 学校が再開したことによる様子ですが、各学校において子

供たちは元気に登校しております。密にならない、感染拡大防止ということを考えて様々

な工夫をしながら子供たちと過ごしている状況でございます。授業についても遅れている

部分を取り戻せるように、ただ、余りにも取り戻し方が急になり過ぎると子供たちに負担

がありますので、行動や気持ちに寄り添いながら進めるように指導しているとこでありま

す。 
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 ２点目の部活動につきましては、２２日以降段階的にスタートしています。委員のご指

摘とおり密になる運動についてはガイドラインを作成して避けてもらうよう指導していま

す。実際に柔道の組手などは現時点では行えないので受け身などになると思います。中体

連からも部活動に関するガイドラインを校長会を通じて学校に配布しています。 

○中島教育長職務代理者 ありがとうございます。ガイドラインに従って学校で指導して

いると思いますが、３密にならないように吉川市のガイドラインもあり非常に細かい所ま

で指導しないといけない。給食もおしゃべりしてはいけないとか、掃除又は音楽の授業は

大声を出してはいけないとか、細かいところまで指導が入っています。先生方が細かくな

ってしまって、子供たちが委縮しないようにうまく子供たちが意欲的な学習ができるよう

にしていただければと思います意見です。 

 教えていただきたいのですが、現在の状況を見ていると、資料にある校長会での伝達事

項ですが、教職員の服務について校長会で伝達したということですが、本年度は夏季休業

も短縮となりました。土曜日も授業ということで勤務となっています。先生方の休業です

がどのように休むのかと、又、体制が作れるのか。服務について教えてください。 

○馬場副部長兼学校教育課長 服務に関しまして夏休みが１０日間短縮になっております。

プラス９日間の土曜日授業となっております。他市では夏休みを１７日間減らす取り組み

をしている所もありますが、土曜日の授業を実際に行った場合に夏休み、冬休みに振替を

取るしかないという形になっております。県の条例に定められた、前４週後１６週以内で

振替を１００％取れるように土曜授業の日数を調整させて頂きました。振替を取る上で日

直等が入っていると難しい面があります。その日は必ず教員がつかなければなりませんの

で、閉庁日を８月５日から１３日まで拡大をし、その中で確実に振替を取れるように進め

ています。 

○中島教育長職務代理者 土曜日も授業する形で子供たちの為にやっていただいているの

で、きちんと休暇が取れるように体制を取っていただきたい。 

○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８号を終わります。 

 

◎日程第２、第２５号議案「吉川市障がい児就学支援委員会規則の一部を改正する規則

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 ２５号議案、吉川市障がい児就学支援委員会規則の一部を改正する規則

についてご説明いたします。 
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 本案につきましては、市内特別支援学級、通級指導教室で特別な支援を受ける児童・生

徒数の増加が今後も見込まれる中、吉川市障がい児就学支援委員会において各校、各通級

指導教室担当者の意見を幅広く聞き、入級の判断をするために本規則の一部を改正するも

のでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明いたしますので、よろ

しくお願いします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 第２５号議案、吉川市障がい児就学支援委員会規則の 

一部を改正する規則についての詳細をご説明させていただきます。 

  令和元年度、中曽根小学校に、発達障害・情緒障害通級指導教室が北谷小学校から１

教室移設、令和２年度、中曽根小学校に発達障害情緒障害通級指導教室が１教室増設、難

聴言語通級指導教室が関小学校から北谷小学校に１教室移設され、吉川市の通級指導教室

が、５教室となりました。また、令和２年度吉川中学校開校にともない、吉川中学校内に

自閉症・情緒障害特別支援学級、知的障害特別支援学級が開設しました。 

市内特別支援学級在籍児童、通級指導教室入級児童は年々増加傾向にあり、今後も市内

特別支援学級、通級指導教室の増設が見込まれております。そこで、特別な支援が必要な

児童生徒の就学、通級指導教室の入級・退級について、よりきめ細かく判断をする必要が

あり、各校の特別支援学級担当者、通級指導教室担当者が就学支援委員となり、幅広く意

見を求めることが重要となってきます。 

上記の理由から、吉川市障がい児就学支援委員会規則改訂を行い、就学支援委員会の組

織を３０人以内とするよう、施行前本規則の一部を改正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） 

○中島教育長職務代理者 特別支援教育につきましてはこれからも更に充実させていくと

いう事で問題ないと思います。是非進めていただきたい。次に特別支援教育に関する質問

をしたいのですが、市の特別支援委員会で話し合いをして、この子は普通教室でなく特別

支援教室で学んだほうがいいのではないかと判断がなされるのです。普通教室を希望し特

別支援学級への提案を拒むという保護者が以前はいましたが、現在の状況はいかがでしょ

うか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 現在も就学支援委員会の判断と保護者のニーズが不一致と

いうことはあります。就学支援委員会で判断させていただいて、保護者へ学校より伝えて

いただくということは、保護者が特別支援学級や通級指導教室への通級を考える際に判断

材料となると思います。入学の時に結果が出なくてもじっくり情報を提供し、学校と相談

し、子供の望ましい就学先が選択できるように就学支援委員会の委員は考えています。 

○中島教育長職務代理者 保護者の理解ですね。保護者が自分の子供にとってどちらがい
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いのか判断をさせるためには、学校と保護者の信頼ですね。信頼関係を作っていく中で、

１年目は拒む、２年も提案して無理。だんだん信頼関係を作りながら３年目に判断すると。

何度も保護者と話しながらその子にとって一番いいのはどちらなのか。指導を進めてもら

いたい。 

〇荒井委員 中島教育長職務代理の意見に賛成です。その子が特別支援学級に適であると

しても保護者の判断で通常教室に居る訳です。その子のサポートは担任だけでは難しいで

すよね。サポート体制はどうですか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 学校が主体となって支援の体制をとっていますが、アドバ

イスができるように、本市では数年前から巡回支援訪問を大学の先生をお招きしてそれぞ

れの学校に行き、配慮を要する児童を実際に教室で見ていただき、校内でその子に対する

手立てをアドバイスしています。 

 また、特別支援学級への対応となりますが、本市では１学級につき１名の特別支援員を

配置しています。このため、すべての特別支援学級に支援員が配置され担任の指導を支援

しています。これは本市の特徴的な取り組みとなっております。これからも特別な配慮が

必要な児童に対して温かく指導して参ります。 

〇荒井委員 特別支援学級に１名の支援員が入っているという事は大変素晴らしいと思い

ます。ただ、１名の支援員が通常の教室に居る児童にも支援に行ける体制は整っているの

でしょうか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 労働規約の中では特別支援学級に配置という事は示してい

ないので、校長の裁量にて必要に応じ普通学級の児童を見ることも可能です。実際は特別

支援学級の中での支援をしていますが、支援員の活動については幅を持たせている状況で

す。 

〇荒井委員 幅を持たせて学校全体の中で支援の必要な児童にあたれると理解してよろし

いですか。また、是非本当は特別支援学級で児童にあった指導を受けることが望ましいと

思いますが、理解を得られず通常学級でと要望が強い保護者が必ずいます。その教室にい

るほかの児童ことを考えると支援の手は必要と思います。その事を校長先生方に話してい

ただきたいと思います。 

〇鈴木委員 特別支援学級は学校の規模によって人数が違うと思いますが、人数によって

支援員の人数が決まっているのか、それともクラスに１名なのでしょうか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 学級につき１名の配置となっています。児童の人数に違い

があると思いますが、障がいごとに児童を分けています。特別支援学級においては９名に

なりますと２学級に分かれます。８名の場合は１学級となりますが、９名になりますと５
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人の学級と４人の学級に分けることが可能です。特別支援学級については学校により異な

ります。 

○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２５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 初めに生涯学習課より吉川市市史編さん委員会委員の委嘱について報告

いたします。 

〇岩上生涯学習課長 生涯学習課より１件報告いたします。吉川市市史編さん委員会委員

の教育委員会の選出委員についてでございますが、現在、吉川市市史編さん委員会条例に

基づきまして市教育委員会選出として中島委員に委嘱をさせていただいておりまして、令

和２年６月２４日で任期の満了を迎えたところでございます。つきましては令和２年度か

ら２年間の再任といたしまして、引き続き中島委員にお願いをしましたところ、ご了承を

頂いたところでございます。今後につきましては、第１回同委員会開催当日に委員の委嘱

を行い会議を開催させていただく予定でございます。よろしくお願いします。 

○中村教育部長 続きまして教育総務課より７月補正予算について、７月から実施します

土曜の学校給食提供について、７月２日なまずの日に実施しますなまずカレー南蛮の提供

とオンラインミーティングについてご報告します。 

〇石田教育総務課長 教育総務課から３点報告させていただきます。 はじめに「令和２

年度７月補正予算について」ご報告いたします。今回の補整予算につきましては、国の「令

和２年度補正予算（第２号）」に基づき予算措置が必要な事業、新型コロナウイルス感染症

対策に係る事業に要するものについて補正予算の編成を進めております。それではお手元

の２枚綴りの国資料をご覧ください。 

１枚目は「GIGAスクール構想の加速による学びの保障」についてでございます。目的と

いたしまして資料にありますとおりでございます。このうち市に必要なものとしまして、

「児童生徒の端末整備支援」の中の「１人１台端末」の早期実現に基づき、今年度中に全

児童生徒分のタブレット型端末の整備を目指してまいります。次に「緊急時における家庭

でのオンライン学習環境の整備」の中の「家庭学習のための通信機器整備支援」に基づき、

Wi-Fi環境が整っていない家庭へのモバイルルーターの整備について進めてまいります。

次に、「家庭からの遠隔学習機能の強化」に基づき、臨時休業等の緊急時に学校と児童生徒
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がやりとりを円滑に行うため、学校側が使用するカメラやマイクなどの通信装置等を整備

してまいります。 

 次に２枚目をご覧ください。「学校再開に伴う感染症対策・学校保障等に係る支援経費」

についてでございます。こちらは概要にありますとおりでございます。現在、「学校におけ

る感染症対策等への支援」、「子供たちの学習保障の取組への支援」それぞれの支援メニュ

ーに基づき編成しております。主なものとしましては、感染症対策の消毒液、マスクをは

じめ、学習保障として２波、３波に備え、今後使用する各種問題集や、空き教室を積極的

に活用するため、移動用パソコン、プロジェクタなどが各学校より提出されております。

いずれしましても、現在、補正予算編成中のため、本日は補正予算書を提出することがで

きませんので、詳細につきましては確定次第、改めて報告させていただきます。 

続きまして、７月から実施します学校給食の提供についてですが、お手元にプレスリリ

ースの資料を用意させていただきましたのでご覧ください。６月２５日に報道機関に発表

させていただきましたところお問い合わせを頂いております。６月につきましてはお弁当

にて対応していただきましたが、保護者負担の軽減や栄養もしっかり接種していただくた

め土曜日の給食を７日間実施します。また、土曜日のため調達できる食材に限りがありま

すが、その中で最大限努力させていただき、給食を提供させていただきたいと思います。

なお、給食費につきましては、全体の中で調整させていただき新たな費用負担はいただか

ない中で実施していきたいと思います。その他の資料は、学校長あて、保護者あてに通知

したものになりますので参考に配布させていただきます。土曜日の給食については以上で

す。 

 最後に７月２日「なまずの日」なまずカレー南蛮の提供とオンラインミーティングにつ

いて報告いたします。お配りしましたプレスリリースの資料でございますが、「なまずの日」

に合わせてなまずカレー南蛮を提供し、市長、教育長が子供たちとオンラインミーティン

グを行います。市では７月２日「なまずの日」にちなみまして、この日には学校給食にて

親しんでいただくなまずの献立を提供いたします。今回はベトナム産のバサを使用しまし

て食べやすい形を様々検討し、カレー南蛮に２㎝角のなまずの切り身を入れまして提供す

るという企画を計画しています。当日は給食センターにおきまして、市内小学校２校とオ

ンラインで繋ぎまして、献立について市長、教育長と２校の代表児童が給食を食べながら

意見交換するという企画も併せて行います。今年度の新たな取り組みといたしましては資

料にございますが、ご家庭でも見ていただきたい事から、「なまずの日」の紹介と、裏面に

は市の健康増進課と川村学園女子大学とで共同研究しているレシピを紹介しています。な

まずグルメガイドも配布させていただきまして市内のなまず料理を紹介しています。その
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他、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ため、教育委員会では教頭会につきましても

オンラインでするなど積極的に会議の仕方を活用しています。今回は市長、教育長と２校

の代表児童との意見交換会もオンラインで実施していき今後につなげていきたいと思いま

す。 

○中村教育部長 次回の教育委員会開催は７月２１日火曜日午後３時から会場は２０２会

議室となります。よろしくお願いします。 

○中島教育長職務代理者 ＧＩＧＡスクール構想は進めてほしいですが、１人１台端末、

家庭での学習、遠隔学習機能のカメラ・マイクなどですが、今年は無理でも来年までには

揃えて欲しいですが。なんとか早めに揃えることはできないか。 

〇石田教育総務課長 市といたしましては国の補正予算が組まれるとおりでございますの

で、とにかく１人 1台端末が早期実現できるよう最大限努力していきたいと思います。で

きる限り早く導入し、その他の機器につきましても今回の補正予算に組んで参りますので、

予算がとおりました後は直ちに調達準備に入り活用していただけるよう努めて参ります。

○中島教育長職務代理者 できる限り早くお願いします。 

◎閉会の宣告（午後３時５６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６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 学校の方もようやく子供たちが登校し始まったという感じがし

ます。朝、子供たちの登校の様子を見ました中曽根小学校、吉川中学校の。小学校の方は

帽子をかぶりマスクをして一列になって登校していました。中学生の方も中学校へ向けて

歩いている。新学期が始まったという感じがしました。このままスムーズにいってくれれ

ばいいと思いますが、第２波、第３波そういったことが言われています。気を緩めること

なく今後もコロナ対策をしっかりし、学校で子供たちがスムーズに学習できるように対応

していただければと思います。 
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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。 
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付議された議案等の処理結果 

 
令和２年第６回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

第２５号議案 
吉川市障がい児就学支援委員会規則の一部を改正する規則に

ついて」 
可 決 

 


