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吉川市教委告示第９号 

令和２年第１０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９月１８日 

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

 

日 時  令和２年９月２５日（金）午後３時から 

場 所  おあしす ミーティングルーム４ 

報告事項 

(1) 令和２年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

付議案件 

(1)  吉川市教育委員会令和３年度当初教職員人事異動方針及び令和３年度当初吉川市立

小・中学校教職員人事異動方針の細部事項  

(2)  その他 
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開会の日時 令和２年９月２５日 午後３時００分 

閉会の日時 令和２年９月２５日 午後３時５５分 

会議開催の場所 おあしす ミーティングルーム４ 

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 

    なし 

 

説明のため会議に出席した者の職・氏名 

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（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１０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１０号 令和２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３６号議案 吉川市教育委員会令和３年度当初教職員人事異動方針

及び令和３年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動

方針の細部事項 

〃 

日程第４ ― その他 〃 

日程第５  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１０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１０号「令和２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） 

○馬場副部長兼学校教育課長 報告第１０号「令和２年度要保護準要保護世帯の認定結果

について」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、２件が認定、１件が審査保留となっております。残りの１件につきましては、必要

な資料等の提出を引き続き、お願いしているところでございます。また、４月申請で不認

定となった２件について、今年度の所得状況の急変の申し立てがあり、再審査を行った結

果、認定となっております。６月申請で認定となった１件について、重複申請が判明した

ため、不認定となっております。次に、８月分につきましては、１１件の申請があり、１

０件が認定、１件が審査保留となっております。現在審査保留となっております、２件に

つきましては、資料が整いしだい審査を行い、結果につきましては教育委員会の会議で随

時ご報告いたします。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○戸張教育長 （質疑及び意見なし）これで報告第１０号を終わります。 

 

◎日程第３、第３６号議案「吉川市教育委員会令和３年度当初教職員人事異動の方針及

び令和３年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○馬場副部長兼学校教育課長 第３６号議案「吉川市教育委員会令和３年度当初教職員人

事異動の方針」及び「令和３年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項」

についてご説明いたします。本方針及び細部事項は、埼玉県教育委員会教育長から「令和
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３年度当初教職員人事異動の方針について（通知）」教県第２７３号令和２年８月２４日付

け「令和３年度当初市町村立小・中学校等教職員人事異動方針の細部事項について（通知）」 

教小第１９５号令和２年８月２７日付けが通知されたことを受けまして、本市教育委員会

として定めるものでございます。この方針及び細部事項にしたがいまして、各関係機関と

の連携を密にし、協力して適正な人事異動を進めてまいります。吉川中学校は、昨年度開

校のため特例として、同一校３年未満の者、新採用から５年以内の者対して人事異動が認

められました。また、美南小学校は、来年度以降も１学級以上の学級が増加する見込みで

す。そのため、特にこれらの学校は、長期的展望に立った人事異動計画を立案してまいり

ます。よろしくお願いします。 

○中島教育長職務代理者 吉川市内の小学校の教員は若手が非常に多いと思います。 ベテ

ランの教員が少なくアンバランスな状態が続いています。県内のどの市町村も同じ状況か

と思いますが、 ある程度ベテランの先生が必要かと思います。対応についてお聞きします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 年齢のバランスについては二極化を迎えていると感じてい

ます。若手が増えてきていると同時に再任用のベテランの先生方が少なくありません。各

学校の年齢層、特に学校で中核となって働く人材の発掘、育成をしていくという視点で人

事の購入を考えているところでございます。各学校の校長先生方にもそういった視点で核

となる先生の人材を育成し、その形を軸にして若手を育てる、そしてベテランの先生をう

まく活用していきたいと思っています。 

○中島教育長職務代理者 ベテランの先生が少ないということで、すぐに集められるかと

いうことではないと思っています。若手をどう育成していくかということが重要であると

感じますが、育成方法について教えてください。 

○馬場副部長兼学校教育課長 若手の育成についてはまず初任者の段階で、県より初任者

育成のリーフレットが出ております。このリーフレットを配布するだけでなく、適切に周

知を行い初任者及び若手の育成に活かしていこうと思っています。各学校においても徹底

しているところでございます。指導主事で学校を巡回しています。学校の管理職会アポイ

ントをまったく取らず積極的に学校を見に行っています。管理職に会うことができれば、

若手や初任者についてお話を聞いています。学校内でも決められた先生が若手を育成する

のではなく、多くの先生方で育成して頂けるようにお願いをしていますし、各学校でも気

をつけているところでもあります。学校だけに任せるのではなく教育委員会としても積極

的に育成に関わっていきたいと思っています。若手の教員については指導案を提出してい

ただき授業研究会を開き、指導主事が出席し、各教科の先生にも出席していただいていま

す。若手の先生をやめさせない、着実に伸ばしていきたいと思っています。 
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○中島教育長職務代理者 登用についてですが、 なかなか管理職の希望する職員が出てこ

ないという話を聞いています。女性の職員の中で管理職希望、若手の中から管理職希望が

増えていけば良いと思いますがそれについてはどうでしょうか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 今年度については、新たに初めて教頭選考を受ける方が女

性教員でも１名でました。男性の３０代の方も１名でました。まだまだ人数的には少ない

状況だと思っています。市としては各学校で、校長先生より受けさせたいという人材をヒ

アリングの中で抽出させて頂いています。抽出をするとかなりの人数が出てきますが、実

際受験にどれだけ繋がっていくかというところでは難しいところはあります。ただ、今年

度は教務主任をやったばかりなので遠慮しますが、来年は受験させて頂きますという形で

お話をいただいている先生もいます。埼玉県だけでなく全国的に管理職に対して魅力を感

じていない、積極的に管理職になろうという方が減ってきています。 一人丁寧に関わって

いく中で同じ道を歩んでいく後輩たちを見出していきたいと思っています。 

○中島教育長職務代理者 学校経営、学校管理という立場からとても大事な仕事だと思い

ます。教職員の中で管理職になろうという希望者が減っている状況、原因は何だと思いま

すか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 私の考える部分ではありますが、 本来教職員になろうと思

った時に、子供にふれあい、子どもと共に生活し、子どもと共に学習、文化を作り上げて

いくという魅力を感じ教員になっています。その興味の部分でまだまだ自分の理想を追い

求めていきたい、そういったところに担任に大きな魅力を持っているのだと思います。 学

校運営する立場管理する立場で不安な部分、責任ある立場に対しての不安が大きいのだと

考えています。今後伝えていかなくてはならない部分ですが、管理をする立場に立つこと

で自らの理想となる教育、自らの理想となる学校、そういったものを築き上げることがで

きる貴重な職務なのだということについて、魅力を発信することが必要なのではないかと

思っています。 

○中島教育長職務代理者 管理職が魅力的な仕事になれば先生方もやってみようという気

持ちになると思います。うまく進めていっていただければと思います。 

〇小林委員 初任者の１年以内の離職の人数がお分かりでしたらお願いします。 もう一点

ですが美南小学校の１００名程度増加していると。今後も増加が続きそうな見込みなのか

という点をお伺いします。 

○馬場副部長兼学校教育課長 美南小学校についてはもうしばらくこの傾向が続くことが

見込まれています。 離職につきまして昨年度は 1名の離職です。 県内全体についてはせ

っかく合格しても止められていく。  
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○戸張教育長 途中での離職ではなく３月末まで勤めての離職となっております。年度途

中ではありません。 

○中島教育長職務代理者 異動についてですが、市内の異動はスムーズに出来ると思いま

すが市町村間の異動については他の教育事務所を超えての異動については非常に難しいと

思います。他の教育事務所を超えて異動するのは現在も難しいのですか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 教育事務所については希望して出したとしても戻りがない

ということに繋がりやすいということがあります。出したはいいがそれに見合う先生が入

って来ないということに難しさがあります。ただ例としてそういったことがないというわ

けではありません。そういった形での人事交流もあります。 

○中島教育長職務代理者 埼玉県の人事異動方針で教育事務所間での異動について重点的

に行うと書かれています。県の教育委員会でそういうことを強く指導する立場にあるはず

だと思います。県の教育委員会では指導はしてないのですか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 重点的に行うという形にはなっていますが、必ず各自治体

に対してそれを優先的に行いなさいという指導は伺っておりません。 

○戸張教育長 人事については難しい点が多々ありますが努力していきたいと思いますよ

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） 

○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３６号議案は、原案のとおり可決されました。 

 

◎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） 

 

〇石田教育総務課長 事務局から２点ほどご報告します。はじめに次回の教育委員会でご

ざいます。１０月３０日午後３時から市役所２０２会議室予定しております。 続きまし

て令和２年度第２回吉川市総合教育会議でございます。１０月５日午後１時３０分までに

美南小学校へお越しいただきたいと思います。会議につきましては公民館の洋会議室１・

２にて開催いたします。議題といたしましては今後のＩＣＴ教育についてでございます。

はじめに美南小学校の６年生の授業を１時４０分より視察していただき、その後に総合教

育会議を開催いたします。２点目でございますが、９月議会で一般質問として出されまし

た資料となります。内容はコロナウイルス対策関係、スクールバス関係、ＩＣＴ関係、学

校給食についてでございます。また、９月議会におきましては小林委員の再任について賛
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成全員で再任されました。よろしければご挨拶をお願いします。 

〇小林委員 コロナの影響もあって色々なものが一気に進化して、教育を進化させる過渡

期に来たと思います。私は小学校が変わるのであれば、その前の我々が変わらないと小学

校が変われないのではないかと話しています。 変わるのであれば何をすべきかと、このコ

ロナ禍で話し合っています。私自身も勉強させていただきながら、長い目で見ながら３歳

から高校を含め長期的に何ができるのかということを勉強させていただきたいと思います。

引き続きご指導いただければと思います。 

 

◎閉会の宣告（午後３時５５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１０

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。２学期がスタートして１ヶ月少し

が経ちますが、市内の小中学校は順調にスタートして教育もコロナの中で大きな事故もな

く順調に行われているということで、各学校には敬意を表したいと思います。指導の中で

大きな声を出さないとか、三密を避けるとか、子供達が帰った後の先生方による消毒など

先生方が非常に各学校とも苦労をしていると感じています。その中で、私に中曽根小学校

より運動会の招待が来ました。自治会の役員をしていることから自治会宛に招待状が来ま

した。このコロナの中で運動会を計画し指導するということは、先生方が綿密に考えて計

画を立てて進めているのだと強く感じました。是非、成功して子供たちが学習してもらえ

たらありがたいと思います。教育委員会の事務局の皆さんにも、市内小中学校それぞれコ

ロナの大変な状況の中でそれぞれ一生懸命学校取り組んでいるので、是非ご支援、力添え

をいただければありがたいと思います。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２年１０月３０日 

  

教  育  長     戸張 利恵 

 

   教育長職務代理     中島 新太郎 

 

委     員     小林 照男 

 

   委     員     鈴木 真理 

 

   委     員     荒井 一美 
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付議された議案等の処理結果 

 
令和２年第１０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３６号議案 

吉川市教育委員会令和３年度当初教職員人事異動方針及び令

和３年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部

事項 

可 決 

 


