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吉川市教育委員会告示第９号 

令和３年第８回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和３年８月２４日 

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

 

日 時  令和３年８月２７日（金）午後３時から 

場 所  市役所２０２会議室 

報告事項 

(1)令和３年度要保護準要保護世帯の認定結果について 

協議事項 

(1)令和３年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定について 

付議案件 

(1)会議録の承認について 

(2)令和４年度使用中学校教科用図書の採択について 

(3)令和３年度吉川市一般会計補正予算（第６号）について 

(4)令和２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

(5)その他 
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開会の日時 令和３年８月２７日 午後３時００分 

閉会の日時 令和３年８月２７日 午後４時５９分 

会議開催の場所 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 

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 管理担当主査） 関根 奈津枝 

 

傍聴人 ０人 
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令和３年第８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４号 令和３年度要保護準要保護世帯の認定結果について 〃 

日程第３ 協議第１号 
令和３年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定につ

いて 
〃 

日程第４ 第２９号議案 令和４年度使用中学校教科用図書の採択について 〃 

日程第５ 第３０号議案 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第６号）について 〃 

日程第６ 第３１号議案 令和２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 
〃 

日程第７ ― 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３年第８回吉川市教育委員会会議を開会いたします。 

 

◎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４号「令和３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４号「令和３度 要保護、準要保護世帯の認定結果について」ご

報告いたします。今回の報告につきましては、４月から７月受付分の審査が終了いたしま

したので、その結果について報告するものでございます。 

はじめに、４月から７月の申請件数でございますが、今年度につきましては、３３３件の

申請があり、前年度と比較すると、４５件減となっております。 

次に、審査結果につきましては、認定が２８７件、不認定が４１件でございます。 

なお、所得の申告が済んでいない方は審査ができないため、４件の審査を保留としており

ます。審査保留の方については、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） 

○戸張教育長 （採決の宣告・採決） 

質疑及び意見なしと認めます。これで報告第４号を終わります。 

 

◎日程第３、協議第１号「令和３年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び提案理由の説明を求める発言） 

○中村教育部長 協議第１号、「令和３年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定」につ

いて、ご説明いたします。教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基

づき、毎年、その権限に属する事務の前年度の管理および執行の状況について、教育委員

会および学識経験者による点検・評価を実施しております。 
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今年度、点検・評価を行う事業について、事務局案として主要な１０事業を選定いたしま

したので、ご意見を伺いたく提出するものでございます。 

なお、昨年度からの変更点といたしましては、２点ございます。 

１点目は、教育総務課営繕担当の昨年度の選定事業である「学校施設修繕事業（小学校）」

を「学校施設修繕事業（中学校）」に変更しております。２点目は、生涯学習課中央公民館

の昨年度選定事業である「社会教育事業」を「中央公民館管理事業」に変更しております。 

〇石田教育総務課長 補足説明をさせていただきます。部長からも説明がありましたとお

り、令和２年度は学校施設修繕事業の小学校を対象とさせていただいておりましたが、同

じく学校施設の老朽化や不具合に対し、計画的な整備修繕を行い、将来にわたり安全安心

で快適な学校の学習環境を整える意味では、中学校も変わらずでございますので、この機

会に小学校に引き続き中学校も点検を受けたいと思い、選定をさせていただいております。 

〇岩上生涯学習課長 中央公民館の事務事業を社会教育推進事業から中央公民館管理事業

への変更でございますが、昨年度コロナ禍にありまして中央公民館主催による社会教育推

進事業がなかなか実施できない状況のなかで、中央公民館内のコロナ対策に係る取り組み

は、予算を確保させていただき、実施させていいただきましたので、ぜひこちらの事業に

ついて点検をいただきたいと思い、変更したところでございます。 

 

○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） 

質疑及び意見なしと認めます。これで協議第１号を終わります。 

 

◎日程第４、第２９議案「令和４年度使用中学校教科用図書の採択について」 

○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２９号議案「令和４年度使用 中学校教科用図書の採択について」 

ご説明いたします。先の８月６日（金）に令和３年度第２回第２５採択地区教科用図書採

択協議会が開催され、別添資料のように、社会科 歴史的分野 中学校教科用図書が、 

採択協議会によって選定されました。『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５項に「前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、

採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなけ

ればならない。」と規定されております。 

そこで、吉川市においても、第２５採択地区教科用図書採択協議会における協議の結果に

基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないという、先の規定どおり、
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吉川市教育委員会において、第２５採択地区教科用図書採択協議会で選定された中学校の

教科用図書を採択するため、この案を提出するものでございます。以上、ご審議のほど、

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） 

○戸張教育長 （採決の宣告・採決） 

発言がありませんので、異議なしと認め、第２５採択地区教科用図書採択協議会で選定さ

れた社会科歴史的分野中学校の教科用図書を採択します。以上で、令和４年度使用 中学

校教科用図書の採択を終わります。 

 

◎日程第５、第３０号議案「令和３年度吉川市一般会計補正予算（第６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３０号議案、「令和３年度吉川市一般会計補正予算（第６号）について」

ご説明いたします。本案につきましては、９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ございます。 

歳入予算につきましては、３７７万６千円を増額し、教育費の歳入予算の総額を３億８４

１６万７千円とし、歳出予算につきましては、９８５９万円を増額し、教育費の歳出予算

の総額を２２億１４２７万２千円とするものでございます。なお、詳細につきましては、

各担当課長から説明いたします。 

〇石田教育総務課長 教育総務課分についてご説明いたします。小学校費から中学校費ま

で一括してご説明します。小学校費、中学校費ともに新型コロナウイルスに関係するもの、

また修繕等必要なものについてお願いするもの、コロナウイルスの対策も含めて今後の

ICT のタブレット端末の平時から持ち帰っての活用の仕方に合わせて必要なものについて、

予算の要求をさせていただいております。 

学校管理運営事業（小学校）の修繕料につきましては、、学校活動を実施していく中で、不

具合が発生しているところがあります。しっかりと学校運営をしていただくために必要な

施設修繕を行う予算、及び今後に備えて緊急修繕料についても要求しています。 

施設維持管理業務委託料につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため換気をし

ながら空調を稼働しているため、フィルターの汚れが酷く故障につながる可能性も高いこ

とから、通常年１回の清掃でございますが、１回増やして２回にする費用です。 

学校施設修繕事業（小学校）の工事請負費につきましては、現在水銀灯が時代とともにな

くなっており、照明についても大きな転換期を迎えているところです。学校でも照明が古

いところがありますので、省エネ等も絡めて今回新型コロナウイルスの交付金が活用でき
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ることになりましたので、省エネ効果の高い LED照明の導入を計画してまいります。工事

については、中曽根小学校体育館の LED化について予算を計上しております。 

つづきまして、教育振興費（小学校）です。ソフトウエアライセンス使用料と ICT教育機

器購入費を一括してご説明します。今現在持ち帰りについて直ちに取り組まなければなら

ない状態ではございます。国の GIGAスクール構想に基づき、児童生徒 1人 1台端末と高速

大容量通信整備の校内 LAN整備が終わって、４月から本格スタートを切ったところですが、

国は引き続き GIGAスクール構想の下で整備した端末等の積極的な利活用についても推進

しています。また、今般のような非常事態における児童生徒の学びの保障の観点からも端

末を持ち帰り自宅での学習において ICT教育機器を利活用していくことは有効であること

から、この度の補正予算では、端末を安心して持ち帰る環境づくりの取り組みとして、要

求するものです。ソフトウエアライセンスは、いわゆるフィルタリングといわれるもので

ございまして、グーグルの中でも一部フィルターはありますが、時間設定とか複雑な制限

はできない状況です。現状で持ち帰る場合は２４時間いつでも見られる状況ではあります

が、情報の利活用についてはこれからですので、健康面等も考えてこのフィルターにより、

一つの例ですが、夜の１０時から朝の６時までは使用が制限できるようにするなど、市教

委で必要だと考えられるフィルターをかけるソフトウエアライセンスの使用料について予

算要求しております。つづきまして、備品購入の ICT教育機器購入費です。このあと、非

常時のみならず、平時から端末を持ち帰り、利活用が始まった場合には、充電を家庭でせ

ざるを得なくなります。現状は充電保管庫に保管しており、夜のうちに充電し、朝から使

用できるよう整えていますが、平時から家庭に持ち帰るとなると、アダプターも一緒に持

ち帰らなければなりません。１人１台端末を家庭に持ち帰るには、合わせて今あるアダプ

ターを持ち帰りますので、通常であれば充電をした状態で学校に持ってきますが、諸事情

により受電が足りない場合もあります。そのようなことから、先進的に持ち帰りを県内で

進めている飯能市に色々聞き取りをして、通常学級では５本程度、特別支援学級では１本

程度あれば対応できるとの話を伺いましたので、小中学校合わせて１０００本、小学校で

はこちらの算段としては６８０本、グーグルが推奨するものを整備したいということで予

算要求しております。 

つづきまして中学校費です。修繕料、委託料については先ほどと変わりません。学校施設

整備事業の工事請負費についは、中央中学校と東中学校の体育館照明の LED化に着手する

ための予算要求です。これ以外の学校については、平成２２年度ごろに整備をしておりま

すので、古くある学校から照明整備を行ってまいります。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 学校教育課所管分についてご説明いたします。歳出の方か
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ら説明します。教育指導費の教育指導推進事業についてですが、今現在学校教育課で勤務

している１名の職員につきましては、会計年度職員です。その会計年度職員の事務報酬、

及び期末手当、社会保険料、費用弁償について予算要求をしております。なぜこのタイミ

ングなのかというと、年度当初の予算要求の段階では、正職員が配置されるのか、会計年

度職員なのかははっきりしませんでした。そのためその段階での予算計上はできておりま

せん。会計年度職員が来るとわかったのが、前年度末であったため、今回、予算要求する

ものです。 

つづきまして、教育内容充実事業です。こちらについては、看護師の報酬等を計上させて

いただいております。市内の小学校に在籍している児童で、医療的ケア、その中でも、導

尿の医療的ケアが必要な児童がでてきました。この児童については、昨年度の就学相談の

段階では、導尿が必要になってくるのは、３年生くらいからではないかということで相談

を受けていましたが、実際はすでに入学の段階から必要になってきて、そして今現在は看

護師の配置はございません、学校の教員も導尿の医療的ケアを行うわけにはいきませんの

で、保護者の方が学校に行って処置を行っております。こうしたことについては、保護者

にとっても、その時間仕事を休んで対応するということで、大きな負担にもなっています

ので、その辺を改善するということで、看護師の配置を考えております。 

委員報酬については、その医療的ケアを推進するためのワーキンググループを編成する予

定になっており、そのうえで、そこにおけるアドバイザー等に報酬を支払うための費用で

す。これらの事業につきまして、１１０万円ほどの費用が掛かりますが、文部科学省が行

っている、学校における医療的ケア実施体制構築事業の申請を行ったところ、この事業で

費用を賄うことが可能になりました。歳入の国庫支出金の教育委託金にある、医療的ケア

実施体制構築事業委託金をいただき、この事業を推進していくことを考えているところで

ございます。 

〇岩上生涯学習課長 生涯学習課所管分についてご説明いたします。歳入から説明します。

雑入のおあしす指定管理料精算金につきましては、おあしすの光熱水費や、おあしすを公

用で無償で使った分の使用料、あるいは７０歳以上の高齢者の無償団体が使用した使用料

の過去３年間の平均額を基準額としまして、基準額を超えた場合には、精算金として指定

管理料を追加して支払いする、満たない場合には指定管理者が市に精算金を支払うという

のが精算のシステムでございます。今回につきましては、２６８万円が指定管理者から精

算金として市の方に支払われるものとなっております。内容につきましては、光熱費が昨

年臨時休館も含めてかなり下がっている状況がありました。一昨年までは、年間で光熱費

が２０００万円ほどかかっていたところが、昨年度は約１６００万円で、４００万円の差
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が出ている状況の中で、基準額と照らし合わせたところ、２６８万円基準額を下回ってい

たというところでございましたので、今年度については、指定管理者から市の方へ支払い

があるという内容となっております。 

つづきまして歳出です。公民館費から説明します。委託料の事前協議等委託料については、

公民館の南側駐車場の整備に係る事前協議の委託料です。まず、公民館の南側駐車場整備

にかかるこれまでの経緯について説明が必要でありますので、説明させていただきます。

実は南側駐車場につきましては、昨年、令和２年度の整備を終えるような予定で進めてお

ったところです。昨年秋には農用地の仕様変更の承認もおりまして、これから地権者と駐

車場整備についてお話をしながら、整備を進めていこうといったところで、地権者の方か

ら了承を得ていますのでお話いたしますが、地権者の方が体調不良で入院をされておりま

した。コロナ禍ということもあり、なかなか親族の方も面会にいけない状況が続く中で、

我々もなかなか親族の方と直接意向について確認してお話を進めることが出来ず、退院後

にお話しできたのが今年の２月でした。そのため、年度内の整備は厳しくなりまして、昨

年度こちらの整備にかかる事業で進められたのが、駐車場用地の測量のみ出来たのですが、

事前協議等は進めることが出来なかった状況がございました。そのような事情がありまし

たので、今年度補正予算のタイミングで今一度こちらの整備について予算要求をするもの

です。駐車場用地については、周辺が水田に囲まれておりますので、実際に工事を施工す

るとなると、秋以降というのが現実的なところでございます。今回９月補正で予算要求し

て、整備を進めていく方向性を定めさせいていただき、整備にかかる事前協議の委託料と

工事請負費の駐車場整備工事費を南側駐車場整備に係る費用として要求するものです。同

じく工事請負費の施設整備工事費については、中央公民館の水銀灯の照明器具を使ってい

るホールの客席や街頭の照明器具を全て LED化するための予算要求をしております。 

つづきまして、地区センター費です。地区センター施設管理事業の工事請負費の要求をし

ております。こちらについても、中央公民館同様、水銀灯の照明器具を LED化するための

予算要求です。旭地区センターについては、水銀灯を使用している体育館、ロビー及び外

灯の照明をすべて LED化するものです。 

つづきまして、市民交流センター費です。市民交流センターおあしす等管理事業につきま

しても、工事請負費を予算要求しております。他の施設の同じく水銀灯の照明器具を LED

化するための要求です。エントランス、展示ギャラリー、図書館内、街頭、駐車場の水銀

灯を使った照明器具をすべて LED化するものです。 
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○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（教育総務課所管分 質疑なし） 

（学校教育課所管分 質疑応答） 

〇小林委員 内容について詳しく教えていただきたいと思います。まず医療的ケア実施体

制構築事業についてですが、導尿が必要なお子さんがいるということが分かって、これか

ら導入が必要になるから看護師を配置すると捉えていますが、この認識については正しい

でしょうか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 今現在もそのお子さんは入学している状態で、事実上導尿

自体はお母さんがみています。今現在は、看護師は配置できておりません。昨日候補とな

る方が一人公募から応募してくださいまして、概ねその方を採用していく方向で決めてお

ります。その方は前職があるので、前職との引継ぎを考えていくと１０月１日から勤務い

ただけるのではないかと、現在進めているところです。 

〇小林委員 ４月から入学していて、今はお母さんがやっているけれども、そこを看護師

がやっていくと。例えばですが、今保育園の年長で、医療的ケアが必要だということは今

現在もわかっている、来年の４月の市内の小学校に入学することもわかっている、確実に

医療的ケアが必要だということもわかっている、保護者の方は市内の特定の小学校に入学

するという希望を持っているということが、仮に今の段階で分かっていたとしたら、来年

度の看護師の配置に向けた予算要求というのは、来年４月以降必要だから今から予算を組

むというのは可能なのでしょうか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 はい、できます。この事業自体が単年度区切りで上がって

いくのですが、３年間の見通しで進められる事業でありますので、基本的にその事業に則

る形で推進は可能だと思っています。金額についても上限が２５０万円までありますので、

今年度はこの金額で済むと思いますが、次年度状態が変わって広範囲な体制を作らなけれ

ばならないとなれば、それに応じた形での要望が可能かと思っております。 

〇小林委員 ありがとうございます。ちょっと細かいことですが、歳入で計上しているの

は１,０９６,０００円で、歳出は１，０９８，０００円で２千円歳出の方が上回っている

が、これは歳入よりも歳出分の方が持ち出しの方が多くなるという形で、歳入に連動させ

る、紐づくという考え方の予算の作り方ですか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 基本的に簡単に言ってしまえば、かかった分を補助してく

れるという形になっておりますので、この金額は、今の段階では見込みで積算しています

が、実際にはその分だけお支払いいただけると見込んでいます。そこは文部科学省とも確

認します。 
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〇小林委員 この仕組みは、他市の教育委員会でも一般的なのか、それとも最近できたば

かりであまり知られていないものなのか、その状況を教えていただければと思います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 実を言いますと、今年度になって通知されたものです。教

育委員会としても導尿が必要なお子さんが出てきたという段階で、どうしたら良いだろう

と大変困っていた時に国から通知があり、正直言いますとダメもとで申し込みました。 

〇中村教育部長 全国で２０自治体だけのモデル事業です。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 ダメもとで申し込みしましたが、実際そこまで国の方に申

請が上がっていなかったようなので、とおりました。しかも、文部科学省の方から、わか

らないことがあったら説明に来ますと言って下さり、実際にお二人の方がみえて詳しく話

を伺いました。 

〇中村教育部長 この制度は国が医療的ケアが必要な子どもたちをどう支えていくかとい

う仕組みづくりのためのモデル事業なので、本事業を受けるための仕組みづくりについて

は、大変担当が苦労したところがあります。これもモデルなので、これを１年やってみて、

それを国が参考にしながら、医療的ケア児をどう支えていくかという事業の設定をする一

つのモデルになるという感じです。 

〇中島教育長職務代理者 来年また違う子どもが入ってくると、その分の手当てがつくか

どうかは分からないということですか 

〇馬場副部長兼学校教育課長 ２５０万円までは申請できます。 

〇中村教育部長 看護師二人ぐらいは雇えると思います。 

〇中島教育長職務代理者 看護師は１週間ずっと勤務ですか。１日の勤務時間は限られて

いますか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 導尿自体はお昼の時間帯を中心に導尿できれば大丈夫とい

うことなので、１０時から３時までの勤務になります。５時間勤務の中で、導尿以外の時

間は、特別支援学級に在籍しているお子さんなので、特別支援員を１名増やす形で、支援

員の方のお手伝いをしてくださいというお願いをしています。また、１名ですとその方が

急に休みになった時に、保護者の方が対応しなくてはならなくなってしまうので、２名の

募集をしています。ただ、２名募集があるかわからないので、その方には１名になった時

には週５日間勤務が可能か確認をしたところ、了解をいただいていますので、２名になっ

たら２名体制でやっていきますということも了解いただいております。２名体制で進めら

れるように準備をしていきますが、まだ、応募は１名しかない状況です。 

（生涯学習課所管分 質疑応答） 

〇中島教育長職務代理者 中央公民館南側駐車場の整備について、市民にとっては大変有
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効に使えるのではないかと思います。今年度中には完成予定ですか。 

〇岩上生涯学習課長 予算成立後まず事前協議をさせていただいて、１２月頭には一般競

争入札をして後期は３月までという形で駐車場整備を進めていきたいと考えております。 

 

○戸張教育長 （採決の宣告・採決） 

○戸張教育長 ご異議なしと認めます。したがって、第３０号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第６、第３１号議案「令和２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について」 

○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３１号議案、「令和２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明いたします。本案につきましては、９月定例市議会に市長から提出される令和

２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定のうち、教育に関する事務に係る部分について、

提案するものでございます。 

決算書の１ページ目をご覧いただきたいと思います。はじめに、歳入につきましては、予

算現額８億１４６７万８千円に対しまして、収入済額が ６億１１７２万８千６００円で

ございます。次に、歳出につきましては、予算現額２８億７７６９万９千円に対しまして、

支出済額が２５億３９５８万４千８２４円、翌年度繰越額が、２億３３５４万８千円で、

不用額が１億４５６万６千１７６円となっております。なお、詳細につきましては、各担

当課長から説明いたします。 

〇石田教育総務課長 教育総務課所管分についてご説明いたします。初めに歳入について

ご説明いたします。令和２年度につきましては大きくは国の GIGAスクール構想に伴う整備

関係、新型コロナウイルス感染症予防に対応したもの、現在進めている旭小、栄小のトイ

レ改修の設計にかかるものが大きな取り組みでございました。 

歳入の国庫補助金につきましては、例年通りの就学援助等もありますが、まず小学校費補

助金では、情報通信ネットワーク環境の校内 LAN整備関係については、４千３００万円と

大きく入っております。公立学校情報機器整備費補助金は端末関係の整備補助金で１億４

千万円、そのほか感染症対策として消耗品等様々コロナウイルスに対応するために入った

ものとして１千２００万円入っております。中学校費についても、就学援助関係補助金の

ほか、小学校費と同様に情報通信ネットワーク環境施設整備、公立学校情報機器整備、学

校保健特別対策事業費と大きく入ったものが大きな特徴となっております。 

つづきまして、歳出についてご説明いたします。教育委員会運営事業については、大きく



令和３年８月２７日 第８回 吉川市教育委員会 

13 

 

事業が変動するところはありません。教育に関する施策の審議を行うため、毎月教育委員

会定例会１２回、臨時会１回を開催し、上程した４１件すべて可決されています。総合教

育会議は３回開催し、新型コロナウイルス対策、ICTを活用した今後の学校教育の在り方、

いじめに関する重大事態について会議を行いました。また、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律に基づく、令和元年度教育委員会事務の点検・評価を行っています。教育委

員会管理運営事業につきましては、教育長用務を行うものですが、昨年度には、新型コロ

ナウイルスの関係もあり、市民団体との交流はできませんでした。 

つづきまして、給食センター費についてご説明します。学校給食調理事業につきましては、

主に各小中学校に配置している給食配膳員に係るもののほか、給食材料費に要した費用で

ございます。昨年は例年より学校のスタートが遅かったため、例年は１９０日前後くらい

の給食提供日数になりますが、昨年度は１６５日で、全体で６５４２名、小学生４４０１

名、中学生２１４１名に対して給食の提供を行いました。学校給食センター運営事業につ

いては、全体のうち光熱水費が大きなウエイトを占めています。そのほかは PFI事業に要

した費用です。４月から５月にかけては新型コロナウイルスの関係で市内小中学校の臨時

休業に伴い、授業時間を確保するために７月から１２月まで土曜日給食を提供しましたが、

順調に提供を行い、施設の不具合等、食中毒等による給食を止める事態もなく、年間を通

じて良好な運営ができたところです。 

つづきまして教育資金費です。教育資金利子補給事業につきましては、昨年度教育機会の

均等確保のため、金融機関の貸し付けを受けている高等学校、大学の在学学生の保護者に

対して、年間２万円を限度に６件の利子補給を行ったものです。 

つづきまして小学校費です。学校管理運営事業につきましては、学校全般の運営にかかる

費用を計上しています。大きなものとしては、安全安心メールシステム導入委託料で、２

６４万円となっています。こちらを導入したことにより、小中学生の保護者に一斉でしか

メールを配信できていなかったものが、現在は添付資料等を付けて必要な方に必要な情報

を適宜遅れるようになりました。そのほか施設修繕関係については、全般的に快適な学校

生活を送れるよう、修繕等を１０８件行っています。また、学校施設整備事業におきまし

ては、国の GIGAスクール構想に基づく校内 LANの整備のほか、現在進めている旭小、栄小

のトイレ改修工事の設計業務に要した費用です。次に、教育振興事業（小学校）です。こ

ちらにつきましては、全般としては ICT関係ですので、パソコン教室のパソコンの更新の

ほか、国の GIGAスクール構想に基づく児童一人あたり１台端末の整備に要した費用です。

就学援助につきましては、昨年度学校休校により、修学旅行、林間学校、スキー教室、社

会科見学、遠足などの行事が中止となり、合わせて４月から６月中旬までの給食がありま
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せんでしたので、支出額が例年よりも少なくなっています。 

つづきまして、中学校費です。安全安心メールにつきましては、小学校費と同様の状況で

す。そのほかについても、小学校費と同様、国の GIGAスクール構想に伴うものを中心に、

整備、修繕等を行ったこところでございます。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 学校教育課所管分についてご説明いたします。初めに歳入

です。教育費県補助金として、さわやか相談員配置事業補助金及びスクールサポートスタ

ッフ補助金があります。スクールサポートスタッフは事務支援員と呼んでいる、学校で採

点のお手伝いや消毒のお手伝いをしてくださる方で、その配置事業に対する補助金です。

また、昨年度はコロナの関係がありまして、教育支援体制整備事業補助金をいただいてお

りまして、学校に学習支援員を配置しています。 

つづきまして、歳出です。教育指導費から説明します。外国語教育推進事業の委託料につ

きましては、ＡＬＴ５名分の派遣委託料です、ハートコーポレーションと契約を結んでお

りまして、１年目契約の支出分でございます。 

つづきまして、教育指導推進事業です。こちらについては主に前半は報酬、期末手当、社

会保険料となっています。教育支援員の報酬については、学校教育課に勤務していた教育

指導支援員の報酬です。一般事務報酬については、学校の事務支援員の報酬です。 

つづきまして、報償費です。校歌作成謝礼については、吉川中学校の校歌を作成するうえ

で、橋本祥路先生に校歌の作成を依頼して、その謝礼金をしてお支払いしたものです。 

委託料の警備委託料については、シルバー人材センターの方々による交差点立哨にかかる

委託料です。また検査委託料として４８３万円が計上されておりますが、様々な児童向け

のテスト、例えば、東部地区や全国の学力テスト、知能検査、集団の中の人間関係等を把

握するＱＵと呼ばれるテストを小学校５年生で１回、中学校２年生で２回行っております

ので、そうしたものの検査委託料となります。 

負担金及び補助金につきましては、様々な指導主事の団体、及び学校応援団の推進、若し

くは市教育研究会の推進にかかる補助金等でございます。 

つづきまして、教育内容充実事業です。教育内容充実事業につきましては、特別支援教育

支援員にかかる報酬、また、学校で勤務している教育支援員、こちらは市費の少人数の指

導者及び図書館サポートティーチャー等への報酬です。一般事務報酬については、リリー

フティーチャー制度における臨時的任用教員に充てる費用となっています。 

負担金補助及び交付金については、各種団体への様々な負担金を支出しています。 

つづきまして、学校保健費です。こちらにつきましては、主に健康診断を行う際の学校医、

学校歯科医、学校薬剤師等の方々への報酬です。特徴的なのは委託料のバス運行業務委託
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料がございます。これは、夏季休業が終了した後に、旭小学校、三輪野江小学校で一定期

間バスの運行をした費用です。 

〇砂賀学校支援担当主幹兼少年センター所長 少年センター費についてご説明いたします。

健全育成活動事業につきましては、少年センターに勤務している教育相談員・補導員、適

応指導教室の指導員２名にかかる費用、また報償費の家庭訪問支援員報償につきましては、

アウトリーチ事業の学生に係る費用です。 

今回コロナ禍において実施が出来ない状況がありましたが、１１名の学生が参加していた

だきまして、その報償費です。 

次に、負担金補助金及び交付金の青少年育成市民会議補助金について説明します。相談員

が週３日で１名配置しております。昨年は延べ３３２名の相談を受けておりまして、前年

に比べるとかなりの増加になっている状況です。適応指導教室につきましても、人数が増

えて２１名の指導をしたという状況になっています。 

非行防止活動事業につきましては、主に昼と夜の補導員の報酬の費用です。 

心のオアシスづくり事業につきましては、金額が大きいのですが、中学校４校のさわやか

相談員にかかる報酬、また、あおぞら相談員として小学校８校に９名の相談員を配置して

おりまして、そちらにかかる報償費となっております。 

つづきまして、少年センター施設管理事業につきましては、特に委託料の樹木剪定業務委

託料で４１万８千円の支出がございますが、これは、少年センターの隣の物件の取り壊し

に伴いまして、樹木を伐採することになり、その費用でございます。 

つづきまして、生徒指導事業につきましては、報酬として、いじめ問題対策委員会委員報

酬がございますが、昨年１２月１６日に危機管理研修を実施した時に、対策委員の方に来

ていただいた報酬でございます。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 つづきまして、小学校費の教育振興費の教科書改訂事業で

す。需用費の児童用副読本代と教科書及び指導書代が計上されています。こちらにつきま

しては、小学校の体育の準教科書の費用となっています。また、中学校費の教育振興費の

教科書改訂事業にも同様のものがございます。需用費の生徒用副読本代ということで、体

育と進路の副読本にかかる費用です。 

〇岩上生涯学習課長 生涯学習課所管分についてご説明いたします。まず歳入です。教育

費県補助金、社会教育費補助金の放課後子供教室推進事業等補助金ですが、こちらは対象

経費の３分の２を県から補助されるものでございます。つづきまして、教育寄付金の社会

教育費寄付金として２０万円の寄付金がございました。こちらについては、演劇プロジェ

クトにということで個人の方からいただいた寄付金でございます。いただく時期が１１月
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でしたので、既に公演中止が決まっておることも説明しまして、そのうえで寄付金をいた

だいたところでございます。 

つづきまして、歳入です。まず、生涯学習推進事業のうち、負担金補助及び交付金の子ど

も体験活動事業交付金につきましては、昨年度コロナ禍にありまして各小学校区の子ども

体験活動実行委員会がなかなか実行できない中、美南小学校だけが子ども体験活動を実施

していただき、そちらに対する交付金です。 

つづきまして、社会教育推進事業です。報酬の放課後子ども教室支援員報酬でございます。

先ほど県からの補助３分の２がございましたが、そちらの主な支出は支援員の報酬です。

コロナ禍にありまして、実施できたのが２学期で、３学期はまた緊急事態宣言の発令があ

りましたので、２学期中での活動となっておりますが、５人の支援員に対する報酬の支出

でございます。次に委託料の会場設営業務委託料ですが、こちらについては成人式の会場

設営にかかる委託料です。昨年度は、中央公民館から総合体育館に会場を変更しまして、

体育館内にターポリンを敷くなどの会場設営にかかる費用となっています。 

つづきまして、人権推進事業です。報償費の各種学級講座報償でございますが、こちらは

毎年１２月の人権週間に実施している人権セミナーの講座の講師にかかる報償費です。 

つづきまして、文化財保護費です。文化財保護事業のうち報酬の文化財保護審議会委員報

酬でございます。こちらは年２回８人の文化財保護審議委員の皆様に市からの諮問につい

て審議いただく報酬でございます。昨年度は郁文学校の勝海舟の書についての文化財指定

について諮問させていただいたところでございます。 

次に、市史編さん事業でございます。需用費の印刷製本費につきましては、よしかわ昔話

第２集を３月に刊行しまして、３０００部の印刷製本費になっています。 

つづきまして、公民館費です。公民館施設管理事業のうち、需用費の修繕料１８９３万円

につきましては、コロナ対策にかかるトイレの洋式化、あるいは網戸の設置、畳の消毒液

がしみこみにくい表層替え等にかかる費用となっています。 

委託料のうち測量委託料につきましては、南側駐車場の測量にかかる委託料です。次に一

番大きな支出である公有財産購入費の用地購入費につきましては、東側駐車場を市の用地

とするために要した費用でございます。 

次に社会教育推進事業です、負担金補助交付金の舞台公演負担金につきましては、演劇プ

ロジェクトにかかる負担金でございます。今回は NPO法人の埼玉情報センターと共催とい

う形にさせていただきましたが、公演は中止になりましたが、制作・脚本にかかる作成料

や公演の変わりに実施されたワークショップにかかる負担金でございます。 

つづきまして、地区センター費です。地区センター施設管理事業の需用費のうち修繕料に
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つきましては、強風による体育室の屋根の破損にかかる修繕に１，３００万円ほど、また、

コロナ対策によるトイレ床の乾式化等で５０万円ほどの支出がございます。 

つづきまして、市民交流センター費です。市民交流センターおあしす等管理事業の修繕料

につきましは、他の施設同様、新型コロナウイルス感染症対策にかかるトイレの洋式化等

にかかる費用です。 

工事請負費の LAN設備工事費につきましては、現在おあしすでは無線 LANが使用できるよ

うになっていますが、そちらの LAN設備工事にかかる費用でございます。 

備品購入費につきましも、図書館等の新型コロナウイルス対策にかかる費用です。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

 

〇中島教育長職務代理者 歳入５ページの学校臨時協業対策費補助金について詳しく教え

てください。また、歳出２７ページの子ども体験活動事業交付金について、美南小学校の

み活動を実施したと説明がありましたが、コロナ禍においてどのように実施したのか、教

えてください。 

〇石田教育総務課長 学校臨時休業対策費補助金については、簡単に申しますと学校給食

費の関係で給食材料費のキャンセルについて、補償がありましたので、学校給食会から入

ったものです。 

〇岩上生涯学習課長 美南小学校の子ども体験活動の実施状況ですが、手指消毒等の感染

防止対策を施しながら行っているところでございますが、特徴的なのは、美南小学校では

体験活動の目玉として、毎年和菓子作りを行っていますが、それをオンラインで２回実施

されました。 

 

○戸張教育長 （採決の宣告・採決） 

○戸張教育長 ご異議なしと認めます。したがって、第３１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） 

〇中村教育部長 次回の教育委員会会議の開催につきましては、９月２８日火曜日、午後

１時３０分から、場所は市役所３０３会議室の予定となっております。当日は、教育委員

会議終了後、危機管理研修会を実施する予定です。内容は、危機管理・広報コンサルタン



令和３年８月２７日 第８回 吉川市教育委員会 

18 

 

トの石川慶子氏をお迎えして、校長先生方に対し、ご講義をいただき、演習を行う予定で

す。重大事態事案における対応力の向上を目指して研修するものです。教育委員の皆様に

もお時間があればぜひ見ていただければと思っております。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 学校対応についてご説明します。本日から、当初の予定と

おり、学校はスタートさせていただきました。他市町につきましては、３１日まで休業す

るとかあるいは予定通り進めるとか、それぞれ市町村によって対応はまちまちでしたが、

本市としましては、子どもたちの学びを止めないということと、感染に最も危険性がある

活動を可能な限り避けて進めていくということで、今回のような決定になりました。本日

からスタートして、９月３日までは、短縮３校時、給食なしで下校します。 

マスクをとる瞬間は、食事の時と体育の時となるので、この二つがやはり大きな危険性を

はらむ時間帯であると考えておりますので、この期間については給食等を無しにして、教

育活動を推進していけたらと考えています。 

どうしても登校不安を感じる児童生徒につきましては、授業のオンライン配信を併せて取

り組みます。タブレット端末を使って学校の授業の様子を参観する形で進めていきます。

６日以降については、今後の状況をみながら進めていきますが、給食は、６日以降につい

てはスタートさせたいという方向で進めていきたいと考えております。 

〇中村教育部長 この件に関しましては、他市町が８月末まで休業ということもあったの

で、それを含めて、市長、副市長、健康長寿部長、と私どもで話し合いをさせていただき

ました。きちんと感染対策をしながら学校活動を実施し、オンライン配信等の準備を兼ね

て本日から実施とさせていただいたところです。その結果、感染不安でお休みをされる児

童生徒は２００名程度おりました。 

また、教職員のワクチン接種については、市での対応は難しかったのですが、県のエッセ

ンシャルワーカーの優先接種や、市内企業の職域接種ワクチンについて声をかけていただ

きましたので、希望する教職員は受けられるかなと考えています。 

１２歳以上の子どもたちの接種については、６から７割程の接種が終わっている状況です。 

〇石田教育総務課長 吉川中央土地区画整理事業において換地処分が公告されており、８

月６日から実施されたことに伴い、翌日から地区内の町名が変更になっています。栄小と

中央中学校の町名地番表記がかわりますので、お知らせいたします。 

次に、栄小学校のトイレ改修工事において、８月２４日午前中に一部給水管を破損してし

まいました。これにより、受水槽を清掃して水質検査を実施するまでは、水道の利用を控

えていただかなければなりません。保護者には水筒の持参についてお願いの通知を出した

ところです。水質検査が完了して水道が利用できるようになる目途は９月６日となってい
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ますので、取り組み状況についてご報告させていただきました。 

つづきまして、学校給食に関することです。感染不安等によりオンライン配信を希望され、

学校給食を祝日を除き連続して６日以上欠食する場合には、給食費を計算してお返しする

場合がありますので、対応について、本日保護者あてに通知をしておりますのでご報告い

たします。 

〇中村教育部長 オンライン授業が始まるにあたり、Wi-Fi環境がない家庭に対し、モバ

イルルーターの貸し出しを行う予定です。ルーターは教育委員会で用意はしてありますが、

通信費はかかりますので、要保護・準要保護の家庭については、１か月１，０００円、年

間で１２，０００円を支給するという形で要綱を改正し、合わせて保護者あてにお知らせ

しております。 

〇岩上生涯学習課長 コロナ関係の施設利用についてです。おあしす多目的ホールについ

ては、ワクチン接種会場として使用されています。これまで一般利用が出来ていない状況

でしたが、９月から、土曜日のみ一般利用が可能となる運びです。ただし、接種会場の備

品等が入っている、楽屋、リハーサル室については一部利用できない施設もございますの

で、使用できない施設料については、利用者の負担にならない形で一般利用を再開させて

いただきたいと考えています。 

 

〇戸張教育長 委員の皆様より、ご報告等はありますか。 

 

◎閉会の宣告（午後４時５９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３年第８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 皆さん長時間にわたり、大変お疲れさまでした。コロナに関し

ては、これから学校で益々爆発的に増えるのではないかと、そういうデータも出ています

から、その辺の対応をどうしたらよいかというのは大事なことだと思います。色んな意見

を聞いて今後のことを考えていけたら良いと思います。お疲れさまでした。 
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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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教  育  長     戸張 利恵 
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付議された議案等の処理結果 

 
令和３年第８回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

第２９号議案 令和４年度使用中学校教科用図書の採択について 可 決 

第３０号議案 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第６号）について 可 決 

第３１号議案 令和２年度吉川市一般会計歳入歳出決算の認定について 可 決 

 

 


