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吉川市教育委員会告示第１０号 

令和３年第９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９月２４日 

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

 

日 時  令和３年９月２８日（火）午後１時３０分から 

場 所  市役所３０３会議室 

付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 吉川市教育委員会令和４年度当初教職員人事異動の方針及び令和４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 

(3) 吉川市社会教育委員会議への諮問について 

(4) その他 
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開会の日時 令和３年９月２８日 午後１時３０分 

閉会の日時 令和３年９月２８日 午後２時０３分 

会議開催の場所 市役所３０３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 

 

 

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９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 第３２号議案 

吉川市教育委員会令和４年度当初教職員人事異動の方

針及び令和４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 

〃 

日程第３ 第３３号議案 吉川市社会教育委員会議への諮問について 〃 

日程第４ ― 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１時３０分） 

○戸張教育長 ただいまから令和３年第９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、第３２議案「吉川市教育委員会令和４年度当初教職員人事異動の方針及び

令和４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） 

○中村教育部長 第３２号議案「吉川市教育委員会令和４年度当初教職員人事異動の方針」

及び「令和４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３年８月２４日付け教県第

２８３号「令和４年度当初教職員人事異動の方針について」及び、令和３年８月２６日付

け教小第２２５号「令和４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」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、特にこれらの学校については、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。 

○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 いくつか質問をさせていただきます。１点目は吉川市の若い教

職員が多いということで、この若い教員をどう育てるかが大きな課題だと思います。ベテ

ランの教員をどう配置するか、若い教職員をどう育てていくかについて質問をします。 

また、管理職を希望する教員が少なくなってきているという話を聞いています。女性管理

職の配置の状況等、今後どのように進めていくのかを分かる範囲で教えていただきたいと
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思います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 若手の育成に関しては、これからも大きな課題であること

は間違いないと思っています。年次別研修は初年度から５年次以降まで体系的な形で研修

を組んでいます。研修は、何ページにも渡る指導案を作るという形ではなく、コンパクト

な形で気軽に指導をいただけるような指導等を取り入れていっています。例えば体育主任

については、学校の核となるところもあるので、体育担当の教員が全ての学校を回り、体

育の授業の流し方だけではなく、学校における体育科運営の仕方についても指導を入れて

いっているところでございます。 

またベテランとの関わりについては、人事上の配置の中で、若手とベテランがうまく人

数の配置になるように、計画的に進めていっているところです。経験人事の人物に関して

は、ベテランが少ない学校に他市から来た有望な人材を配置するなどして対応を進めてい

っているところです。ただ、増えてきている若手に対して、指導する側の部分がなかなか

追い付いていかないということは事実としてあります。市としては、学校にこまめに出向

くことを大事にしながら、指導を入れていかれるようにしていきたいと考えております。

また今年度は、教育指導支援員として、越谷市の校長の経験がある、大西久雄先生が力を

貸してくださっております。大西先生も、積極的に学校に行き教職員の指導もしてくださ

っておりますし、情報教育や情報モラル、情報リテラシーについては、学年の実態に応じ

た研修もクラスごとにやってくださっています。そうした先生の姿や、指導を学ぶ中で育

成を進めていけたらと考えています。 

２点目の管理職人事については、昨年度に比べて志願者が３０％増となっております。

結果については、１１月末に出ますので、今のところまだお伝え出来ない状況ですが、多

くの合格者が輩出できればいいと考えています。うち、女性の受験者はまだまだ少ない状

況で、２名となっています。昨年度の女性の受験者は校長、教頭を含めて４名でしたので、

決して多くはない状況です。お子様の年齢などもあり、なかなか志願に結びつかないのが

現状です。県の登載猶予の制度については、各学校で積極的に説明するように指示はして

おります。 

今年度教務主任については、各学校において大幅に若手の教務主任が誕生いたしました。

若い人材について、積極的に各学校で役割を与えていただけるような方向性を問いながら、

管理職となる人材を見出していきたいと思っております。 

〇中島教育長職務代理者 特に女性に関しては、指導力をしっかり持っているけれども、

自分から手を挙げる人が少ないような状況もあると思います。教育委員会や校長、教頭か

らも声をかけていただいて、できるだけ受験するような方向ですすめていただければと思
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います。 

 

○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３２号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第３、第３３号議案「吉川市社会教育委員会議への諮問について」 

○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３３号議案「吉川市社会教育委員会議への諮問について」について、

ご説明いたします。本案につきましては、文化芸術活動の活性化を目的とした条例の制定

にあたり、別紙（案）のとおり吉川市社会教育委員会議へその内容について諮問するため、

この案を提出するものでございます。なお、本条例につきましては、３月市議会での上程

を検討しており、１月の教育委員会議にて、本諮問への答申報告及び市議会への議案上程

を見込んでおります。 

 

○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 文化芸術に関する条例ということで、私の意見を述べさせてい

ただきたいと思います。ここのところ教育委員会でも、文芸よしかわを発行されたり、演

劇活動をされたりしています。市内でも俳句の会、絵画の会、書道、囲碁、将棋等の色々

な文化的な活動や、吉川吹奏楽団などの音楽による活動が盛んです。文化芸術に関する条

例を制定して、さらにこのような活動が盛んになるように、市全体で取り組んでいけたら

いいなと、条例制定についての感想として述べさせていただきます。 

吉川市民で、例えばいろんな活動がどれくらいいるかについては掴んでいますか。例え

ばアニメーションやダンス等、どのような活動をしている人が、どれくらいいるのかにつ

いて吉川市で掴んでいる状況はありますか。 

〇中村教育部長 そのような調査はおりませんが、登録団体さんを数えてある程度の数が

出てくるのではないかと思いますので、今後検討させていただきます。条例の制定にあた

っては、公民館の利用者団体やおあしすの利用者にもアンケート調査を行った中で、様々

なご意見を反映させた形で策定していくことになっております。 

 

○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３３号議案は、原案のとおり可決
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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） 

〇中村教育部長 ９月議会の一般質問においては、通学路点検に関する質問が４件ありま

した。それ以外はコロナ関係の質問があったところです。議会の録画中継がありますので、

ぜひご覧いただければと思います。 

次回の教育委員会会議の開催につきましては、１０月２９日金曜日、午後３時００分か

ら、場所は市役所２０２会議室の予定となっております。当日は、教育委員会議の前に午

後２時１５分から２時４５分まで中曽根小学校のオンライン学校訪問がありますのでよろ

しくお願いします。 

 

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２時０３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９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 大変お疲れさまでした。このあと研修会も予定されております

ので、そちらの方もしっかりと研修していきたいと思います。コロナもだいぶ落ち着いて

きたような感じもしますが、まだまだ安心できる状況ではないと感じます。引き続き、教

育委員会職員の皆様、学校の先生方には、子どもたちの指導をよろしくお願いしたいと思

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。 

  令和３年９月２８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３年第９回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

第３２号議案 

吉川市教育委員会令和４年度当初教職員人事異動の方針及び令和

４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 

可 決 

第３３号議案 吉川市社会教育委員会議への諮問について 可 決 

 

 


