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吉川市教育委員会告示第１１号 

令和３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３年１０月２６日 

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

 

日 時  令和３年１０月２９日（金）午後３時から 

場 所  吉川市役所２０２会議室 

協議事項 

（1）令和３年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 吉川市立小・中学校服務規程の一部を改正する規則 

(3) その他 
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開会の日時 令和３年１０月２９日 午後３時００分 

閉会の日時 令和３年１０月２９日 午後３時４６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 

    なし 

 

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 

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 協 議 第 ２ 号 
令和３年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書

について 
〃 

日程第３ 第３４号議案 吉川市立小・中学校服務規程の一部を改正する規則 〃 

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３時００分） 

○戸張教育長 ただいまから令和３年第１０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、協議第２号「令和３年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書につい

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 協議第２号「令和３年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書」に

ついて、ご説明いたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、 

教育委員会は、毎年、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点

検及び評価を行うとともに、教育に関する学識経験を有する者の知見を活用し、報告書を

作成しております。報告書は、議会に提出するとともに、市民に公表することになってお

ります。このことから、８月２７日の教育委員会で決定いたしました、令和２年度に実施

した１０事業につきまして、点検及び評価を行い、報告書の事務局案ができましたので、

教育委員の皆様の意見を伺うものでございます。なお、教育に関する学識経験を有する者

として、流通経済大学名誉教授の大塚氏及び流通経済大学准教授の坂野氏を迎え、１０月

６日に事業に関するヒアリングを実施し、ご意見をいただいております。今後につきまし

ては、委員の皆様のご意見を踏まえて、報告書（案）を作成し、１１月の教育委員会で議

決をいただいた後、１２月吉川市議会定例会で各議員に配布するとともに、市ホームペー

ジで公表する予定でございます。 

○中島教育長職務代理者 いくつか感想を述べたいと思います。就学援助事業についてで

すが、的確に仕事をされていて広く周知もされていると感じます。ただ、コロナ禍で貧困

の家庭が増えているなかで、子どもたちの学習状況、生活状況も大変であることを考える

と、教育委員会として子どもの貧困に対して目を向けていかなければいけないのではない

か。学校との情報共有や子育て支援課と連携して、貧困の家庭の子どもたちをどう救って

いくかという視点で、何とか一人でも多くの子どもたちを救うことが出来ないかという考
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え方でこの事業を進めていってほしいと思います。 

〇戸張教育長 子どもたちを取り巻く環境の変化ということについて説明がありましたら

お願いします。 

〇中村教育部長 今お話しがありましたとおり、できる限り就学援助事業については周知

を図っていくということで、様々な機会を捉えて行っているところです。市として「子ど

も貧困対策推進計画」を策定し、教育委員会のみならず様々な部署と連携をしながら子ど

もの貧困対策について力を注いでいるところでございます。今ご意見をいただいたところ

につきましても、教育委員会としても充分と認識をしているところでございますが、今後

につきましてもしっかりと子どもたちに情報が届くように行ってまいりたいと思います。 

〇石田教育総務課長 新型コロナにつきましては、社会的には一旦収束した雰囲気ではご

ざいますが、経済的な問題についてはこの後さらに出でくる可能性があります。担当課と

しましては、今後の社会経済情勢を注視しながら、引き続き対応してまいりたいと思いま

す。 

〇戸張教育長 他にございませんか 

○中島教育長職務代理者 教職員研修事業についてです。人権教育を進めているというこ

とですが、教職員の人権教育において、いじめや体罰に対する指導を進めていただきたい

と思います。インターネットでの誹謗中傷による子どもの自殺を何としても防がなくては

ならない。吉川市でも ICT教育が進められていますが、子どもたちを何としてでもインタ

ーネットでの誹謗中傷やいじめから守る指導を力強く進めてもらいたいと思います。 

〇砂賀学校教育課学校支援担当主幹兼少年センター所長 いじめについてということで、少

しでも本人が心理的・身体的な苦痛を受けた場合は、いじめとして認知していくという方

向で各学校にはお願いしています。学校にもよりますが、月 1回とか学期に 1回アンケー

ト調査を実施して、担任がアンケート結果を見て、もし子どもたちに不安がある、こんな

ことをされているという場合は、子どもたちと話をして、いじめとして認知した場合には、

本市ではいじめ対策防止対策推進法に基づいて組織的に解決をしていくという形です。今

年は小学校の認知件数が大変多いです。現在丁寧に対応をしているところでです。 

○馬場副部長兼学校教育課長 自殺防止については、SOSを出せる教育プログラムという

ことで昨年度からさいたま市で行っている授業プログラムを本市でも導入し、指導案を配

布し、各学校で活用する形で進めています。子どもたちが適切に SOSを出せる、SOSを出

すことは恥ずかしいことではないということをしっかり理解していただくことを大切にし

ていきたいと思います。また本日の校長会においても適切に援助依頼を出せるかどうかと

いうことが大事であるということを、説明しました。いじめの重大案件になっているにも
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関わらず誰にも相談できなかった事例が、少なからず小・中・高それぞれで確認されてお

ります。その背景には、援助依頼を出したことによって何とかしてもらえるという期待感

よりも、援助依頼を出すことへの抵抗感の方が上回っていることが原因だということが心

理学会では言われています。適切に援助依頼が出せるということは、先生方の適切な関わ

りかた、学校の体制が大きく影響してきますので、今後ともよろしくお願いしたい旨を伝

えました。体罰だけではなく不適切な指導については、今年の８月に命と人権を守るリー

フレットを作成し、全教職員に C4thで配布しました。体罰はもちろん許されないことです

が、体罰以外にも言葉による不適切な指導、連帯責任制を用いた不適切な指導についても、

具体的に事例を出して適切に指導いただけるように、リーフレットを作成し、教職員への

指導を進めています。今後も子どもたちの安全、命を守る教育を推進できるように進めて

いけたらと思います。なお、夏に行われた人権教育研修会では、LGBTについて、市民参加

推進課の宗像課長に講演いただいております。 

〇中村教育部長 点検評価報告書素案の記述や内容について、委員の皆様からのご意見を

お願いいたします。 

〇小林委員 社会教育推進事業の学識を有する者の意見について、「成人式の模様を実行委

員会が非公式に、SNSで・・・」とあるが、非公式を認めてはいないはずだと思うので、「非

公式に」の４文字は削除だと思います。 

〇中村教育部長 ありがとうございます。市として公式にではなくて、「実行委員が SNS

で・・・」ということを言いたかったと思うので、「実行委員が SNSでお知らせしたとおり」

と修正させていただきます。 

〇鈴木委員 事業内容、教育委員会の評価は、「である調」で書かれており、学識を有する

者の意見は、「です・ます調」で書かれておりますが、統一したほうが良いのではないかと

思います。 

〇中村教育部長 学識を有する者の意見についても、「である調」に修正したいと思います。 

〇鈴木委員 学校施設修繕事業（中学校）の、教育委員会の評価で、「空調設備の導入等」

の部分についてですが、学識を有する者の意見では「夏場におけるクーラー設備の導入」

と書かれていますが、夏場におけるクーラー設備は中学校の普通教室はすでに導入が終わ

っていると思います。他の教室を指しているのか、分からなかったのですが。 

〇石田教育総務課長 学識を有する先生の意見は、体育館とか空調等の設置がされていな

い所がありますので、そのような課題に対してのご意見だと認識しているところでござい

ます。 

〇鈴木委員 それを知らない人が見ると、学校にクーラーは設置されているのではないか、
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となりかねないと思いますので、少し文言を変えていただけると良いと思います。分かり

やすく「体育館」などの文言が入ると違うと思いますので、よろしくお願いします。 

〇石田教育総務課長 ご意見を参考として、先生と調整をさせていただきます。 

〇鈴木委員 社会教育推進事業の欄外の表について、何の出席率の推移か分からないので

すが。 

〇事務局 こちらは社会教育委員会の出席率の推移です。 

〇鈴木委員 それを記載していただけると良いと思います。 

○中島教育長職務代理者 市史編さん事業について、市の広報などで市民に広く伝わって

きていると感じています。一つ心配されるのが、年々歴史資料が散逸していってしまうと

いう心配があります。計画的に歴史資料をまとめていく、残していくということが大事で

はないかと感じています。ぜひ歴史資料の散逸を防ぐという形で取り組んでいっていただ

ければと思います。 

〇戸張教育長 ご意見として承ります。 

〇小林委員 地区センター施設管理事業で、学識を有する者の意見で指定管理者制度につ

いて触れられています。教育委員会の評価では一切触れていないが、指定管理者制度に方

向が向いているという誤解を生むのではないかとおもわれますが、大丈夫ですか。 

〇事務局 点検評価のヒアリングの中で、「指定管理者制度についての方向性はあります

か」という質問があり、「現状では無いです」と話をしたことによる、意見だと思います。 

○戸張教育長 他にございませんか。これで協議第２号を終わります。 

 

◎日程第３、第３４号議案「吉川市立小・中学校服務規程の一部を改正する規則」 

○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３４号議案「吉川市小・中学校職員服務規則の一部を改正する規則」

についてご説明いたします。国および県の公文書における押印廃止の動きに伴い、埼玉県

教育委員会等の動きに合わせて、各文書における押印を廃止する改正案を提案します。 

さらに、一部の文言について、修正等の規定の整備を行うものでございます。この改定に

従い、小・中学校長と連携を密にし、職員への適切な周知を進めてまいりたいと存じます。 

 

○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 議案書３ページ、改正前が出勤簿、改正後は勤務整理簿と名称が

変わった理由は何ですか。 
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〇馬場副部長兼学校教育課長 名称の変更については、県からの通知に基づき、押印廃止

に伴う様式変更に伴い、名称の変更があったものです。服務規程の一部の変更について、

県から通知されたひな形に基づいて、市が改正作業を行うものです。 

 

○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３４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） 

○中村教育部長 まず初めに、前回教育委員会で中島教育長職務代理から、文化芸術活動

団体の数についてご質問がありました。ご質問では様々な活動をするカテゴリーごとでの

団体数というご質問でしたが、残念ながらそこまでは調べることが出来ませんでした。お

あしすは団体登録をしていないので、具体的にどういう団体があるか把握できないところ

です。中央公民館ではおよそ２００団体の登録があり、５０００名ほど参加されている方

がいると聞いています。ただし、延べ人数のため重複している人もいるだろうということ

です。活動内容は、油絵、詩吟など多岐にわたっています。 

次に次回の教育委員会会議についてです。令和３年第１１回会議の開催につきましては

１１月２６日金曜日午後３時から吉川市役所２０２会議室にて行う予定です。当日は、教

育委員会会議の前に午後２時１５分から２時４５分まで東中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。 

〇石田教育総務課長 教育総務課から案内及び報告がございます。 

まず、令和４年教育委員会の開催予定案についてです。全般的には月末の金曜日を中心

に予定をしておりますが、２月は３月議会の関係で、２月２１日月曜日、また、４月は最

終金曜日が祝日ですので、前日の木曜日に設定をしていきたいと思います。よろしくお願

いします。 

次に、吉川市児童生徒プレゼンテーション大会についてです。所管は学校教育課です。

本日資料でお配りした「よしかわ ICT教育通信」は学校教育課で発行し、毎月保護者メー

ルを使って配布している物です。プレゼンテーション大会については、１２月１１日土曜

日、現段階では１２時３０分開式の予定で、場所はおあしすで開催します。詳細について

は、資料が整いましたら案内させていただきます。 

続きまして、総合教育会議です。日程は令和４年１月７日金曜日、時間は午後１時１５
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分から、場所は市役所３０１・３０２会議室です。現段階で予定している内容は、小中学

校における新型コロナウイルス感染症の対応について、ICT教育の現状と今後の進展につ

いて、を議題といたします。１２月のプレゼンテーション大会は市長も参加いたしますが、

教育委員の皆様にもぜひご覧いただきまして、１月の総合教育会議で議論いただければと

思います。詳細については整い次第連絡いたします。 

続きまして２点報告です。まず、旭小・栄小トイレ改修工事についてでございますが、

児童のトイレは１０月１８日月曜日に使用を開始しました。旭小においては、１８日夕方

から PTAや自治連合会の方に内覧していただいております。工事は１２月末までの予定で

す。 

次に、三輪野江小学校のプールについてですが、今年６月に不具合が発生し、プール授

業が最終まで出来ない想定になり、残りの授業については温水プールを利活用して行うと

いう代替案を提案し、今年度の授業を行うことになりました。結果的にはコロナウイルス

感染症の関係で温水プールでの授業実施には至りませんでしたが、そのような状況があり

ました。ろ過機の配管から漏水していることは調査で判明していますが、現段階では様々

漏水要因の想定があり、大規模な調査をしないと詳細なところはわからない部分が多くあ

ります。今後につきましては、可能な限りの修繕をして授業を実施する、温水プールを活

用する、あるいは市内の民間プールを活用するなど、広く検討を行っていきます。方向性

につきましては、当初予算の説明の中で報告いたします。なお、現在、教育部だけではな

く、全庁的に関係部署と協議を進めているところです。現状の課題について報告は以上と

なります。 

 

〇戸張教育長 委員の皆様よりご報告とはありますか。以上で閉会いたします。 

 

◎閉会の宣告（午後３時４６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 皆様大変お疲れ様でした。先ほど児童生徒プレゼンテーション

大会の開催についてお話がありました。素晴らしいことだなと感じています。これからの

国際社会の中では、きちんと自分の考えを述べることが大事な問題になってくるのではな

いかと思いました。ぜひこのような取り組みをさらに充実させていただければ良いと思い

ます。お疲れ様でした。 
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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１０月２９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３４号議案 吉川市立小・中学校服務規程の一部を改正する規則 承 認 

 


