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吉川市教育委員会告示第１２号 

令和３年第１１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１１月２６日 

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

 

日 時  令和３年１１月２６日（金）午後３時から 

場 所  吉川市役所２０２会議室 

報告事項 

（1）令和４年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定について 

付議案件 

(1) 会議録の承認について 

(2) 吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

(3) 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１０号）について 

(4) 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 

 (5) その他 
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開会の日時 令和３年１１月２６日 午後３時００分 

閉会の日時 令和３年１１月２６日 午後４時２３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 

 

    

    

会議に欠席した委員の氏名 

    荒井 一美 

 

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）丹羽 啓輔 

傍聴人 ０人 
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令和３年第１１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 ５ 号 
令和４年度就学予定者の学校選択等による指定校の決

定について 
〃 

日程第３ 第３５号議案 吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて 
〃 

日程第４ 第３６号議案 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１０号）につい

て 
 

日程第５ 第３７号議案 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６ ― 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１１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５号「令和４年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定につ

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 報告第５号「令和４年度就学予定者の学校選択等による指定校の決定」

について説明します。議案書２ページから６ページとなります。小学校就学予定者に係る

調整選択の申請は２０件でしたが、いずれも規則の規定に適合した申請内容のため、全て

を認定しました。中学校就学予定者に係る学校選択申請は１１８件でしたが、いずれも各

校の受入定数内の申請であったことから、抽選を行わずに全て決定しました。なお、詳細

は、担当課長から説明します。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 令和４年度小学校及び中学校就学予定者に係る学校選択の

状況及び指定校の決定についての詳細を説明します。小学校就学予定者に係る調整選択の

申請は２０件でした。１８件が学区境１００ｍを理由とした申請でした。また、指定学校

の変更申請が４件でしたが、いずれも指定学校の変更ができる事由に該当するものと認め

ましたので、変更後の指定校への就学を許可しました。内訳は関小から旭小１件（保護者

勤務先登下校）、北谷小から三輪野江小１件（物件建築中）、栄小から三輪野江小１件（祖

父母宅登下校）、吉川小から栄小１件（祖父母宅登下校）です。続きまして、中学校選択制

の申請件数は１１８件でした。内訳は、東中学校から南中学校への選択が４件、東中学校

から中央中学校への選択が９件、南中学校から東中学校への選択が２件、南中学校から中

央中学校への選択が４件、南中学校から吉川中学校への選択が３６件、中央中学校から東

中学校への選択が２６件、中央中学校から南中学校への選択が２６件、吉川中学校から南

中学校への選択が１１件となっております。申請の主な理由は友人関係が５０件と最も多

い割合を占めております。続きまして、選択各校の受入定数と申請件数ですが、東中学校
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は、受入れ定数３４名に対して、２８件の転入申請と、１３件の転出申請により１５名の

増員となりますが、受入定数の範囲内となっております。南中学校は、受入定数５０名に

対して、４１件の転入申請と、４２件の転出申請によりまして、１名の減少となっており

ます。中央中学校は、受入定数２８名に対して、１３件の転入申請と、５２件の転出申請

により３９名の減少となっております。吉川中学校は、受入定数の設定はございませんが、

１１件の転出申請と、３６件の弾力的運用地域の方からの転入申請により２５名の増員と

なっております。このことから、中学校選択制度申請の決定を加味した各中学校の選択等

による見込数は、東中学校１２１名、南中学校１６３名、中央中学校１９６名、吉川中学

校２５０名となります。なお、今回報告した令和４年度新中学１年生見込数は、１１月１

９日現在の見込のため、今後は住所異動や私学への就学により、見込数の変動が考えられ

ますので、引き続き正確な児童生徒数の把握に努めてまいります。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

〇小林委員 私学への進学状況について伺います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 主として例年大きく変動があります中央中学校、吉川中学

校において動向を注視しています。また、教育委員会としても、特別支援を含めクラス数、

教科担任にも影響があるため動向を注視しております。 

〇中島教育長職務代理 議案書５ページにおいて、南中学校から吉川中学校への選択が３

６件、申請の理由として友人関係や通学距離が多いですが、主な理由について伺います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 通学距離につきましては、主に美南小学校に通う児童が吉

川中学校を希望することによるものです。 

〇中島教育長職務代理 議案書６ページにおいて、吉川中学校の新１年生が２５０名と突

出しています。また、隣接する美南小学校において教室確保が目一杯である現状を鑑みる

と、吉川中学校の将来が心配されますが、今後の教室確保の見通しについて伺います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 現状では、１学年９クラスまでは対応できると伺っており

ますが、特別支援学級についても含めているため懸念しております。 

〇中村部長 過去に学区を検討した際、吉川駅南の地域にお住いの方に対しまして、吉川

中学校での受け入れが可能な限りにおいて対応することを説明しております。そのため、

今後の生徒数の増加状況によっては受け入れができなくなります。その場合は、学区のと

おりとなることをお願いしてまいります。 

○戸張教育長 他にございませんか。これで報告第５号を終わります。 
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◎日程第３、第３５号議案「吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱」 

○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３５号議案「吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱」につ

いて説明します。議案書７ページから８ページとなります。本案につきましては、吉川

市立学校給食センター運営委員会を開催するため委員の委嘱をしたいので、この案を上

程するものです。 

○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） 

○戸張教育長 ご異議なしと認めます。したがって、第３５号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第４、第３６号議案「令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１０号）」 

○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３６号議案「令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１０号）」につい

て説明します。議案書９ページと補正予算書及び補足資料をご覧ください。本案につきま

しては、１２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

る部分について提案するものです。 

 歳入予算につきましては、１００万を増額し、教育費の歳入予算の総額を３億８，４１

６万７千円とするものです。歳出予算につきましては、３３３万８千円を減額し、教育費

の歳出予算の総額を２２億１，０９３万４千円とするものです。債務負担行為補正につき

ましては、教育委員会関係部分を掲載しております。 

なお、詳細につきましては、各担当課長から説明します。 

○石田教育総務課長 教育総務課分について説明します。補正予算書６ページから９ペー

ジと補足資料をご覧ください。小学校費から中学校費まで一括して説明します。小学校費、

中学校費ともに大きくは３点です。１点目は令和４年度に学級数の増が見込まれる吉川小

学校、美南小学校、吉川中学校において管理用備品、教材備品を購入するものです。２点

目は国の学校保健特別対策事業費補助金の 1校当たりの補助限度額の引き上げが実施され、

追加申請したことに伴い、新型コロナウイルス対策のための備品を購入するものです。３

点目はタブレット端末、ＡＣアダプター、ウェブフィルタリングの契約額確定に伴う減額

補正をするものです。そのほか、学校管理運営事業（中学校）の修繕料は、中央中学校の

西側トイレ汚水配管が敷地外で断裂しており、1階西側トイレが使用できず、学校運営に

支障をきたすため、配管の修繕に要する予算を計上しております。２ページの債務負担行
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為補正につきましては、追加分として、学校が行う事業で事故が発生した際の損害賠償及

び補償を行うための保険に加入する賠償保険等加入事業、小中学校のエレベーター保守点

検業務を行うためのエレベーター保守点検業務委託事業、吉川中学校の建物環境衛生管理

業務を委託するための建築物環境衛生管理業務委託事業（吉川中学校分）を計上しており

ます。また、廃止分として、これまで紙媒体で配布していた給食だより等を保護者メール

にて電子媒体で配布することにより、印刷業務が大幅削減となるため、印刷機賃貸借事業

（学校給食センター分）を計上しております。 

〇岩上生涯学習課長 生涯学習課所管分について説明します。補正予算書１０ページから

１１ページをご覧ください。市民交流センター費の管理用備品購入費２２０万円につきま

しては、中央公民館、旭地区センターの図書室で使用する３冊用の書籍消毒機を２台購入

するものです。続きまして２ページの債務負担行為補正につきましては、追加分として、

中央公民館及び旭地区センターのエレベーター保守点検業務を委託するためのエレベータ

ー保守点検業務委託事業を計上しております。 

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説明します。補正予算書６ペー

ジから７ページと補足資料をご覧ください。教育指導費の教育指導推進事業の特色ある教

育推進事業交付金につきましては、中央中学校、吉川中学校の修学旅行キャンセル料を補

填するものです。続きまして、教育内容充実事業の管理用備品購入費につきましては、令

和４年度、中央中学校、吉川中学校において特別支援学級数の増が見込まれるため、作業

台など必要となる備品を購入するものです。続きまして２ページの債務負担行為補正につ

きましては、追加分として、小中学校に外国語指導助手を配置するための語学指導助手派

遣業務委託事業を計上しております。 

 

○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、生涯学習課所管分 質疑なし） 

（学校教育課所管分 質疑応答） 

〇中島教育長職務代理 教育指導推進事業において、生徒数を見ると中央中学校が吉川中

学校の倍までは達していない中、中央中学校分として１７９万５千円、吉川中学校分とし

て７８万９千円計上されています。契約は生徒数によるものか伺います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 学校によって生徒一人当たりの単価が違うほか、生徒数が

違うことによるものです。生徒一人当たりの単価は、中央中学校が７，４１７円、吉川中

学校が５，５９５円。生徒数は、中央中学校が２４２人、吉川中学校が１４１人です。 

〇小林委員 教育指導推進事業において、修学旅行が実施された際の契約解除費用（企画
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料）の取り扱いについて伺います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 企画料は、修学旅行の実施に関わらず発生します。また、

緊急事態宣言を非常事態による返済と捉えるか否かは業者により判断が分かれました。 

このため、学校が判断した時期により、結果として中央中学校、吉川中学校の２校は契約

解除費用（企画料）を要することとなりました。なお、小学校につきましては、３月に延

長した１校を除き、順調に実施することができました。 

〇小林委員 仮に修学旅行費が１００万円、そのうち企画料が１０万円であった場合、そ

もそもこの１０万円は教育委員会が負担するものか伺います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 企画料は旅行代金に含まれるため保護者負担になります。 

○中村教育部長 契約解除費用（企画料）を市が負担するか否かは、自治体の判断になり

ます。学校は保護者負担が無いよう、早めの中止を決定したところです。 

 

○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３６号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第５、第３７号議案「令和３年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書」 

○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３７号議案「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、説明します。議案書１０ページと報告書をご覧ください。本案につきましては、

１０月２９日開催の第１０回教育委員会において、教育委員の皆様からご意見等をいただ

き、これを踏まえ、報告書案を作成したものです。なお、本報告書につきましては、１２

月定例市議会で各議員に配付し、市ホームページで公表してまいります。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○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３７号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第６、「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、次回の教育委員会会議についてです。令和３年第１２回会
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議の開催は、１２月２４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分まで中央中学校のオンライ

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します。 

１２月１１日土曜日に開催します吉川市児童生徒プレゼンテーション大会についてで

す。詳細は配付した資料をご覧ください。よろしくお願いします。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 今年度から勤務いただいております教育指導支援員の大西

久雄先生による指導のもと、意欲を持って２１名の小中学生が準備を進めております。当

日は一人当たり５分程度になりますが、ぜひご覧ください。 

 

〇戸張教育長 委員の皆様より報告はありますか。以上で閉会いたします。 

 

◎閉会の宣告（午後４時２３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１１

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。ぜひ、子ど

もたちには良いものを見せる、良いものを体験させる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１１月２６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 
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付議された議案等の処理結果 

 
令和３年第１１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３５号議案 吉川市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 承 認 

第３６号議案 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１０号）について 承 認 

第３７号議案 
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 
承 認 

 


