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吉川市教育委員会告示第１号 

令和４年第１回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和４年１月２５日 

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

 

日 時  令和４年１月２８日（金）午後３時００分から 

場 所  市役所３０４・３０５会議室 

報告事項 

（1）新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について 

付議案件 

 (1) 会議録の承認について 

(2) 吉川市文化芸術基本条例の制定について 

(3) その他 
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開会の日時 令和４年１月２８日 午後３時００分 

閉会の日時 令和４年１月２８日 午後３時４６分 

会議開催の場所 吉川市役所３０４・３０５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 鈴木 真理 

４ 荒井 一美 

    

    

会議に欠席した委員の氏名 

   小林 照男 

 

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 １人 
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令和４年第１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 １ 号 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について 〃 

日程第３ 第 １ 号 議 案 吉川市文化芸術基本条例の制定について 〃 

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３時００分） 

○戸張教育長 ただいまから令和４年第１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１号「新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について」 

○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１号「新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について」 

ご報告申し上げます。 

1月に入り、感染が急拡大し、まん延防止措置がとられました。学校現場では部活動に対

して制限を求める措置を行いましたが、その他につきましては日々の感染対策を継続して

おこなっていただいております。現在、県の基準に沿って学級閉鎖等の措置を取りながら、

感染拡大の防止をしております。今後とも感染拡大防止に努めてまいります。詳細につき

ましては、担当課長からご説明いたします。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 議案書２ページをご覧ください。現在までの状況として、

１月１９日から県の対応に基づきまして、土日の部活動を原則中止といたしました。１月

２１日からはまん延防止措に伴い、部活動活動制限が加わり、活動日数は平日週４日以内、 

郊外活動や泊を伴う活動は禁止になっています。陽性者が確認された部活動については陽

性判明日から１週間活動停止となります。これについてはさらに基準が厳しくなりまして、

週２日以内９０分となり、今後、通知を出させていただきます。 

学級閉鎖等の状況につきましては、１月２４日現在については資料のとおりでしたが、現

在は、学級閉鎖は小学校８、中学校６、学年閉鎖は、小学校１（５学年）、中学校２（１学

年・３学年）という状況です。校長会等におきましては、継続した感染症対策の徹底につ

いての指示をさせていただいています。月曜日にも校長会がありますので、その時にも、

部活動の活動制限や教育活動の内容について、さらなる感染防止を進めていくことについ

て指示をしてまいりたいと思います。 
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〇中島教育長職務代理者 コロナの感染状況については、急激な拡大で、やむを得ない状

況で、このような対応で進められていると思います。一つは、部活動について、このよう

な状況でどうしても活動を縮小せざるを得ないことは理解できますが、子どもたちは部活

動をやりたいという意欲を持っていると思いますので、子どもたちの意欲を継続させるよ

うな、コロナが収まったら次のステップに行くという目標を子どもたちに持たせて、子ど

もたちに継続した意欲を持たせるような指導をしていただければありがたいと思います。 

もう一点、要観察者についての学校の対応ですが、学校長が対象者の特定に係る行動調査

を行って要観察者を調べていくということになると思いますが、具体的にどのように進め

ていくのか教えてください。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 要観察者の定義は、資料４ページ、２用語の定義のところ

を見ていただければと思いますが、一つ目は、患者の気道分泌液又は体液等の汚染物質に

ゴム手袋などを利用せずに直接触れた場合と書かれていますが、これは医療機関ではない

ので、ほぼ該当しないと思います。二つ目は、直接手で触れることのできる距離、１ｍで、

必要な感染予防対策、マスク着用無しで、感染者と１５分以上の会話・握手などをした者

と書かれていますが、基本的に学校ではこの二つめの行動があるかどうかを確認させてい

ただきます。 

ただし、学校においては、給食の時間中も同じ方向を向いて、黙食をしております。会話

は一切ありません。普段の活動においても、マスクを外すことはないので、この二つに当

てはまる状況はないと考えています。保健所から具体的な指示があればそれに従いますが、

保健所でもすでに濃厚接触者の仕組み等については、患者が多くなり過ぎていて行わない

となっていますので、今後においても要観察者については、この二つの方法で判断させて

いただきます。各学校の報告を見ても、これに該当するものはないという方法で、学校、

教育委員会の双方で確認をさせていただいております。 

〇中島教育長職務代理者 基本的には聞き取り調査による判断で進めていくということで

すが、中学生は誰とどう接触したかは分かると思いますが、小学校低学年では、接触して

見落としがある子もいるのではないかと懸念されますが、その辺はどうですか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 基本的に学校での授業中は着座での活動をしています。ま

た、マスクを外すことはないので、こう考えると授業中での接触は排除できる、もちろん

休み時間においても充分注意を払って進めています。確率で言えば、学校現場では見落と

さずに進めることが出来る可能性が高い状況だと思います。それ以上精度を高めるとすれ

ば、一人一人についていかなければならないので、それはできない状況です。ただ、授業

という枠組みがありますので、その枠組みの中で考えると、子どもたちは決められたルー
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ルを守った状態、つまりマスクをしっかり着用した状態で学習を進めている状況で、判断

できると思っています。 

〇中島教育長職務代理者 了解しました。もう一点、要観察者の登校自粛期間中の出席の

扱いはどうなりますか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 出席停止になります。 

〇中島教育長職務代理者 登校自粛に該当した子どもたちが、学習の遅れがないように、

うまく進めていただければありがたいと思います。 

〇荒井委員 小中学校での感染の状況が、今までにない広がりではないかと感じています。

日々刻々と変わる感染者数、学校閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖等の情報がどのような形で流

れているのか、教えてください。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 市役所の庁内の中で整理しますと、学校から感染状況や、

学級閉鎖等について相談をいただいたうえで、基本的には学校の話に沿った形で閉鎖措置

をかけていきます。学校から、閉鎖措置の連絡が入ったら、決められた所定の箇所、例え

ば、一番大きく影響してくる給食センターや、保育幼稚園課に連絡をします。学校の場合、

学童とか保育園・幼稚園に絡んできますので、保育幼稚園課とはこまめに連携を取らせて

いただき、情報を共有しています。学校教育課から保育幼稚園課に連絡を入れることも頻

繁ですし、保育幼稚園課から連絡があることも頻繁です。そこで相互の連絡を取り合って

います。保育幼稚園課に幼稚園から学校の閉鎖の状況について問い合わせがあった時には、

情報を伝えていただくよう話しており、情報連携をとっております。 

また、本市はまだありませんが、学校閉鎖になりますと、交通指導員やシルバー人材セン

ターなど様々な機関が影響してきますので、そういったところとも連携が取れるように課

の担当職員にはマニュアルを配布して準備をしております。 

〇中村教育部長 学級閉鎖等の状況については、議会には、どれくらいの学級が閉鎖され

ていてという情報は伝えていますが、市民向けには、学校名やどれくらいの学級が閉鎖さ

れているという情報は一切出しておりません。ただし、運営上様々なところで関係してく

るので、保育幼稚園課にはお伝えし、各園から保育幼稚園課に問い合わせがあった時には

情報を伝えていただくという方法をとっています。 

〇中島教育長職務代理者 情報をどこまでどのように伝えていくかというのは難しいこと

でもありますが、例えば、感染者が出ましたので学級閉鎖にしました、という文言で保護

者に伝えることは難しいですか。 

〇中村教育部長 資料２のとおり、パンフレットを保護者に配布しております。学級閉鎖、

休校の判断について、同じ学級内に２名の陽性者が出た場合学級閉鎖になる、ということ
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が書かれていますので、学級閉鎖になれば、感染者が出たということが推測できる状況だ

と思います。 

〇中島教育長職務代理者 やはり人権への配慮の観点から、個人を特定させるような文言

は控えた方が良いと思いますので、うまく情報連絡を進めていただければと思います。 

〇鈴木委員 今、世の中が混乱している時で、あっという間に学級閉鎖、学年閉鎖になっ

てしまって、子どもたちもとても不安になっていると思うので、感染対策も第一ですが、

子どもたちの心のケアについても考えていただければありがたいと思います。子どもたち

の中でコロナ鬱ということが聞かれている状況もあったので、楽しかった給食が、今は黙

食で一切喋れない状況で、そのようなことからも子どもたちのストレスは計り知れないと

思います。大変だとは思いますが、先生方にも汲み取っていただいて、指導していただけ

れば、保護者としては大変ありがたいと思いますので、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 （質疑及び意見なし）これで報告第１号を終わります。 

 

 

◎日程第３、第１号議案「吉川市文化芸術基本条例の制定について」 

○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１号議案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

施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現

に寄与することを目的として、当市における文化芸術施策の基本理念等を定める条例を制

定しようとするものでございます。詳細につきましては、担当課長よりご説明をさせてい

ただきます。 

〇岩上生涯学習課長 吉川市文化芸術基本条例案の策定についてご説明させていただきま

す。条例の制定にあたっては、昨年９月教育委員会会議において、社会教育委員会議に条

例案の策定について諮問することについて上程させていただきました。１０月の社会教育

委員会議で原案について資料を公開して、皆様にご意見を頂戴したところでございます。 

その時に条例の名称と内容について諮問し、１月にも１０月にいただいたご意見を反映し

た条例案を提示させていただき、議案書１０ページにある答申書のとおり答申をいただい

たものでございます。 

まず、条例の名称につきましては、文化芸術の振興であるということで「振興」という言

葉を使った方が良いのではないかというご意見があった中で、ただ、文化芸術の振興のみ
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ならず、文化芸術の手法を活かした行政の施策として総合的に展開するような、そんな内

容にした方が良いのではないかというご意見もあって、そういうことであれば、名称には

振興という言葉を敢えて使わずに、吉川市文化芸術基本条例とするべきではないかという

ご意見を踏まえて、名称は吉川市文化芸術基本条例という形で答申があったところでござ

います。 

また、条例の内容については、１０月に社会教育委員会議に諮った際には、今回お示しし

ている条例案の前文がございませんでした。前文がない状態でお諮りしましたけど、吉川

らしさを条例に反映させたいというご意見を強くいただきました。もちろん条例案の条文

の中にも吉川らしさを表現している部分がございます。社会教育委員会のご意見で反映し

ている部分が、資料７ページ第２条第５項になります。「文化芸術施策の推進に当たっては、

人々が集まる場所での文化の発生及び発展の重要性を踏まえ、多様な交流の場の創出が図

られなければならない」この規定については、他市の文化芸術に関する条例にはなかなか

見られない規定になっております。文化の発生は人が集まる場所、交流があって文化が生

まれるといったご意見がありましたので、こちらについては吉川市のオリジナリティがあ

る規定となっています。同じくその下の各項については、文化芸術の振興のみならず、多

方面にその手法を活用して文化芸術の推進を図るということを、第 7項で表現していると

ころでございます。  

そういった基本理念の他に、市の役割、市民の役割等について規定しているところでござ

いますが、社会教育委員会の中で、市内にある事業者や教育機関と連携をしながら文化芸

術の施策を進めていく必要があるのではないかというご意見をいただきまして、当初、市

民、文化芸術団体の役割を規定していたところに、改めて事業者の役割と教育機関の役割

を加えさせていただいたところでございます。 

事業者の役割についてご意見が出たのは、吉川美南駅周辺で行われたジャズナイトが例に

出まして、吉川市内の事業者でも文化芸術活動が行われている中で、市の事業者とも連携

ができたらいいですねというお話しと、教育機関の役割については、子どもたちに文化芸

術に触れる機会を与えて、それが将来、文化芸術に携わるきっかけになるのではないかと

いうお話と、南中学校の吹奏楽部の活躍がかなり話題になっておりましたので、そのよう

なことにも触れて教育機関の役割についても条文に加えたいといったご意見を、頂戴した

ところでございます。 

このような社会教育委員会からの答申に基づきまして、吉川市文化芸術基本条例案を策定

したところでございます。 
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○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 吉川市の文化の素晴らしい面がありますので、具体的にひとつ

ひとつ具現化していくというのは、大変素晴らしいと思います。多方面に渡って吉川市の

文化芸術活動が広がってきています。このような条例に基づいて文化芸術推進審議会を組

織して、文化芸術推進基本計画が策定されていくのかと思いますが、具体的にどのような

文化芸術推進基本計画にしていくのか、分かりましたら教えてください。 

〇岩上生涯学習課長 まず文化芸術推進基本計画については、条例にある基本理念を柱と

して目標を立てていきまして、市としてどういう施策が必要かという形で取りまとめてい

くと考えております。審議会については、条例案にも目的がございますが、基本計画の策

定と進行管理について、審議会に諮ってご意見を頂戴してまいります。なお、審議会につ

いては、文化芸術基本法第３７条に、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制

の機関を置くことができる、と規定がありますので、審議会については、審議会単独の条

例がある自治体がありますが、当市としましては、文化芸術基本条例に、審議会の設置に

ついても、規定させていただいております。 

〇中島教育長職務代理者 条例第２条第７項に、文化芸術施策の推進に当たっては、文化

芸術がコミュニティ、国際交流、子育て支援、高齢・障がい福祉、健康・体力づくり、環

境、産業、まちづくり、観光、教育、シティプロモーション等様々な分野に多面的に活用

されるよう図られなければならないとありますが、どのように具体的に多面的に活用して

いくのか、計画など、どのように考えられているのか、分かりましたら教えてください。 

〇岩上生涯学習課長 具体的に申しますと、実は取組んでいるものもございます。例えば

高齢・障害福祉の健康体力づくりでございますが、長寿支援課が担当しているいきいき健

康体操の中で演劇の発声法を利用した健康づくりの体操を行っていただいていることもご

ざいますし、産業まちづくりということであれば、７月２日のなまずの日に、なまずのぼ

りを使って飾り付けをしたり、国際交流については、演劇プロジェクトの参加者の中に外

国籍の方や障がいをお持ちの方、小学生から高齢者の方、そういった世代について隔たり

がないような交流を行っております。既に実施している事業を整理しながら施策として規

定させていただき、運用していきたいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 色々な活動がある中で、交流されている場がたくさんあります

ので、是非いい形で計画を作っていただければありがたいと思います。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 
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○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１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（事務局から報告等がないかの発言） 

○中村教育部長 令和４年第２回教育委員会会議の開催につきましては、２月２１日月曜

日、午後３時から、おあしすミーティングルーム４において行う予定です。 

次に小中学校の卒業式、入学式について学校教育課より説明します。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 卒業式、入学式について、出席者一覧の資料を配布させて

いただきました。卒業式及び令和４年度の入学式についても、告示及び祝辞については実

施する方向で考えています。今年度行った卒業式、入学式と同様の形態で執り行う予定で

考えておりますので、割り当てをいれさせていただきましたので、ご確認いただきますよ

うお願いします。 

〇中村教育部長 次に成人式の開催報告について生涯学習課より報告します。 

〇岩上生涯学習課長 令和４年吉川市成人式実施報告書をご覧ください。まず挙行日につ

いては、令和４年１月９日日曜日、中学校区ごとに時間を分けて実施しました。場所は吉

川市総合体育館です。各学校の成人式実行委員会代表の挨拶、市長メッセージは事前に収

録したものを会場に流しました。また祝電披露については、会場に掲示し、教育長祝電に

ついては司会が代読しました。また、各校恩師のビデオレターを放映しました。 

総合体育館内では密を防止し、感染防止対策を施しながら挙行させていただきました。 

令和４年成人式参加者数は５５５名、対象者数は８２５名、参加率は６７．３％でござい

ます。これまでの推移をみますと、令和４年度は対象者のうち、多くの方が参加いただけ

た状況でございます。以上です。 

 

 

〇戸張教育長 委員の皆様よりご意見・ご報告等はありますか。 

 

◎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４年第１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。 
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○中島教育長職務代理者 皆様大変お疲れ様でした。成人式も、無事に終了できたという

ことでよかったと思います。今、コロナオミクロン株が急激な勢いで広がってきています。

各小中学校では、学級閉鎖、学年閉鎖の対応など、大変な状況で苦労されているのではな

いかと思います。また、保育園、幼稚園も今大変な状況ではないかという、感じがします。

子どもたちが休むのは大変なことですが、もう一つは教職員が感染した場合、学校経営も

非常に大変な状況になってくるのではないか。これはお願いですが、教育委員会の皆様全

体でぜひ学校を支えていただき、支援していただければと思います。 
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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。 
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教  育  長     戸張 利恵 

 

   教育長職務代理     中島 新太郎 

 

   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４年第１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 1号議案 吉川市文化芸術基本条例の制定について 承 認 

 


