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吉川市教育委員会告示第２号 

令和４年第２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２月１８日 

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

 

日 時  令和４年２月２１日（月）午後３時から 

場 所  市民交流センターおあしすミーティングルーム４ 

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) 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１４号）について 

(3) 令和４年度吉川市一般会計予算について 

(4) 令和４年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申について 

(5) その他 
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開会の日時 令和４年２月２１日 午後３時００分 

閉会の日時 令和４年２月２１日 午後４時５０分 

会議開催の場所 市民交流センターおあしすミーティングルーム４ 

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 ２人 
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令和４年第２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２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２号議案 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１４号）について 〃 

日程第４ 第３号議案 令和４年度吉川市一般会計予算について 〃 

日程第５ 第４号議案 令和４年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内

申について 
〃 

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４年第２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２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２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。 

 ２月に入り、まん延防止措置が延長されました。学校現場では部活動に対して制限を求

める措置を継続し、日々の感染対策を継続して行っています。しかし、感染が止まらない

のが現状でございます。引き続き、県の基準に沿って学級閉鎖等の措置を取りながら、感

染拡大防止に努めてまいります。 

〇中島教育長職務代理者 いくつか質問させて貰います。一点目は、本市の子供たちで重

症化して入院したような事例はどの程度出ているのか。 

二点目は部活動が長期に渡ってなかなか活動できないということで、子どもたちがだいぶ

イライラしている状況があるのではないかなと感じています。先月の教育委員会会議でも

出ましたが、子供たちの心のケアについてどのような対策を立てているのか。 

三点目は、コロナが長期に渡り、学級閉鎖、学年閉鎖が続いている状況が出ていますが、

保護者はこのような状況をどんなふうに捉えているのか。分かるところで結構ですので教

えていただきたいと思います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 入院については、重症化という報告は受けておりませんの

で、無いものと認識しています。心のケアについてですが、関わりを保つというところを

大事にしていますので、お休みをしている人については、オンラインで連絡を取る、ある

いは担任の先生から声かけを進めていくなど、そういうところを大切にしていきたいと捉

えています。また、各学校においてグーグルミートなどを活用した取り組みを進めている

ところと考えています。 
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保護者の捉えについてですが、非常に多様だと思います。連絡帳を届けに誰かが来ること

自体を、非常に困ると警戒をしている状態の保護者の方もいらっしゃれば、少し状態が良

くなっていたから登校させました、みたいな方もいらっしゃいますので、様々なところが

あるかと思います。ただ、中学校につきましては２月２４日が県立高校の入試日となって

おりますので、どの学校でも注意を払って感染が広がらないよう判断して行っています。

なお、既に陽性が明らかになってしまったので、２４日の試験に受験できない、３月７日

に追試験がありますけれども、そちらの方を受けるという生徒について数名報告を受けて

います。 

〇中島教育長職務代理者 担任からのつながりが子供にとっても保護者にとっても非常に

大事になってくるので、その辺を丁寧にやっていかないと、子どもにとっても心が折れて

しまうものが出てくるでしょうし、保護者の理解もなかなか得られないということもある

と思います。特に、担任、学校全体で、そのような子どもへの積極的なアプローチをぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

〇小林委員 日々対応に大変ご苦労されていると思います。今日現在の休校等の状況につ

いて、資料をいただいているところですが、一点目は、まだ拡大しているのか少しずつ収

まる方向で来ているのか、今の状況が良い方向に向いているのか悪い方向に向いているの

かと言う事と、二点目は、自治体によっては卒業式等の式典の参加について、通知が出始

めてきていますので、そのようなことを確定するデッドラインは大体どれぐらいの時期を

考えられているのか、三点目は保護者目線で考えたときに、陽性者、濃厚接触者、接触者、

要観察者、感染の疑いがあるものなど、２月に入ってから文言がどんどん変わっていって、

保護者目線で言うと、例えば濃厚接触者と接触者は何が違うのかとか、要観察者だった場

合は何が違うのか、言い方がどんどん変わるので、何か明確にする呼称とか対応を含めて、

何か計画があれば教えていただきたいと思います。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 一点目の推移ですが、基本的に大きく変動していないので

はないかと考えています。小学校に比べて中学校は、新規陽性者の数はだいぶ落ち着いて

きているところがありますが、小学校は日にちによっても違いますが、一日に新規が２６

人出るというような日もありますので、まだまだ安心できる状態ではないと捉えておりま

す。本来であればこの辺りで少し落ち着くのではないかと希望的な観測を持っていました

が、それについては今現在のところしっかり当てはまってはいないのではないかというの

が私の見方です。続いて、表現の仕方の部分ですが、様々な言われ方がありますが、資料

の５ページにもありますように、本市ではリーフレットを保護者に配布させて頂き、要観

察者という言葉をすべてのところで活用しています。要観察者が濃厚接触者ということに
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なってきますが、こちらを共通の用語として使っております。 

卒業式については、現在のところ既に方向性は各学校に示してありまして、基本的に来賓

等はお呼びしない形で、告辞、祝辞のみお話を頂き、式全体を縮小させ、ただし、保護者

についてはご参加いただく形で考えているところでございます。これ以上に厳しくすると

いう案もあるとは思いますが、ぜひとも卒業式等について、保護者については、希望の数

を呼ぶのは難しいとは思いますが、１名はご覧になっていただくように進めていければと

考えています。 

〇小林委員 状況としては、おっしゃる通り、先週は少し減ったかなという状況でしたが、

今週はまた増えているという状況で、全体的には減っている感じがしないです。状況を見

ていると、近隣の小学校で学級閉鎖・学校閉鎖等が発生すると、その後に保育園が休園に

なって、それが兄弟を通じてもう一度小学校に広がっていく、これを繰り返しているよう

な状況で、状況としては全く収束の方向には向いていない感じがします。 

休園の数はマスコミが報道した通り減ってはいますが、２月に入ってから行政サイドから

部分休園の指示が出るようになりました。総数的には休園が減っているように見えていま

すが実は部分休園が拡大しているという状況です。ですから我々の感じとしても、まだち

ょっと続くだろうなと思っています。ここのところで我々のほうに卒園式、卒業式等の対

応についての通知が送られてきています。東京都を中心に今日から配布が始まったのです

が、宣言の場合の卒業式の方法、まん延防止状態での卒業式の方法、全面解除された場合

の卒業式の方法等、様々な状況のパターンでの案内となっています。学校サイドのほうも、

保護者の方が非常に気にされているので、ガイドラインを先出しする方法で、保護者の方

はこういう場合はこうするというような通知を考え始めるとよろしいかと思います。そう

いう対応が始まっているので情報としてお伝えしておきます。 

〇荒井委員 1人 1台のタブレットを使って、リモート授業が進んでいるかと思います。

どのような授業がなされているのか教えていただきたいのと、リモートによって良い点、

または困っている点について教えていただきたいと思います。 

〇副部長兼学校教育課長 リモート授業については、比較的先生の方が黒板で授業を行う

講義型の授業が多いかなと思います。もちろん子どもたちが自力で解決する時間を取った 

り、あるいはここについてどう思うかというお話を振ったりしながら授業を行なっていま

す。課題としてすぐに出たのは、中学校では１時間目から６時間目まですべてオンライン

でつないで授業を行ったら、先生さすがに目が疲れますと言う意見が出ましたので、午前

中の時間に切り替えたり、ある小学校は２時間目、４時間目、５時間目はオンラインで、

１時間目と３時間目は自分で課題をやるような形で行っています。また、朝の会帰りの会



令和４年２月２１日 第２回 吉川市教育委員会 

7 

 

はグーグルミートでつないでやっています。そのような形でそれぞれ工夫しながらオンラ

イン授業を進めていますが、やはり画面とずっと向き合うというのは無理がありますので、

量を考えながら進めていくというところでございます。課題となるのはそういうところか

なと思います。 

〇荒井委員 工夫しながらされているというのは、子どもにとってもかなり励みになるの

ではないかと思います。県でも学びを止めないようにと言われていますが、子どもたちが

学びを続けられるようにお願いいたします。 

〇鈴木委員 私の周りの保護者の方から、少数意見ではありますが、学校から配布される

手紙が盛りだくさんすぎて、ちょっとわかりづらいと言う話がありました。確かに、私も

今日読ませていただきましたが、情報量がすごく多いのでこれぐらいになってしまうのは

致し方ないとは思いますが、保護者の立場からすると、リーフレット型でわかりやすい図

式のような形で書いていただけると、保護者の人も冷蔵庫とかに貼ってすぐに見られて、

自分の子供がどういう状況なのかを把握して、学校に伝えやすいと言う意見が、若干出て

いるので、保護者にはより分かりやすいのかなと思います。 

今、感染に対してすごくナーバスなお母さんと、そうでもないお母さんの温度差がすごい

ので、誰が見てもわかりやすい、子どももわかるような簡単に見られるような図がひとつ

あるととても助かるかなと思いますので、考えていただけるとありがたいと思います。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２を終わります。 

 

 

◎日程第３、第２号議案「令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１４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２号議案、「令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１４号）について」

ご説明いたします。本案につきましては、３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、１０７万９千円を増額し、教育費の歳入予算の総額を ３億

８６２４万６千円とするものでございます。 歳出予算につきましては、４７１万９千円

を増額し、教育費の歳出予算の総額を、２２億１５６５万３千円とするものでございます。 

 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
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細につきましては、各担当課長から説明いたします。以上、ご審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

〇石田教育総務課長 教育総務課所管分について歳出から説明します。教育総務課の要求

する補正予算の大きなポイントは２点です。一つは、国の補正予算に伴い、小中学校の新

型コロナウイルス感染症対策のさらなる強化に資するための事業として、消耗品等を購入

する補助金を活用して実施する事業です。もう一点は、各種契約、児童生徒数の確定に伴

う、増額または減額補正をするものです。 

資料５ページ、６ページをご覧ください。1項.教育総務費、５目.学校給食センター費の

学校給食調理事業の減額につきましては、年度当初に見込めなかった児童生徒のアレルギ

ー等に対応するの人数確定に基づき減額するものです。 

２項.小学校費、１目.学校管理費の学校管理運営事業については、新型コロナウイルス感

染症対策に係るものとして計上しております。手洗い、消毒等に使う消耗品、学校によっ

ては学校内を抗菌するための委託料など、それぞれ感染症対策に必要なものについて計上

しております。２目.教育振興費の扶助費については、要保護準要保護援助費補助金に係る、

校外活動費等の減額に伴う補正です。 

３項.中学校費、１目.学校管理費の学校管理運営事業の消耗品費については、感染症対策

に資するものでございます。光熱水費については、これまでの使用状況から不足する分に

ついて要求するものです。施設管理業務委託料については、学校の抗菌等の対応について

希望がありますので、補助金を使って実施するものです。施設維持管理業務委託料の減額

については、各種業務委託契約締結後の請負残です。電算機導入委託料については、新型

コロナウイルス感染症の対応として、パソコン等を増設するにあたって、設定等の費用を

計上しています。資料７ページ、８ページ、備品購入費については、感染症対策に資する

ものです。負担金補助及び交付金については、部活動に対する補助金の確定による減額で

す。２目.教育振興費の扶助費については、小学校費と同様です。 

歳入について説明します。資料３ページ、４ページです。１５款.国庫支出金、２項.国庫

補助金、６目.教育費国庫補補助金の小学校、中学校それぞれ学校保健特別対策事業費補助

金については、歳出で説明した感染症対策の物品購入等に充てる補助金分として、２分の

１を計上しております。２１款.諸収入、４項.雑入の学校給食徴収金については、給食セ

ンター調理員の喫食数を当初計画よりも、半分くらいに抑えた関係上、減額となったもの

です。 

繰越明許費について説明します。資料２ページです。小学校費中学校費の感染症対策につ

いては、３月議会で承認された後、実施するものです。購入等については、４月以降に実
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施していくことになりますので、繰越明許費として計上しています。 

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歳出から説明します。資料５ペ

ージ、６ページをご覧ください。１項.教育総務費、３目.教育指導費の教育指導推進事業

の負担金補助及び交付金の特色ある教育推進事業交付金については、３学期に行われた社

会科見学やスキー教室等のキャンセル料の負担に係るものです。スキー林間については、

昨年度は行かれなかったので、各校１、２学年で行くという計画を立てていましたが、実

際に行かれたのは、１中学校の１学年のみで、それ以外の学年については、２校が延期、

それ以外はキャンセルになりました。それらのキャンセル料の支払いを進めるための費用

です。 

２項.小学校費、２目.教育振興費の教科書改訂事業（小学校）については、支払いが済み

ましたので、残金についての減額です。 

資料７ページ、８ページです。３項.中学校費、２目.教育振興費の教科書改訂事業（中学

校）の教科書及び指導書代については、デジタル教科書の費用として計上するものです。

中学校のデジタル教科書整備を着実進めていくうえで、４中学校に国語のデジタル教科書

を配備するための予算です。こちらについては、先ほど教育総務課から説明がありました、

繰越明許費の補正にも示されています。 

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。資料は３ページ、４ページ

です。歳入の１４款.使用料及び手数料、１項.使用料、７目教育使用料、社会教育使用料

の公民館使用料の減額補正です。当初見込んでいた、公民館使用料の歳入の額を、公民館

がワクチン接種会場として使われることとなったため、毎週日曜日の貸出しが出来なくな

ったことや、開館時間を午後９時から、午後８時までと変更した期間があったので、それ

らの影響により減額になるものです。また、３回目のワクチン接種も決まったので、それ

らを見込んで減額するものです。 

 

○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 教育指導推進事業のキャンセル料については、コロナの状況で

ほとんどの行事が出来ていないのは、やむを得ない状況だと思います。そのような中で、

スキー、修学旅行も行かれなかった、色々な行事も出来なかったことは仕方ないと思いま

すが、来年度以降、子どもたちが、例えば中学生は３年間の中で一度もどこへも行かれな

かったとなると、代替案として、思い出に残るようなことをさせてあげたいと思うがいか

がでしょうか。 
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〇馬場副部長兼学校教育課長 実際に影響を一番受けたのは中学校です。小学校は林間学

校も行っていますし、修学旅行は、１校以外全て行っています。小学校については、概ね

予定通り進んでいます。中学校については、修学旅行、スキー林間がほとんどの学校で行

かれなかったので、それについては既に実施したところもありますが、３年生は、川越に

見学を兼ねた形で旅行に出かける、あるいは県立学校の受験が終わって、まん延防止が３

月６日までなのでそれが終わった段階で、どこかへという形で考えていると報告を受けて

います。学校としても何も思い出作りが出来なかった状態というのは可能な限り避けたい

ということで、何ができるのかを模索しながら進めているところです。 

小学校も、１校だけ修学旅行が実施できなかったので、３月９日に県内の施設に思い出作

りを進めていくという計画がございます。 

〇中島教育長職務代理者 何か一つ子どもたちに思い出に残るようなことを考えてあげた

らよろしいかと思います。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 （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２号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎日程第４、第３号議案「令和４年度吉川市一般会計予算について」 

○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３号議案「令和４年度吉川市一般会計予算について」ご説明いたしま

す。本案につきましては、３月定例議会に市長から提案される令和４年度一般会計予算案

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。 

令和４年度吉川市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４２億１５００万円で、令

和３年度当初予算と比較して、１６億３５００万円の増額となっております。 

このうち、教育委員会所管分の歳出につきましては、２１億５３４８万６千円となってお

り、一般会計補正予算総額の８．９パーセントを占めております。 

また、前年度との対比については、５０７１万円の増額となっております。 

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。以上、ご審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

〇石田教育総務課長 教育総務課所管分について説明します。大きく３点の事業について

説明させていただきます。当初予算書の１６、１７ページ及び令和４年度一般会計予算資
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料９番をご覧ください。１項.教育総務費、５目.給食センター費の学校給食調理事業の学

校給食衛生管理モデル校支援事業については、感染症対策として、各学校徹底して、手洗

い、うがい、手指消毒を行っているところですが、今回補助金を活用してチェッカーを購

入し、各校の配膳室及び配膳台等の衛生検査と、配膳従事者の手指の検査を実施し、日頃

の衛生状況を把握して各学校の衛生管理を高めていくものです。予算は消耗品費の一部と

備品購入費に計上しています。また、給食材料費については、なまずの日制定から５周年

ということもあり、これまでも、なまずの日の７月２日にはなまずを使った給食献立を提

供してきましたが、今回初めて国産なまずを使った献立を提供していきたいと考えている

ところです。国内には給食として国産なまずを使った給食を提供している県があり、そち

らの材料を吉川でも使う予定です。 

次に２項.小学校費です。予算書２２ページ、２３ページ、資料１７番です。学校管理運営

事業（小学校）のうち、施設管理事業の新規分ですが、三輪野江小学校プールに関する経

費を計上しています。三輪野江小学校プールは、昭和３８年に建設したもので、これまで

様々なメンテナンスはしてきましたが、近年老朽化による修繕が多くなっている状況です。

昨年７月にもプール槽の水が抜けてしまうことがあり、令和４年度は、三輪野江小学校プ

ールを閉場し、しっかりと調査を実施いたします。そのため、水泳授業については、暫定

的に民間プールを活用して行うものです。費用としては、プール漏水調査委託料が、３２

６万７千円、民間プールまでの移動に使うバスの運行業務委託料が８８万円、プール監視

委託料が９万９千円、施設使用料が６６万円を計上しています。なお指導は学校の先生が

行います。 

次に資料１８番、学校施設整備事業（小学校）の７４３万８千円については、美南小学校

の３５人学級に対応するための費用です。令和５年４月１日には教室数が不足する状況と

なるため、校舎１階の地区公民館会議室を改修して、間仕切壁の整備と校内 LAN整備を行

い、普通教室に転用するための費用を計上しています。なお、公民館会議室については、

教職員駐車場に２教室分を確保していきたいと考えおり、費用については公民館費に計上

しています。 

そのほか全般については、例年通り計上しています。 

続きまして、歳入について説明します。予算書６ページ、７ページをご覧ください。今回

新しく計上するものは、雑入の学校給食衛生管理モデル校等支援事業助成金です。こちら

が先ほどの歳出に充てる補助金です。動産総合保険金については、１人１台整備したタブ

レットに保険をかけていますので、修繕等に係る費用のうち市に歳入するものでございま

す。 



令和４年２月２１日 第２回 吉川市教育委員会 

12 

 

 

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歳出から主なものを説明します。

予算書１０ページ、１１ページ、資料５番をご覧ください。１項.教育総務費、３目.教育

指導費の教育指導推進事業の報酬について、学校運営協議会委員報酬が増額になっていま

す。これは、令和３年度まで吉川中学校区のみで展開していた学校運営協議会を、令和４

年度から全小中学校で実施するために報酬額を準備するものです。報償費の講師謝礼につ

いては、色々な報酬が含まれておりますが、新しい事業として、心あたたまるはがきコン

クール講師謝礼を計上しています。これは、人間関係の希薄さ、そちらが問題視されてい

る昨今において、今も昔も変わらない大切にしたい心のあたたかさや、言葉の大切さを再

確認し、伝え広めていきたいと思い、自分が体験した心あたたまる言葉や行動を、短文や

メッセージで表現するような活動を進めていきたいと考えています。そのコンクールの賞

を決めていただく講師の方の謝金及び消耗品費などを計上しています。講師謝金は３万円、

消耗品費は４万５千円と、金額は少ないですが、市内全体で取り組みを進めていきたいと

考えています。 

続きまして、教育内容充実事業の報酬、看護師報酬については、昨年度から継続になりま

すが、医療的ケアが必要な児童のための支援体制です。看護師の雇用を進め、さらには看

護師をバックアップするための様々な協議会等を進めていくための費用です。 

続きまして、予算書１２ページから１５ページです。ＩＣＴ教育推進事業については、新

しい事業を作らさせていただきました。使用料及び賃借料のソフトウェアライセンス料に

ついては、ミライシードのライセンス料です。６,５００人位の児童生徒のライセンス料と

なっています。なお、こちらについては、歳入の予算書６ページ、７ページをご覧になっ

ていただきたいのですが、雑入のＩＣＴ教材費徴収金として、各ご家庭からこちらのライ

センスの購入費用を教材費として集金をさせていただく方向です。 

また、歳入ですが、加えて予算書４ページ、５ページをご覧いただければと思います。国

庫支出金、教育費委託金の医療的ケア実施体制構築事業委託金として文部科学省からの委

託金について、予算を計上させていただき、医療的ケアにつきましては、ここを財源元と

しながら、事業を展開させていただければと思います。それ以外については、大きな変更

はありません。 

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。予算書３０ページから４１

ページ、別添の資料２４番以降の主なものについて説明します。４項.社会教育費です。 

資料２５番、１目.社会教育総務費、社会教育推進事業のうち文化芸術振興事業については、

演劇事業に係る舞台公演負担金について、これまで公民館費に計上していたものを令和４
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年度は社会教育総務費の社会教育事業として計上しています。舞台公演は第１回を中央公

民館ホールで行った経緯から、公民館費で計上しておりましたが、実状に合わせる形で改

めて計上するものでございます。また、新規事業としまして、来年度、吉川市市展の開催

を予定しておりますので、出展された作品の審査を行う審査員の報償費や作品の管理用備

品の経費を計上しております。市展については、出品作品を、絵画、手工芸、彫刻、写真

など各部門に分けて審査を行う予定になっております。続きまして、資料２７番です。２

目.文化財保護費の文化財保護事業については、案内版作成設置業務委託料を計上していま

す。市内にある市指定文化財のうち、２か所に案内板を設置するものです。こちらは、道

庭の長福寺にある千躰庚申塚、加藤にある石仏の大威徳明王像に案内板を設置するもので

す。続きまして、資料２９番です。３目.公民館費、公民館施設管理事業については、中央

公民館と各地区公民館の管理事業でございます。主なものについては、中央公民館のロビ

ーやホワイエ部分のガラス窓が、もし割れてしまった時に、ガラスが飛散しないように、

ガラス窓フィルムを貼る修繕をするものです。既存のガラス自体は強化ガラスで、これま

でも割れたことはありませんが、公民館は避難所にも指定されていますので、万が一を考

えてフィルム修繕をしたいと考えています。次に駐車場整備につきましては、中央公民館

北側のアスファルトの駐車場の区画線の引き直しをするものと、東側の砂利の駐車場、こ

ちらは昨年度市の財産として取得することができたものですが、駐車場の舗装と区画線の

引き直しを考えています。現在整備中の南側駐車場の利用が始まれば、東側駐車場の舗装

も可能であると考えているところです。その他、地区公民館の関係で申し上げますと、先

ほど３５人学級の関係で公民館の改修の説明がありましたが、現在の公民館の改修に入る

前に、教職員駐車場にプレハブの会議室を確保するため、美南地区公民館管理事業に、プ

レハブの借上料として２８６万６千円含まれています。資料３０番、公民館費が前年度か

ら３００万ほど減額になっているのは、先ほど説明した舞台公演負担金を社会教育総務費

に計上し直しているためです。続きまして、資料３２番、４目.地区センター費、地区セン

ター施設管理事業でございますが、増額の要因となっているのは、施設の修繕です。まず、

防火シャッター危害防止装置設備修繕ですが、こちらについては、施設を整備した時に、

法に適合した内容で防火シャッターを設置していましたが、現在の改正法では、防火シャ

ッターが閉まるときに、何か物が挟まった時にもう一度シャッターが開くというような安

全装置が設置されています。現在のシャッターは法改正前に設置していますので、違法と

なっているものではありませんが、現行法に合わせた危険防止装置を設置するため、計上

するものです。次に、消防設備交換修繕ですが、こちらについては、消防設備が故障して

いるわけではありませんが、耐用年数がかなり過ぎてしまったもの、あるいは過ぎそうな
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ものを含めて、消防設備の部品交換をするものです。その他、施設内の道路に面した高い

樹木の剪定委託料を計上しています。 

続きまして、資料３３番、５目.市民交流センター費、市民交流センターおあしす等管理事

業です。中規模改修の設計委託料については、吉川市公共施設長寿命化計画において、２

０２４年までに中規模の改修を終える計画となっています。予定している改修内容は、お

あしすの外壁、建具、内装の壁や天井、空調、給排水管やエレベーターのリニューアルな

どに係る費用等の設計業務委託です。来年度設計を行い、再来年度に着工していきたいと

考えています。また、指定管理者業務委託料については、指定管理期間５年間のうち、令

和４年度に予定している委託料について、計上しています。 

次に歳入についてご説明します。予算書４ページ、５ページをご覧ください。 

１４款.使用料及び手数料の教育使用料のうち社会教育使用料については、各施設の使用料

と各施設に設置している自動販売機やポストに係る使用料で、例年通りです。次に、予算

書６ページ、７ページです。新規に計上しているものは、４項.雑入の市展出品者負担金で

す。こちらについては、先ほど説明しました市展の出品者について、１作品１千円を負担

していただこうと考えています。ちなみに埼玉県で実施している県展については、１人３

千円となっています。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

 

〇小林委員 意見です。今年度実施されたプレゼンテーション大会を、発展的、継続的に

行っていくための予算計上は、ぜひしていただきたいと思います。 

〇鈴木委員 意見です。防犯カメラが設置されていない学校については、安心安全をうた

っている学校ですので、ぜひ安全面に配慮していただいて設置費ついて考えていただけれ

ばありがたいと思います。 

〇中島教育長職務代理者 先ほど小林委員からもありましたが、プレゼンテーション大会

は、ぜひ継続して実施し、素晴らし大会にしていただければと思います。 

もう一つ、先ほど説明がありました、心あたたまるはがきコンクールは、非常に素晴らし

い取組みだと感じています。もう少し具体的な説明をお聞かせいただければと思います。 

それからもう一点、三輪野江小学校プールの漏水問題ですが、私も現場にいた時は、とに

かくメーターを毎日確認し、どこで漏れているかを毎日探したのですが、古いプールだと

どこの水道管が切れているのか分からない状況で、なかなか見つかりませんでした。 

老朽化した小学校のプールが結構あるのではないかと思います。三輪野江小以外でも心配
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な学校があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 プレゼンテーション大会については、来年度も計画的に実

施したいと思います。金額的には大きくないので、予算に組み込まれてしまっていますが、

消耗品関係については、ヘッドセットなどを購入できるように準備をしています。心あた

たまるはがきコンクールについては、小中学校全てで、取り組みを進めていいただくよう、

お願いをする予定です。はがきを書くタイミングについては、学校の実態に合わせて、そ

れぞれになるとは思いますが、自分の身の回りの人や、吉川の人たちに、何か伝えたいこ

と、広めたいもの、などについて、短文やメッセージ、絵などで応募してもらおうと考え

ています。提出の仕方については、これから詰めていきますが、やはり学校の中で少し選

定していただいて、それを教育委員会で集約して、表彰していくというような流れを考え

ています。発表については１２月くらいが候補となっていて、発表が終わったら、そのあ

とから来年の１月くらいにかけて、様々な場面で掲示していければと考えています。コロ

ナ禍において、非常に様々なところで閉塞感を感じている中で、一つの言葉で励まされ、

頑張っていこうという気持ちが生まれたり、そのようなことがあるのかなと思っています。

大切にしたい部分として、来年度から取り組みを進めていこうと考えています。 

〇中島教育長職務代理者 コロナ禍でとげとげしい雰囲気が漂っていますので、ぜひこの

ような取り組みで、少しでも気持ちが和らぐよう、進めていただければと思います。 

〇石田教育総務課長 プールにつきましては、学校に安全点検をしていただきながら、必

要な修繕、メンテナンスを行い適正管理に努めてまいりましたが、近年の漏水については、

目に見えない所からの老朽化が出てきている状況です。そのようなことから、三輪野江小

学校については、今回しっかりと丁寧に調査をいたしますが、他校のプールについても古

くなっているところがありますので、三輪野江小学校の漏水調査を踏まえながら、長期的

な視点で、今後のプールの在り方について、令和４年度検討してまいりたいと考えていま

す。 

〇中島教育長職務代理者 これは、相当わかるような水が漏水しているのですか。 

〇石田教育総務課長 １週間で５㎝くらい水位が下がる状況があり、現時点ではさらに水

位が下がっています。仮にこのまま学校のプールを使って授業をする場合には、足し水を

しながら授業を行わなければならないであろうということが想定されますので、しっかり

と調査をしたいと思います。 

〇小林委員 調査をした結果次第では、もしかしたら今後プールが使用できなくなるとい

うような、こともあると。プールで１か所漏水が出た時には、いたちごっこで、次から次

へとどんどん出てきて、止まらなくなるというパターンで、止めてもプールが使えなくな
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るという、経験値があるので、そういう意味では、今後も難しい状況になるのではないか

と思います。そういうことの検討のためにも、調査をするということですか。 

〇石田教育総務課長 はい。委員のお話のとおり、しっかりと調査をすることによって、

今後継続できるのかどうかを踏まえて、広く検討してまいります。 

〇荒井委員 三輪野江小学校のプールの件ですが、バスやプール施設を利用するために係

る費用と、学校のプールを使って授業を行うための水道料や維持費等の費用を比較した時

に、どちらが予算としては安く済むのだろうと思いました。長い目で見ると、今後次から

次へと老朽化が進むような状況の中で、プールの維持が本当に必要なのだろうかと思いま

す。今後、様々な経費が必要になってくるのではないかと思いますので、一つの発想の転

換として、プールを使用するのは夏だけなので、他の方法を考えて、効率よく授業を進め

られるような考えはないかなと思います。もう一点は、公民館の樹木剪定ですが、剪定を

委託する業者を、例えばシルバー人材センターを利用するなどしたら、コストの削減にな

るのかなと思います。そして、削減した経費を子どもたちの教育の方に計上できたらよい

のかなと感じました。 

〇岩上生涯学習課長 公民館の樹木剪定について、実は以前はシルバー人材センターでも

高い樹を剪定していただけていましたが、やはり高所は危ないということで、シルバー人

材センターから、高所の剪定は受けられないと言われています。そのため、今回予算計上

しているのは、高い樹を剪定できる業者から見積りをいただき、計上しているものです。 

〇石田教育総務課長 長期的な視点で今後のプールの在り方について検討していきたいと

思っています。あくまでも設計上ですが、バスを委託して、民間のプールを借りて授業を

した場合と、学校プールを使用した場合、三輪野江小学校のプールに要する年間費用は、

大体同じです。ただし、多額の費用をかけて修繕しないと、プールの再稼働はできない状

況です。そのようなことから、将来において、多額の費用をかけながら修繕していく場合

は、築５０年以上経つプールですので、建て替え的に改築するのであれば、相当な金額が

かかりますので、令和４年度は、様々な観点から検討し、また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） 

○戸張教育長 ご異議なしと認めます。したがって、第３号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 
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◎日程第５、第４号議案「令和４年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申に

ついて」 

（人事案件のため非公開） 

 

 

◎日程第６、「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３回教育委員会会議の開催につきましては、３月２５日金曜

日、午後３時から、市役所３０４・３０５会議室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、演劇プロジェクトについて、それぞれ学校教育

課長、生涯学習課長より説明します。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 卒業式、入学式については、毎年お世話になっております。

卒業式の告辞について、準備をさせていただきました。お忙しい中ではございますが、ご

対応いただきますよう、お願いいたします。なお入学式の祝辞については、３月教育委員

会で配布させていただきます。 

〇岩上生涯学習課長 ３月４日から６日にかけて、吉川市演劇プロジェクトとしまして、

「ばかされ」という公演を予定しています。今回初めて、プロの役者の方と市民のキャス

トが一緒に公演を行うこととなっています。今コロナ禍において、フェイスガードを付け

たり、抗原検査を行いながら、皆さん一生懸命に稽古をされていますので、ぜひお時間が

ございましたら、公演にいらしていただければと思います。 

 

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４時５０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２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。会議の初めから、コロナの話題が議

題に出ていましたが、いずれにしても、学校にしても教育委員会にしても大変な状況だと

思います。また色々お世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。先週の土曜日に

中央公民館でチェロコンサートを生涯学習課で主催していただき、大変すばらしいひと時

を過ごしました。入場券は完売だったということで、大勢の人が演奏を聴きに来場したん
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だなと思いました。私の知人もいらっしゃったのですが、先日お話をしましたら、「大変す

ばらしい生の演奏が吉川で聞くことが出来た。ぜひ今後も続けてほしい」とその方からも

ご意見が出されました。さらに、入場料が安いので、市がかなり負担しているのではとい

うお話もされていました。ぜひ今後も、素晴らしい演奏会が出来ますよう、よろしくお願

いします。
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付議された議案等の処理結果 

 
令和４年第２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２号議案 令和３年度吉川市一般会計補正予算（第１４号）について 承 認 

第３号議案 令和４年度吉川市一般会計予算について 承 認 

第４号議案 
令和４年度当初吉川市立小中学校教職員人事に関する内申に

ついて 
承 認 

 


