
 

                             副  本 

 

 

 

 

 

令和４年 第４回 吉川市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月２８日（木） 



令和４年４月２８日 第４回 吉川市教育委員会 

1 

 

吉川市教育委員会告示第３号 

令和４年第４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４月２２日 

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

 

日 時  令和４年４月２８日（木）午後３時から 

場 所  市役所２０２会議室 

報告事項 

(1) 専決処分事項の承認について 

付議案件 

(1) 学校運営協議会委員の任命について 

(2) 美南地区公民館仮設建物賃貸借に関する債務負担行為の設定について 
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開会の日時 令和４年４月２８日 午後３時００分 

閉会の日時 令和４年４月２８日 午後３時４０分 

会議開催の場所 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 

    

 

 

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 

副部長兼教育総務課長    岡﨑 久詩 

副部長兼学校教育課長    馬場 重弘 

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     進士 有美 

 

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 管理担当副主幹）大瀧 和寛 

傍聴人 １人 
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令和４年第４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 ４ 号 専決処分事項の承認について 〃 

日程第３ 第１０号議案 学校運営協議会委員の任命について 〃 

日程第４ 第１１号議案 美南地区公民館仮設建物賃貸借に関する債務負

担行為の設定について 
〃 

日程第５ ― その他  

日程第６  閉会の宣告 〃 

 

 

 



令和４年４月２８日 第４回 吉川市教育委員会 

4 

 

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４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、前回会議録は承認されました。 

 

◎日程第２、報告第４号「専決処分事項の承認について」 

○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４号「専決処分事項の承認について」ご報告いたします。 

本案につきましては、吉川美南駅前公共施設整備基本構想・基本計画の策定を踏まえ、

文化芸術機能を中心とした施設整備に向けて、速やかに体制を整える必要があったため、

令和４年４月１１日付けで教育委員会事務局職員の人事異動について、専決処分したもの

でございます。 

以上、ご報告申し上げます。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

 

○中島教育長職務代理者 今後、美南地区周辺に文化的施設が建設することは、基本構想

等からある程度、理解できます。例えばホール、会議室についてどの程度の規模で考えて

いるのか、現時点での構想をお聞かせください。 

○岩上生涯学習課長 吉川美南駅前公共施設の整備基本方針については、これまで政策室

を中心に公募市民、有識者を交え検討を進め、まとめた基本構想と基本計画となります。

施設の内容、規模については、３５ページ、３６ページに施設整備計画として、ホール、

情報メディアセンター等としています。基本計画において、ホール、展示ギャラリー等の

規模や今後の流れをお示ししておりますが、今後は、この基本計画に基づく要求水準書を

検討し、事業者からの事業提案を求めていくことを想定しております。例えば、基本計画

においては、ホール規模を３００席程度として想定しておりますが、今後、事業者からの

提案によっては、３００席以上となることも考えられます。 

○中島教育長職務代理者 今後、市民を交えて検討していくことは理解できました。希望
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としては、中央公民館のホールが５００人規模となっており、７００人から８００人規模

であれば、多くの市民が集まれる会議や催しが開けるのではないかと思います。 

 

○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４号を終わります。 

 

◎日程第３、第１０号議案 「学校運営協議会委員の任命」 

○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１０号議案「学校運営協議会委員の任命」について、ご説明いたしま

す。 

本案につきましては、吉川市学校運営協議会規則第８条の１により、校長の推薦に基づ

き、令和４年度学校運営協議会委員を任命するものであります。 

 なお、任期につきましては、令和４年５月１日から令和５年３月３１日まででございま

す。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島教育長職務代理者 今年度、吉川中学校、中曽根小学校、美南小学校の学校運営協

議会が立ち上がり１年経過していますが、成果と課題をどのように捉えておりますか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 成果の部分につきましては、学校の取り組みに対して、広

くご意見をいただけた点が成果と捉えている学校が多くあると感じております。 

特に今回は、一つの学校の取り組みに対して、同じ中学校区の他の校長が加わり、同じ

目線で一つの取り組みを進めていることは、今までの評議委員とは一線を画す取り組みで

あると捉えております。地域の方、有識者の方、自らの地域の学校長の意見を幅広くいた

だけた点が成果ではないかと捉えております。 

まだスタートして間もない事業となりますので、今後の展望といたしましては、それぞ

れの学校の特色を打ち出していくことが今後は重要となると捉えております。今後は、他

の学校の取り組みがそれ以外の地域に活かされていく、学校長が地域の意見を自ら肌で感

じ、それらを自らの学校に生かすことができれば、より豊かになっていくと考えます。 

今年度は、すべての中学校区において運営されますので、難しい点もあろうかと思います

が着実に歩みを進めてまいります。 

○中島教育長職務代理者 これまで１年間、実施した中学校区で成果を上げたと伺ってい

ます。今後は、市内の小中学校で成果が出るように取り組みを進めてほしいと思います。 
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○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○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１０号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第４、第１１号議案 「美南地区公民館仮設建物賃貸借に関する債務負担行為の

設定」 

○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１１号議案、「美南地区公民館仮設建物賃貸借に関する債務負担行為の

設定」について、ご説明いたします。 

第１１号議案「美南地区公民館仮設建物賃貸借に関する債務負担行為の設定」について、

ご説明いたします。 

 本案につきましては、児童数の増加に伴い教室数の不足が見込まれる美南小学校におい

て、現行の美南地区公民館洋会議室１及び洋会議室２を教室に改修することに伴い、敷地

内に美南地区公民館洋会議室１及び洋会議室２の移設を行い建物借り上げ料の債務負担行

為限度額を提案するものです。 

 詳細につきましては、担当課長よりご説明いたします。 

○岩上生涯学習課長 詳細につきまして、ご説明いたします。 

美南地区公民館洋会議室１・２の建物借上げにつきまして、令和５年度から令和１４年

度まで１０年間の建物借上げ料の債務負担行為限度額を１億９８２万４千円と設定するも

のです。 

 なお、詳細につきましては建物建築に係る工事費の他、金利、租税公課、保険代等を含

めた１０年間の借り上げ料となります。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○小林委員 １０年間のリース期間については、児童数が増加、減少した場合には、どの

ように考えていますか。 

○岩上生涯学習課長 リース料の平準化とともに、児童数の推計値に基づいて必要な期間

として、１０年間としております。児童数が増加又は減少した場合については、リース契

約を変更していくことを想定しております。 

○小林委員 リース期間を平準化していくことは理解しました。リース期間終了後、ただ、

返すのではなく、柔軟に別の目的で有効利用できると良いのではないかと思います。 

○岩上生涯学習課長 想定する契約方法では、建物につきましては１０年後に無償譲渡と
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なる契約となっております。 

○中村教育部長 １０年後は、無償譲渡される契約方法を想定しております。美南地区公

民館を普通教室に変更した後も教室に余裕はない状況となります。仮に児童数が減少した

場合でも少人数指導などに活用するなど十分に有効利用できるものと考えております。 

○中島教育長職務代理者 美南小学校の今後の児童数の見込みはいかがでしょうか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 令和６年度までは、着実に増加の傾向が見て取れます。 

令和６年度までは１４００人程度で推移し、令和７年度は若干の減少、令和８年度は、

令和３年度と同水準となると見込んでおります。なお、ピークにつきましては、令和５年

度が１４０９人となると見込でおります。 

○中島教育長職務代理者 マンションが建設された場合、どのように見込んでいますか。

東側からの児童の流入はないのか。 

○馬場副部長兼学校教育課長 マンションの入居の見込は十分な予測はできておりません。

〇中村教育部長 美南駅東口周辺地区については、北谷小学校区となるため、美南小学校

に影響はございません。ただし、北谷小学校区については、計画人口を踏まえると現状で

ぎりぎり対応が可能と見込んでいます。 

○中島教育長職務代理者 線路より北側から南側に来ないという認識でよろしいでしょう

か。 

〇中村教育部長 そのとおりとなります。 

○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１１号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第５、「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５回教育委員会会議の開催につきましては、５月２７日金曜

日、午後３時から、市役所２０２会議室の予定となります。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 １０月１日土曜日にプレゼンテーション大会を予定してお

ります。教育委員の皆様におかれましても、是非、ご参加いただき、子供たちの様子をご

覧いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

○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。 
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◎閉会の宣告（午後３時４０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４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 スムーズな議事進行ありがとうございました。 
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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４年５月２７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４年第４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 

報告第４号 専決処分事項の承認について 承 認 

第１０号議案 学校運営協議会委員の任命について 可 決 

第１１号議案 
美南地区公民館仮設建物賃貸借に関する債務負担行為の設定

について 
可 決  

 


