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吉川市教育委員会告示第４号 

令和４年第５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５月２０日 

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

 

日 時  令和４年５月２７日（金）午後３時から 

場 所  市役所２０２会議室 

報告事項 

なし 

付議案件 

(1) 令和４年度吉川市一般会計補正予算（第２号）について 

(2) 吉川市文化財保護審議委員の委嘱について 
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開会の日時 令和４年５月２７日 午後３時００分 

閉会の日時 令和４年５月２７日 午後３時３０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 

５ 荒井 一美 

    

    

会議に欠席した委員の氏名 

   ４ 鈴木 真理 

 

 

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５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 第１２号議案 令和４年度吉川市一般会計補正予算（第２号） 

について 
〃 

日程第３ 第１３号議案 吉川市文化財保護審議委員の委嘱について 〃 

日程第４ ― その他  

日程第５  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５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、第１２号議案 「令和４年度吉川市一般会計補正予算（第２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１２号議案「令和４年度吉川市一般会計補正予算（第２号）」について、

ご説明いたします。 

本案につきましては、６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。吉川市一般会計補正予算（第

２号）の１ページをご覧ください。歳出予算につきましては、６１，６３７千円を増額し、 

教育費の歳出予算の総額を２２億１，５１２万３千円とするものでございます。 

なお、詳細につきましては、担当課長から説明いたします。 

○進士学校支援担当主幹兼少年センター所長 ９款教育費、１項教育総務費、６目少年セ

ンター費のうち、備品購入費４４万４千円でございます。内容といたしましては、教育支

援センター内をパーテーションで区切り、個別の学習スペースを設置するものでございま

す。コロナ感染予防の観点から健康不安を感じる児童生徒が三密を避け、安心して学習に

取り組むことのできる環境を整えるものでございます。 

○岡﨑教育部副部長兼教育総務課長 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費の学校

施設整備工事費 2000万円につきましては、市内８小学校の体育館に無線ＬＡＮを整備する

ものでございます。市内小学校においては、ＧＩＧＡスクール構想により校舎内のＬＡＮ

環境は全校整備したところですが、体育館については現状未整備でございます。そこで今

回、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、体育館にも無線ＬＡＮ

のアクセスポイントを増設することにより、行事等のオンライン配信や各種発表会、体育

をはじめとする授業等での活用ができるようにし、コロナ及びアフターコロナに対応した

ＩＣＴ環境の整備を図るものでございます。 

続いて、９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費のうち、 
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学校施設整備工事費４，１１９万 3千円につきましては、中学校体育館ＬＡＮ工事とトイ

レ洋式化工事を行うものです。 

 中学校体育館ＬＡＮ工事につきましては、小学校体育館と同様に無線ＬＡＮアクセスポ

イントを増設するものですが、東中、中央中、吉川中の３校では既にＬＡＮ環境が整備さ

れておりますので、未整備の南中学校体育館について臨時交付金を活用して整備するもの

でございます。 

 また、トイレ洋式化工事につきましては、これまでも適宜、小中学校トイレの洋式化率

の向上に努めており、昨年度も臨時交付金を活用して旭小と栄小のトイレ洋式化工事を行

ったところですが、今年度は、洋式化率が比較的低い中央中学校と南中学校の校舎トイレ

について、臨時交付金を活用して洋式化するものです。現状では、中央中が便器５６台の

うち２６台が和式便器で洋式化率は５４％、南中が便器５３台のうち２０台が和式便器で

洋式化率は６２％となっておりますが、この工事により２校の校舎トイレ洋式化率は 

１００％となります。 

○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 少年センターについて、時々、学習状況を見ていますが、学習

環境が良くなることは非常に良いことと思います。コロナにより不登校の状況も変化して

いると感じており、児童生徒の少年センターへの通級状況とあわせ、その辺の状況がわか

れば伺いたいと思います。 

〇進士学校支援担当主幹兼少年センター所長 通級状況は、小学校１名、中学校７名でご

ざいます。不登校の状況につきましては、中学校はここ３年多い状況が続いてございます。

小学校は５年前と比較し、倍の状況でございます。ただし、コロナが不登校の原因である

か把握しているものではございませんが、情緒に不安を抱える子供たちが多い状況にある

と認識してございます。 

○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１２号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第４、第１３号議案 「吉川市文化財保護審議委員の委嘱について」 

○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１３号議案、「吉川市文化財保護審議委員の委嘱について」について、

ご説明いたします。 

本案につきましては、現在委嘱している委員の任期が令和４年５月２８日をもって任期
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満了となるため、引き続き委員を委嘱し、審議委員会を組織したいので、吉川市文化財保

護条例第５条及び吉川市文化財保護条例施行規則第３条、第４条及び第５条の規定に基づ

き、この案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申し上げます。 

○岩上生涯学習課長 詳細につきまして、ご説明いたします。 

 こちらの委嘱については、吉川市文化財保護条例施行規則に基づき、任期を令和４年５

月２９日から令和６年５月２８日までの２年として、専門的、かつ高い見識を有する８名

を引き続き、審議委員としてお願いするものでございます。文化財保護審議委員会につい

ては、市内の文化財調査、保存及び活用に関する重要事項を年２回審議するものとして設

置するものでございます。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

（質疑なし） 

○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１３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６回教育委員会会議の開催につきましては、６月２４日、 

金曜日、午後３時から、市役所３０１・３０２会議室の予定となります。 

○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。 

〇中島教育長職務代理者 コロナがだいぶ落ち着いて、マスク着用の義務付けが見直され

ているようですが、その辺の市の考えを伺いたいと思います。 

○馬場教育部副部長兼教育総務課長 マスクについては、文部科学省からも屋外であれば、

今後マスクを外しても良いと通知されております。昨日、埼玉県からも通知がありました

ので、今後、学校へその旨周知を図りたいと考えております。ここのところ気温も上昇し

ておりますので、運動の際にもマスクを適宜外すよう指導をしておりますが、児童生徒の

中には、マスクを外すことへの抵抗感があると聞いております。今後、気温が上昇してま

いりますので、生徒児童に対しては各学校を通じて指導してまいります。 

〇中島教育長職務代理者 マスクについては、状況が整えば外して良いと思います。合唱

についてはどのような状況でしょうか。 

〇馬場教育部副部長兼教育総務課長 マスクについては現在、着用としておりますが、感
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染状況が落ち着いていくのであれば、今後、規制が緩やかな方向になるのではないかと思

います。市としては、科学的な根拠を持ち合わせておりませんので、結果的に国や県の指

示などを踏まえ、変更があった場合は、速やかに対応していくものと考えております。 

〇中島教育長職務代理者 子供たちは、コロナの影響により長い間大きな声を出しており

ません。規制が緩和されるのであれば、そのような方向で進めてほしいと思います。 

〇荒井教育委員 鍵盤ハーモニカの使用については、コロナの影響を受けておりますか。 

〇馬場教育部副部長兼学校教育課長 コロナに係る規制が厳しい時期においては、プール

で使用するボールなどに使う空気入れを利用して鍵盤ハーモニカを使用していたと聞いて

ございます。現在では、特に規制を加えることなく通常の方法により使用している状況で

ございますが、中学校では音楽の授業においてギターを中心に進めていると伺っておりま

す。 

 

◎閉会の宣告（午後３時３０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５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 お疲れ様でした。市内小学校のすべてにおいて、運動会が実施

できたと伺っています。また、中学校については修学旅行が実施できることと伺っていま

す。今年はすべての行事が小中学校において行われるようお願いしたいと思います。 
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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。 

  令和４年６月２４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     荒井 一美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年５月２７日 第５回 吉川市教育委員会 

9 

 

      

 
付議された議案等の処理結果 

 
令和４年第５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１２号議案 令和４年度吉川市一般会計補正予算（第２号）について 可 決 

第１３号議案 吉川市文化財保護審議委員の委嘱について 可 決  

 


