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吉川市教育委員会告示第７号 

令和４年第７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７月２１日 

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

 

日 時  令和４年７月２７日（水）午後３時から 

場 所  市役所３０２会議室 

報告事項 

なし 

付議案件 

(1) 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受け入れ可能人数 

の決定について 

(2) 吉川市文化芸術推進審議会委員の委嘱について 

(3) 吉川市文化芸術推進審議会への諮問について 
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開会の日時 令和４年７月２７日 午後３時００分 

閉会の日時 令和４年７月２７日 午後３時３０分 

会議開催の場所 市役所３０２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 

 

 

 

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７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１６号議案 通学区域の調整及び中学校の選択による学校選

択希望者の受け入れ可能人数の決定について 
〃 

日程第３ 第１７号議案 吉川市文化芸術推進審議会委員の委嘱について 〃 

日程第４ 第１８号議案 吉川市文化芸術推進審議会への諮問について 〃 

日程第５ ― その他  

日程第６  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７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１６号議案 「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者

の受け入れ可能人数の決定について」 

○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 第１６号議案「通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者

の受け入れ可能人数等の決定について」をご説明いたします。 

 本案は、令和５年度に就学を予定している、小学校新１年生に係る調整選択及び、中学

校新１年生に係る学校選択について、保護者からの申請受付期間や、各小中学校の受入れ

可能人数などを定めるため、この案を提出するものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長よりご説明いたします。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 第１６号議案、通学区域の調整及び中学校の選択による学

校選択希望者の受入れ可能人数等の決定について、詳細をご説明いたします。 

 本案につきましては、令和５年度小学校就学予定者の通学区域の調整及び中学校進学予

定者の中学校の選択に係る学校選択の申請受付について、吉川市立小学校及び中学校の就

学に関する規則の規定により学校選択希望者の各小中学校における受入れ可能な人数と、 

申請書の提出期限を定める必要があるため提出するものでございます。 

 受け入れ可能な児童生徒の数につきましては、各小中学校の施設の状況や、通学区域内

の就学予定児童生徒数及び転出入などによる児童生徒数などを考慮した上で、見込んでお

ります。 

 議案書の「１ 令和５年度学校選択受入可能人数見込み数（案）」をご覧ください。 

 小学校では、関小学校、北谷小学校、栄小学校の３校につきましては、「１学級増までの

人数」といたしました。吉川小学校、旭小学校、三輪野江小学校、中曽根小学校の４校に

つきましては、「１学級増とならない人数」とし、美南小学校につきましては、昨年同様に、 
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受け入れを行わないこととしました。 

つづきまして、中学校でございますが、東中学校、南中学校、中央中学校は「１学級増

までの人数」といたしました。吉川中学校の受入れにつきましては、中学校選択校の対象

から外すものといたします。また、申請書の提出期限につきましては、事務処理などに要

する時間や入学通知書発送時期などを考慮し、設定させていただきました。 

 抽選の実施についてでございますが、小学校の調整選択制度では、保護者宛ての案内に

おきまして、９月２３日の金曜日・祝日を公開抽選の開催日として告知しております。 

中学校の学校選択制につきましては、保護者宛ての案内におきまして、１１月１９日の土

曜日を公開抽選の開催日として告知しております。会場は、市役所２階の会議室を予定し

ております。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○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 資料３ページの南中学校、吉川中学校では、１学級２９９人で

８クラスとなる。学校規模としては限度に近いのではないか。来年度、再来年度に生徒数

が増えた場合に十分運営ができるのか、その点を伺いたい。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 通常の場合を考えると規模的に運営上、支障はあると考え

る。逆にメリットとしては、人数が減ってきている学校では部活動ができない、活動が休

止となる事例もある。そうした中で、吉川中学校においては、新たな部活動を増やしてい

けるメリットもある。マイナスの部分には注視し、メリットとなる部分を大事にしながら

学校運営に当たっていきたい。 

〇中島教育長職務代理者 美南小学校は年々増えている。それに伴い吉川中学校も増えて

いくことが想定される。生徒の増加状況はどうか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 ここ数年は、美南小学校は増えていることから、吉川中学

校もそれに伴い増える見込みとなる。先については、微減ではあるが、減少傾向になると

見込む。あくまでも推計値であることから、仮に増加に転じた場合は、吉川中学校は肥大

化していくことが懸念される。 

〇中島教育長職務代理者 吉川中学校、美南小学校については、児童生徒数の推移を見な

がら対応をお願いしたい。 

〇荒井教育委員 空き人数と可能人数の違い。この違いの根拠を教えてほしい。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 後ほど確認の上、お答えしたい。 
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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１６号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

 

◎日程第３、第１７号議案 「吉川市文化芸術推進審議会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 本案につきましては、文化芸術基本法第３７条に基づく、本市の文化芸

術推進基本計画の策定や、文化芸術の推進に関する重要事項の調査審議をする機関である、 

吉川市文化芸術推進審議会の委員を新たに委嘱するため、吉川市文化芸術基本条例第９条

の規定により、この案を提出するものでございます。任期につきましては令和４年８月１

日から令和６年７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） 

〇小林教育委員 委嘱予定者のうち、学識経験者はどのような学識を有しているのか。 

〇岩上生涯学習課長 小松様につきましては、本年５月から東京国立近代美術館の館長を

務めている。２０１７年から２０２０年まで埼玉県の教育長に就任、その他、吉川市との

かかわりは、東口の公共施設の整備検討委員会の委員をお願いしていた。文化教育施策に

長けた部分を期待し、学識経験者として委員への就任をお願いしたところである。 

 また、渡辺様については、彩の国埼玉芸術劇場のゼネラルアドバイザーとして舞台芸術

に携わっている。演劇ジャーナリストや、渋谷文化村の開設に携わり、シアターコクーン、

松本市民芸術館のプロデューサーや支配人を務めていた。吉川市の芸術事業についてもア

ドバイスをいただいており、そのような面からも意見をいただきたいと考え、委員の就任

をお願いしたところである。 

〇中島教育長職務代理者 ５番の公募委員の方について、芸術とのかかわりを教えてほし

い。また、面接の結果などがあれば、その内容を教えてほしい。 

〇岩上生涯学習課長 この方につきましては、６月募集した公募枠に応募いただいた。吉

川の文化芸術について作文を提出いただいた。市内において芸術活動を行っている。市内

でもアトリエを開いており、お年寄りから子供まで、幅広く芸術に親しめる場所を提供し

ている。吉川昔話の表紙などもこの方の作品となる。 
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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１７号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 

◎日程第４、第１８号議案 「吉川市文化芸術推進審議会への諮問について」 

○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１８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

術の推進に関する基本計画の策定にあたり、別紙諮問書（案）のとおり吉川市文化芸術推

進審議会へその内容について諮問するため、この案を提出するものでございます。本計画

につきましては、資料のスケジュール見込のとおり、令和５年３月の教育委員会議にて、 

本諮問への答申報告を行うとともに、計画の公表を予定しております。 

 

○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 部活動について地域移行の話がある。この話は運動部だけでな

く、文化部に移行していく考えである。吉川市の文化芸術活動推進計画の中で、子どもた

ち、中学生も文化活動に参加しやすい計画を作ってほしい。 

〇岩上生涯学習課長 計画案のたたき台のなかで子どもたちの文化芸術活動についても検

討していきたい。 

 

○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１８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８回教育委員会会議の開催につきましては、８月２６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 学校教育法施行令第８条の運用方法を定めることについて、

ご報告いたします。児童生徒が就学すべき区域については、学校教育法施行令第５条及び

吉川市立小学校及び中学校の就学に関する規則により定められており、学校教育法施行令

第８条の規定では、保護者の申し立てに基づき、教育委員会が相当と認めた場合には、変

更を可能とするとされております。この運用につきまして従来から他自治体の運用を参考
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としておりましたが、今般、内容の整備を行うため、委員の皆様にご報告するものです。

規則の改正につきましては、改めて委員会にご提案させていただきます。 

〇中村教育部長 今回の見直しの具体的な部分は、その他教育委員会が認める場合の項目

を、１２番目として追加させていただいたものです。今後、吉川市立小学校及び中学校の

就学に関する規則につきましては、改めて所要の改正を検討いたします。また、吉川中学

校の区域の取り扱いについても保護者から不安の声もあり、今後、内部で検討させていた

だき、その内容を教育委員会にご提案させていただきます。 

 

○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。 

 

 

◎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７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。７月に入りまだまだ暑さが続いている。また、

コロナについても爆発的に広がっており、１０代の感染も拡大しており、中学校、小学校、

幼稚園、保育園など非常に心配である。児童生徒が元気で２学期登校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。 

  令和４年８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     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７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１６号議案 
通学区域の調整及び中学校の選択による学校選択希望者の受

け入れ可能人数の決定について 
可 決 

第１７号議案 吉川市文化芸術推進審議会委員の委嘱について 可 決  

第１８号議案 吉川市文化芸術推進審議会への諮問について 可 決 

 


