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吉川市教育委員会告示第９号 

令和４年第９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９月２１日 

             

      吉川市教育委員会教育長  戸張利恵   

 

１ 日 時  令和４年９月３０日（金）午後３時から 

２ 場 所  市役所２０２会議室 

３ 報告事項 

(1)専決処分事項の承認について 

４ 付議案件 

(1) 吉川市教育委員会令和５年度当初教職員人事異動の方針及び令和５年度当初吉

川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項について 
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開会の日時 令和４年９月３０日 午後３時００分 

閉会の日時 令和４年９月３０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 

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 有実 

 

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 なし 
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令和４年第９回吉川市教育委員会会議 議事日程 

 

日 程 議案等番号 内        容 提出者等 

    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５号 専決処分事項の承認について 〃 

日程第３ 第２１号議案 

吉川市教育委員会令和５年度当初教職員人事異動

の方針及び令和５年度当初吉川市立小・中学校教

職員人事異動方針の細部事項について 

〃 

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９回吉川市教育委員会会議を開会する。 

 

◎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た。 

 

◎日程第２、報告第５号「専決処分事項の承認について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び説明を求める発言） 

○中村教育部長 報告第５号「専決処分事項の承認について」をご説明する。 

本案については、９月定例市議会に市長から提出される令和３年度吉川市一般会計歳入

歳出決算の認定及び令和４年度吉川市一般会計補正予算（第４号）のうち、教育に関する

事務に係る部分について、諸般の事情により、令和４年第４回９月定例市議会開会までに、

本件について教育委員会に提案し、ご審議いただくことができなかったため、専決処分し

たものである。 

 つづいて、専決処分の内容についてご説明する。吉川市一般会計補正予算（第４号）の

１ページをご覧いただきたい。歳出予算については、１３４，５０９千円を増額し、教育

費の歳出予算の総額を２３億４，９６３万２千円とするものである。 

 次に決算についてご説明する。決算書の１ページ目をご覧いただきたい。はじめに、歳

入については、予算現額５億７，１６１万５千円に対し、収入済額が５億２，６６４万４

千６０２円となる。 

次に、歳出については、予算現額２４億４，９２０万１千円に対し、支出済額が、 

２３億６，２７１万４千７２２円、翌年度繰越額が、１，８００万円で、不用額が、 

６，８４８万６千２７８円となる。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

 

（質疑・意見なし） 
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◎日程第３、第２１号議案「第２１号議案「吉川市教育委員会令和５年度当初教職員人事

異動の方針及び令和５年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項につ

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２１号議案「吉川市教育委員会令和５年度当初教職員人事異動の方針」

及び「令和５年度当初吉川市立小・中学校教職員人事異動方針の細部事項」についてご

説明する。本方針及び細部事項は、埼玉県教育委員会教育長から「令和５年度当初教職

員人事異動の方針について（通知）」[教県第３４０号令和４年８月２２日付け]「令和

５年度当初市町村立小・中学校等教職員人事異動方針の細部事項について（通知）」[教

小第２５０号令和４年８月２３日付け]が通知されたことを受け、本市教育委員会とし

て定めるものである。この方針及び細部事項にしたがい、各関係機関との連携を密にし、

協力して適正な人事異動を進めてまいりたい。 

  大きな変更点としては、経験人事の対象が新採用から３年以上、５年以内であったも

のが、今年度より３年以上、６年以内に変更となった。また、美南小学校、吉川中学校

については、来年度以降も学級の増加が見込まれる。そのため、特にこれらの学校は、

長期的展望に立った人事異動計画を立案してまいりたい。 

 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

〇中島教育長職代理者 人事異動の方針について、いくつか質問させていただく。例年の

ところ管理職選考を希望する教員が年々少なくなっている。女性教職員の管理職選考の

希望が減ってきている。段々少なくなることに心配を感じている。その点について何ら

かの具体的な対策はどのように考えているのか。２点目、小中連携で中学校へスムーズ

に入っていける。小中一貫の教職員、中学から小学へ、小学から中学へ先生が異動する。

小中での異動はどのように考えているのか。３点目、美南小学校、吉川中学校の長期的

な人事異動の展望について伺いたい。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 女性管理職の受験は増えている。ピンポイントで対象の教

職員について管理職選考を受けていただいている。特に教頭選考では、任用の猶予が与

えられており、子育て、介護、出産などの理由により５年間、名簿登載から任用が猶予

される。その状況が解消されない場合は、さらに３年間猶予される制度がある。そのよ

うな制度についても校長会、教頭会のなかで積極的に周知をお願いしながら受験を募っ

ている。昨年度は、女性の教頭選考の受験者は０名であったが、令和４年度は小学校、
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中学校で各１名ずつ、計２名が受験した。今後も少しずつであるが、管理職選考を希望

する人数を増やしていきたい。授業などを見ている中で、声掛けなどを続けていきたい。 

小学校と中学校の間では、人事異動が広く行われている状況にはない。栄小に所属し

た教職員が中央中に異動した事例がある。本人の希望も前提となるが、人が異動して外

から新しい考え方が入ることによるメリットもあるので、今後、研究をしていきたい。 

美南小、吉川中の人事異動については、タイミングを考えながら進めていきたい。学

年主任をどのタイミングで動かすか難しい。美南小の学年主任をできる人材は、１学年

２００人を超える児童を見ており、非常に能力が高く、いち早く管理職選考を受けてほ

しいと思える人材も多い。人事異動については、学校長と相談しながら進めていきたい。

能力の高い教職員については、幅広い視点を持っており、自らの経験値を高めるため、

青年海外協力隊など新たな経験を積む場合もある。吉川中については、開校後３年目で、

異動を検討していく時期であり、今後、学校長と慎重に進めていきたい。 

〇中島教育長職務代理者 女性管理職の希望者が増えたようだが、男性管理職の希望者は

どうか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 校長選考については横ばい。教頭選考は１名減となる。毎

年、着実に選考に送り出せるようにしていきたい。 

〇荒井教育委員 新任３年から５年と説明があったが、６年に伸びた意図は。管理職試験、

女性が受けることは至難のことである。軽減制度、実力があれば良いなど、何かないも

のかと思う。県の所掌であると思うが、何らかを考えていく考えは。新採用は２．５倍

を切ったとの話であるが、教員の質の確保が課題となる。その質の確保に向け何か考え

があれば教えてほしい。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 県の説明では、中学校は３年サイクルでの異動パターンが

基本的に多い。それにともなう形で、卒業生を送り出せていない先生の異動を見送るパ

ターンもあり、異動サイクルを６年間にし、異動のタイミングを良くするものと聞いて

いる。小学校においても６年間の成長を見届けることができるメリットもあると伺って

いる。必ずしも６年間いなくてはならいないものではない。３年から６年のなかで本人

の希望や教科とのバランスを踏まえ計画的に異動を進めていくものある。枠組みが広が

った分、選択の度合いが増えていることから、校長先生と相談させていただきながら効

果的な人事を進めていきたい。２点目の管理職選考については、市教育委員会としては

県教育委員会の所掌の範囲であるため難しい部分がある。近年の倍率が低く、受かりや

すい状況にある。受かりやすい状況であることから、受かってからどうするかが重要と

なる。管理職選考の課題については、例えば論文の論題では県として取り組みたいもの
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が出題されており、その問題について、どの程度、受験者が論を展開できるかを測って

いると考える。学校現場においてその課題に直面する。その課題にどのように対応でき

るか、そういった意味での勉強としてほしいと考えている。法令についても日常と法令

の結びつきを学んでほしいと考えている。３点目の初任者の倍率は、昨年度は、全県・

政令都市の６４のうち２６位、２７位となる。小学校２．２倍、中学校３．８倍となる。

今年度は、採用見込が１００人増えており、小学校１．９倍、中学校４．０倍となり大

きく変わりはないと思う。志願者数が減り、採用数が増え、質の確保が非常に重要とな

る。初任者研修等だけでは追いつかない部分があり、日常の指導等が重要となると考え

ている。例えば、管理職が初任者に研修を行う学校もあると伺っている。市としても指

導案は簡略化しており、細かい項目についてチェックし、指導していきたい。働き方改

革もあり過度な指導は難しい。負担の減らせる部分は減らし、質は落とさないようにと

考えている。美南小のように研究事業の希望が多く誰に行わせるか決めることが難しい

ほど、自己研鑽の雰囲気が作られている学校もあると認識している。 

〇荒井教育委員 教員の質を高めるため今までと違った取り組みを進めていかなければな

らない。ぜひ頑張ってほしい。 

〇中島教育長職務代理者 昔と採用試験の倍率が異なる。昔はある程度、指導力のある教

員が入ってきた。倍率が下がることにより、やや指導力に難のある教員も採用されてく

る。このような教員を各学校でどのように指導していくか、これからの大きな課題とな

ると思う。ぜひ、県に対しても教員の質の向上について強く要望してほしい。新規採用

職員が３年から６年で異動がある。過去、教育委員会にいるときに、県にも要望してい

たが、５年間その市で育てた教員が外へ出されてしまう。一生懸命育てた教員を外に出

してしまう。そのようなことで良いのか、教育事務所と議論したことがある。地元でし

っかりと育てた教員が地元でもう一度活躍してもらう、再度、戻せることのできる仕組

みをつくることが大切と感じている。吉川の場合、吉川に戻りたいと考える人も多いと

聞いている。そのような配慮を県に要望してほしいと思う。 

〇荒井教育委員 新任の研修指導者として市内の退職校長に声をかけていただければ、教

育委員会の負担も減っていくのではないか。そのようなことも検討してほしい。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 現在も退職した校長先生には、数学、デジタルシティズン

シップなどＩＣＴ全般について、お力添えをいただいている。 

〇小林教育委員 令和５年度の人事異動方針では、吉川市の方針としては毎年転換を図る

という前提であるか。質問意図としては、小学校の生徒数が激減してきたとき、異動も

できなくなることを見越していかなくてはならない。大規模校に集中し、小規模校は人
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がなかなか異動できなくなる。先生の経験値を高めるうえでも、そこを将来的に考慮し

たうえで、方針を検討していく考えはあるか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 毎年、見直しを図っていきたい。本市と特色として児童数

が急増する地区と児童数が極端に減少する地区が混在しており、そのような特殊性や全

体のバランスも踏まえ丁寧に見直しを図りたい。具体的には細部事項の転任・転捕（７）

では、児童生徒数の少ない地域の学校における教職員組織の充実を図るため、それ以外

の地域の学校との交流に努めるとしている。今、行っている小中一貫については、その

取り組みの一つである。また、小規模校から大規模校へ転任するなど、互いのノウハウ

を生かす取り組みも進めている。 

 

○戸張教育長 （採決の宣告・採決） 

○戸張教育長 ご異議なしと認める。したがって、第２１号議案は、原案のとおり可決さ

れた。 

 

◎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１０回教育委員会会議の開催についは、１０月２７日、金曜

日、午後３時から、市役所２０２会議室の予定となる。 

〇岡﨑副部長兼教育総務課長 「令和４年度教育委員会の点検・評価実施事業の選定」に

ついて、ご説明する。教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

き、毎年、その権限に属する事務の前年度の管理および執行の状況について、教育委員

会および学識経験者による点検・評価を実施する。今年度、点検・評価を行う事業につ

いて、事務局として令和３年度教育行政の重点施策又は吉川市総合振興計画の施策指

標・目標と関りが強いと考える事業として１０事業を選定したことについて、ご報告す

る。なお、点検・評価をいただく外部の有識者として、流通経済大学 大塚 祚保（お

おつか としやす）名誉教授、坂野善隆（さかの よしたか）教授にお願いする。また、

点検・評価に係るヒアリングについては、令和４年１０月１９日（水）に実施を予定い

ている。 

〇岩上生涯学習課長 先日の演劇公演については、来場人数は３０５人、９月３日公演の

配信チケットは７４人となる。今回の公演は、昨年度の３月延期に伴うものであり、無

事に公演を行えたことをお知らせする。 

 



令和４年９月３０日 第９回 吉川市教育委員会 

9 

 

○戸張教育長 委員の皆様よりご意見・ご報告等はあるか。 

 

◎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、すべて終了した。これで、令和４年第９回吉川

市教育委員会会議を閉会する。閉会にあたり、中島教育長職務代理者よりごあいさつを

お願いする。 

○中島教育長職務代理者 お疲れ様でした。子どもたちの感染状況もなく学校活動も通常

通りとなる。冬になっていくと感染が再拡大することも考えられることから、気を引き

締めて進めてほしい。明日のプレゼンテーション大会は、子どもたちがどのように創意

工夫して行うか非常に楽しみにしている。また、鈴木真理委員におかれましては、本日

で任期満了となるが、４年間保護者の立場で的確なご意見をいただいたと思う。長い間

本当にお疲れ様でした。今後も様々なかたちでご活躍いただければと思う。 
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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１０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 

 


