
平成３１年 第２回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   平成３１年２月１４日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時３０分 

２ 場  所   津幡町文化会館「シグナス」２階 各種団体室 

３ 出席委員（４名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、鳥越千春委員、越村崇委員 

 欠席委員   大西寿雅子委員 

４ 事務局説明員  竹田学教育部長兼教育総務課課長、羽塚誠一学校教育課課長、 

本多延吉生涯教育課課長 

 事務局書記  細山美幸教育総務課課長補佐、藏本あゆみ教育総務課庶務係長 

５ 議題及び審議結果 

報告第３号 津幡町教育委員会後援等名義使用申請について 承 認 

議案第５号 平成31年度津幡町教育方針について 可 決 

議案第６号 生涯学習センターサークル名簿登録要領について 可 決 

議案第７号 津幡町公民館生涯学習サークル登録要領について 可 決 

議案第８号 津幡町文化会館「シグナス」の利用案内について 可 決 

議案第９号 津幡町立図書館資料収集方針について 可 決 

議案第10号 平成31年津幡町議会３月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 平成31年度小中学校入学式・つばた幼稚園入園式等の日程について 了 承 

その他（２） 津幡町中学生海外派遣交流事業実施要領等について 了 承 

その他（３） 津幡町小学生国内派遣交流事業実施要領等について 了 承 

その他（４） 当面する諸行事について  

その他（５） その他  

 

６ 議事の経過等  以下のとおり 

  吉田教育長が開会を宣言し、議事録署名委員として山本委員を指名した。引き続き、教育長の

諸般報告を行い、本日の議件について審議に入った。議案第10号については、非公開とするよう

発議し、全会一致で非公開とすることを決定した。 

  審議に入り、議案第10号については非公開で審議に入り原案どおり可決し、報告第３号、議案

第５号から第９号、その他（１）から（３）について別添資料に基づき事務局より報告・説明し、



質疑応答が行われ、原案どおり承認、可決、了承した。また、３月の会議の開催日を次のとおり

決定し、閉会した。 

   

３月の教育委員会議日程：平成３１年３月２５日（月）午後１時３０分から 

 

７ 主な質疑・応答の内容について 別紙議事要旨のとおり 
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発 言 者 発    言    要    旨 

  〔開会〕午後１時 30分  

吉田教育長は、大西委員が所用で欠席する旨を伝え、委員定数５名中４名出席により定足数に達

しており、本会議が有効と認め第２回津幡町教育委員会の開会を宣言した。 

＜日程第１ 議事録署名員の指名＞  

吉田教育長 あいさつ。会議日程にそって進めさせていただきます。日程第１ 議事録署名員の

指名に入ります。本日の議事録署名には、山本委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（平成 31年 第１回）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第２ 前回議事録の報告をお願いします。 

藏本書記 （平成 31年１月 22日（火）開催の第１回教育委員会議内容を報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告等で何かご質問はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第３ 教育長の諸般の報告＞ 

吉田教育長 それでは、日程第３ 教育長の諸般報告に入ります。別紙資料をご覧ください。１

月 23 日から本日までの報告となります。主なものだけ取りあげていきたいと思いま

す。 

１月 24 日に県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会第２回ＰＴＡ研修会がつばた幼稚園

で行われ、参加してまいりました。つばた幼稚園のＰＴＡの提案の発表の後、講演会

が行われました。講師は町内で学習塾を経営している山八圭介さんで、子どもの主体

性を引き出していくということをテーマにお話をされました。 

２月１日に町立志式がシグナスで行われました。町内の中学２年生が出席し、立志

式の後、引き続き講演会が行われました。講師は津幡中学校の卒業生で現在フリーア

ナウンサーの松木舞さんが務められました。内容は、「ロボット時代の人間性」という

演題で、これからの生き方をご自分の経験をもとにお話をされました。 

２月５日に県教委連の臨時の理事会が金沢市の教育プラザ富樫で開催されました。

議題となったのは、校務支援システムの導入についてです。現在、校務支援システム

を導入しているのは、市町別では中能登町で、津幡町では今年度から導入いたしまし

た。県全体でもう少し前へ進めていけないかということで話がありました。 

２月６日に河北郡市の学校教育研究会の代議員会が津幡南中学校で開催されました。

学校教育研究会の今年度の事業報告と、来年度の計画について話し合われました。来

年度の行事で大きな変更点としましては、郡市の小学校の音楽会を廃止するというこ

とになり、音楽会は各市町での開催ということになるそうです。津幡町ではすでに町

での開催をしていますので、町としましては、郡市の行事が一つ減る形になります。 
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 主なものについての報告は以上です。何かご質問等がありましたらお願いします。

……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第４ 報告する議案 報告第３号＞  

吉田教育長 それでは、続きまして日程第４ 報告する議案について入りたいと思います。まず

報告第３号津幡町教育委員会後援等名義使用申請について事務局よりお願いします。 

本多課長 生涯教育課より津幡町教育委員会後援名義使用申請について報告いたします。 

（資料Ｐ１～12に基づき、申請３件について３件承認したことを報告する。） 

＜日程第５ 審議する議案 議案第５号～第 10号＞ 

吉田教育長 それでは、続きまして審議する議案につきまして、議案第５号平成 31年度津幡町教

育方針（案）について事務局からお願いします。 

竹田部長  それでは、説明させていただきます。 

（別紙に基づき、平成 31年度津幡町教育方針（案）について説明する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第５号について可決する。） 

吉田教育長 では、続きまして、議案第６号生涯学習センターサークル名簿登録要領について事

務局からお願いします。 

本多課長 生涯教育課からご説明いたします。 

（資料Ｐ13～16に基づき、津幡町生涯学習センターサークル名簿登録要領について説

明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。……ないようでしたら、ご承認ということでよろしいで

しょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長 続いて、議案第７号津幡町公民館生涯学習サークル登録について事務局からお願い

します。 

本多課長 （資料Ｐ17～19に基づき、津幡町公民館生涯学習サークル名簿登録要領について説明

する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 このサークル登録をすると、公民館の使用料が無料になるということですね。 

本多課長 そういうことです。 

吉田教育長 その他ありますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認ということでよろしい

でしょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長 では、引き続き、議案第８号津幡町文化会館「シグナス」の利用案内について事務

局からお願いします。 
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本多課長 （資料Ｐ21～31に基づき、津幡町文化会館「シグナス」の利用案内について説明する。） 

吉田教育長 こちらも変更はないということですが、何かご質問等はございますか。 

山本委員 Ｐ23の使用の変更・取消しの「使用日の３ヵ月前まで」というのはどういうことで

すか。 

本多課長 例えば、使用日が４月１日ですと、１月１日までということです。 

山本委員 １月１日までなら、変更や取消しがあっても全額返還するということですか。 

本多課長 そうです。 

吉田教育長  他に何かありますでしょうか。……では、議案第８号に関して、ご承認ということ

でよろしいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長 では、続きまして、議案第９号津幡町立図書館資料収集方針について事務局からお

願いします。 

本多課長 （資料Ｐ33～36に基づき、津幡町立図書館資料収集方針について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  図書の紛失等は減ってきていますか。 

本多課長  監視用にミラーを何箇所か設置しましたので、紛失等は減ってきています。今月末

に蔵書点検がありますので、詳細を後日ご報告いたします。 

吉田教育長  その他、ございますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認ということでよろ

しいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長  では、議案第 10 号平成 31 年津幡町議会３月会議提出案件についての審議に入る前

に、この議案につきましては、議案が議決されるまで非公開（秘密会）としてよろし

いかお伺いします。 

全委員 了承 

竹田部長 教育総務課所管の平成 31年度当初予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、教育総務課所管の平成 31年度当初予算内容について報告する。） 

羽塚課長 学校教育課所管の平成 31年度当初予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、学校教育課所管の平成 31年度当初予算内容について報告する。） 

本多課長 生涯教育課所管の平成 31年度当初予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、生涯教育課所管の平成 31年度当初予算内容について報告する。） 

（平成 31年度当初予算について、質疑応答がなされる。） 

竹田部長 引き続き、教育総務課所管の３月補正についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、教育総務課所管の３月補正予算内容について報告する。） 

羽塚課長 学校教育課所管の３月補正についてご説明いたします。 
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 （当日資料に基づき、学校教育課所管の３月補正予算内容について報告する。） 

本多課長  生涯教育課所管の３月補正についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、生涯教育課所管の３月補正予算内容について報告する。） 

（３月補正予算について、質疑応答がなされ、全会一致で議案第 10号について可決し、非公開を解

く。） 

＜日程第６ その他の議事（１）～（５）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）平成 31年度小中学校入学式・つばた幼稚

園入園式等の日程について事務局よりお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ37～38に基づき、各委員の出席する小中学校ならびに幼稚園を決定する。） 

吉田教育長 では、続きまして、（２）津幡町中学生海外派遣交流事業実施要領等について事務局

より説明をお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ39～40に基づき、津幡町中学生海外派遣交流事業実施要領及び日程案につい

て説明する。） 

吉田教育長 ただいまの報告について、ご質問等はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（３）津幡町小学生国内派遣交流事業実施要領等について事務局

よりお願いします。 

本多課長 （資料Ｐ41～42に基づき、津幡町小学生国内派遣交流事業実施要領及び日程案につい

て説明する。） 

吉田教育長 ご質問等ございませんか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（４）当面する諸行事についてお願いします。 

竹田部長  教育総務課と教育委員会全体に関するものについてご説明します。 

（資料に基づき、３月の教育委員、教育総務課関係諸行事について説明をする。） 

羽塚課長  学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、３月の学校教育課関係諸行事について説明をする。） 

本多課長  生涯教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、３月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

（教育委員出席の出席する行事等について確認を行う。） 

吉田教育長  ３月の教育委員会の行事について説明がありましたけれども、何かご質問、確認し

ておかなければならないことはありませんか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、（５）その他に入らせていただきます。事務局からお願いします。 
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羽塚課長 （当日資料に基づき、平成 30年度小中学校卒業式・幼稚園卒園式日程について報告す

る。） 

吉田教育長 ご質問等はありますでしょうか。 

全委員 了承 

竹田部長 （当日資料に基づき、2019年大型連休における各施設の開館・営業日について説明す

る。） 

教育長 その他よろしいでしょうか。……では、以上をもちまして、平成 31年第２回教育委

員会議を閉会します。お疲れさまでした。 

〔閉会〕 午後３時 30分 

 


