
平成３１年 第３回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   平成３１年３月２５日（月）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時４７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（５名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、鳥越千春委員、大西寿雅子委員 

越村 崇委員 

 欠席委員   なし 

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４号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第５号 津幡町報償金支給規程の一部を改正する訓令について 承 認 

報告第６号 津幡町生涯教育推進委員会規程の廃止について 承 認 

議案第11号 津幡町教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則について 可 決 

議案第12号 津幡町公立学校管理規則の一部を改正する規則について 可 決 

議案第13号 津幡町就学指導委員会規則の一部を改正する規則について 可 決 

議案第14号 津幡町教育センター規則の一部を改正する規則について 可 決 

議案第15号 津幡町特別支援教育支援員配置規程の一部を改正する規程に
ついて 

可 決 

議案第16号 津幡町学校図書館司書補助員事務取扱規程を廃止する規程に
ついて 

可 決 

議案第17号 津幡町埋蔵文化財調査委員会設置規程の一部を改正する規程
について 

可 決 

議案第18号 津幡町加茂遺跡発掘調査委員会設置規程の一部を改正する規
程について 

可 決 

議案第19号 津幡町ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する規程の一部
を改正する規程について 

可 決 

議案第20号 平成31年度使用教科用図書の選定について 【非公開】 

議案第21号 津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針に
ついて 

可 決 

議案第22号 津幡町立中学校に係る文化部活動の方針（案）について 可 決 



議案第23号 小中学校における学校休業日について 可 決 

議案第24号 津幡町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について 可 決 

その他（１） 津幡町教育委員会学校教育研究功績表彰について 了 承 

その他（２） 第71回石川県民体育大会冬季大会スキー競技の成績について 了 承 

その他（３） 第27回つばた健勝マラソン大会について 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鳥越委員を指名した。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20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20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４号から第

６号、議案第11号から第19号、及び議案第21号から第24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、４月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

４月の教育委員会議日程：平成３１年４月２６日（金）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、竹田部長が所用により少し遅れる旨を伝え、委員定数５名中５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３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、鳥越委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（平成 31年 第２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２月 14日（木）開催の第２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。２

月 15 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。 

２月 22日に郡市少年補導センター役員会がシグナスで開催されました。今年度の事

業報告と会計の中間報告が行われました。郡市の少年補導センターは、さまざまな改

革をしていく中で、今年度をもって廃止することになりました。ただし、各市町の指

導員は月に１回程度集まって情報交換をすることになっております。 

３月３日に町の公民館大会がシグナスで行われました。萩野台公民館の大西館長が

活動の紹介を行いました。また、引き続いての講演会では、北陸ミサワホームの坂下

大輔氏が「南極観測隊に参加して」という演題で講演をしてくださいました。貴重な

体験を動画も含めて紹介してくださり、みなさん興味深く聞いていたようです。 

３月 21 日につばた健勝マラソンがサンライフ津幡周辺コースで行われました。後

程、事務局から結果の報告をさせていただきます。 

３月 22 日に小中学校の修了式が行われました。春休みは４月４日までということ

で、各学校で春休みの過ごし方について子どもたちに指導をしたようです。入学式は

４月５日に一斉に行われることになっております。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４号～第６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 
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 報告第４号行政委員会等の会議報告について事務局よりお願いします。 

細山課長補

佐 

教育総務課より２件報告いたします。 

（資料Ｐ１、２に基づき、津幡町科学のまち推進委員会、津幡町国際交流推進委員会

の会議内容について報告する。） 

本多課長 引き続き、生涯教育課より４件報告いたします。 

（資料Ｐ３、４及び当日資料に基づき、津幡町図書館協議会、豊かな心を育む津幡町

民会議、津幡町社会教育委員会議、津幡町文化会館運営委員会の会議内容について報

告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員 国際交流推進委員会についてですが、外国人の児童生徒は増えていますか。語学の

面で問題や課題等はありますか。 

羽塚課長 人数が大きく増えているということはありません。 

吉田教育長 津幡中学校では、生涯教育課の学校支援事業で、週に１回程度ですが、放課後に元

英語の先生に来ていただいて外国人の生徒へ日本語を教えていただいています。 

細山課長補

佐 

委員会でも毎回その話題が出ますが、委員の校長先生からは、子どもたちはすぐに

日本語をマスターするのでそれほど問題はないが、保護者の方が日本語を理解できな

い場合が多いので連絡を取るのが難しいというお話がありました。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長  続きまして、報告第５号津幡町報償金支給規程の一部を改正する訓令について事務

局よりお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ５～８に基づき、津幡町報償金支給規程の一部を改正する訓令について説明

する。） 

吉田教育長  ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。……よろしいでしょう

か。 

全委員 了承 

吉田教育長  続きまして、報告第６号津幡町生涯教育推進委員会規程の廃止について事務局より

お願いします。 

本多課長 （資料Ｐ９、10に基づき、津幡町生涯教育推進委員会規程の廃止について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明について、何かご質問等はございませんか。……よろしいでしょう

か。 

全委員 了承 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 11号～第 23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 11号津幡町教育委員会傍 
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 聴規則の一部を改正する規則について事務局からお願いします。 

細山課長補

佐 

（資料Ｐ11～13に基づき、津幡町教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則について

説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。……ない

ようでしたら、ご承認いただいて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 12号津幡町公立学校管理規則の一部を改正する規則につ

いて事務局からお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ15～19に基づき、津幡町公立学校管理規則の一部を改正する規則について説

明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。……ない

ようでしたら、ご承認いただいて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 13号津幡町就学指導委員会規則の一部を改正する規則に

ついて事務局からお願いします。 

羽塚課長 （当日資料に基づき、津幡町就学指導委員会規則の一部を改正する規則について説明

する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。……ない

ようでしたら、ご承認いただいて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 14号津幡町教育センター規則の一部を改正する規則につ

いて事務局からお願いします。 

羽塚課長 （当日資料に基づき、津幡町教育センター規則の一部を改正する規則について説明す

る。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。……ない

ようでしたら、ご承認いただいて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 15号津幡町特別支援教育支援員配置規程の一部を改正す

る規程について事務局からお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ21、22 に基づき、議案第 15 号津幡町特別支援教育支援員配置規程の一部を

改正する規程について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

山本委員 この支援員は月給制ですか。時給ですか。いくらぐらいですか。 

羽塚課長 時給 880円です。４月からは改定で 890円となります。 
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大西委員 何人くらいいらっしゃるのですか。 

羽塚課長 18人です。 

山本委員 ５年間の制限の理由は何ですか。 

細山課長補

佐 

町の運用で決められています。専門職については制限はありません。 

大西委員  支援員は資格はいりますか。 

羽塚課長 資格はいりません。 

吉田教育長 その他、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認い

ただいて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 16号津幡町学校図書館司書補助員事務取扱規程を廃止す

る規程について事務局からお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ23、24に基づき、津幡町学校図書館司書補助員事務取扱規程を廃止する規程

について説明する。） 

山本委員 全小中学校に学校図書館司書がいるのですか。 

羽塚課長 一人で複数校を担当していますが、全校へ配置されています。 

山本委員 正規職員ですか。 

羽塚課長 正規職員は２人で、嘱託職員と臨時職員も配置されています。 

吉田教育長 その他、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認い

ただいて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 17号津幡町埋蔵文化財調査委員会設置規程の一部を改正

する規程について事務局からお願いします。 

本多課長 （資料Ｐ25～28に基づき、津幡町埋蔵文化財調査委員会設置規程の一部を改正する規

程について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。……ない

ようでしたら、ご承認いただいて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 18号津幡町加茂遺跡発掘調査委員会設置規程の一部を改

正する規程について事務局からお願いします。 

本多課長 （資料Ｐ29、30に基づき、津幡町埋蔵文化財調査委員会設置規程の一部を改正する規

程について説明する。） 
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吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

山本委員 加茂遺跡の公園は誰が管理しているのですか。 

本多課長 町が管理しています。 

吉田教育長 その他、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認い

ただいて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 19号津幡町ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する規

程の一部を改正する規程について事務局からお願いします。 

本多課長 （資料Ｐ31、32に基づき、津幡町ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する規程の一

部を改正する規程について説明する。） 

山本委員 公認指導者の委嘱が削除されていますが、町が体育協会に委託することによって、

体育協会が公認指導者を委嘱するということですか。 

本多課長 はい。体育協会が指導者を委嘱しますので、機能は変わりません。 

吉田教育長 その他、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認い

ただいてよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

 14時 19分 竹田部長入室 

吉田教育長  では、続きまして、議案第 20号の審議に入る前に、この議案につきましては、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 

（審議のうえ、全会一致で議案 20号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 21号津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取

組方針について事務局からお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ33に基づき、津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針につ

いて説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

山本委員 時間外勤務時間を減らすために、家へ仕事を持ち帰ることはありますか。個人デー

タを持ち帰ることは大変危険なことではないですか。 

羽塚課長 仕事を持ち帰ることはあるかもしれませんが、個人データの持ち出しは禁止してい

ますので、個人データを含んだものは持ち帰っていないと思います。 

山本委員 校務支援システムは県が統一するとしていますが、町も県と統一されるのですか。 

羽塚課長 県といっても、県の教委連のシステムが統一されるということで、学校のシステム 
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 ではありませんので、町は独自のシステムのままとなります。 

山本委員 時間外の勤務時間は減ってきていますか。 

羽塚課長 着実に減ってきています。特に中学校は部活動が原則週に２日休みとなったことで、

かなり減っています。 

大西委員 週２日休みとなったことで、部活が弱くなってしまうといった意見は保護者から出

ていませんか。 

吉田教育長 保護者の意見は様々です。部活動ではなく、地域のクラブチームで頑張っている生

徒も中にはいます。 

山本委員 部活動指導員は新年度は何人になりますか。 

羽塚課長 変わらず２人です。 

山本委員 増えないのですか。 

吉田教育長 増やすとなると、町負担が増えることになり、予算をつけなくてはなりません。両

中学校からは増やしてほしいという要望がありませんでしたので、31年度は２人のま

まですが、両中学校と相談しながら、さらにこの部活でお願いしたいという要望があ

れば、次年度予算要求したいと考えています。現在は指導実績のある教員 OBに指導員

となっていただいていますが、今後、担い手が不足してくれば、専門性のある一般の

方にお願いするということも出てくると思います。 

その他、ご質問、ご意見等がないようでしたら、議案第 21号は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 22号津幡町立中学校に係る文化部活動の方針（案）につ

いて事務局からお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ35に基づき、津幡町立中学校に係る文化部活動の方針（案）について説明す

る。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。……ない

ようでしたら、ご承認いただいて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 23号小中学校における学校休業日について事務局からお

願いします。 

羽塚課長 （当日資料に基づき、小中学校における学校休業日について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

山本委員 夏休みの開始が遅くなるのですか。 

羽塚課長 小学校は夏休みの開始が遅くなり、中学校は夏休みの終了日が早まります。 
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吉田教育長 31年度は、4月 27日から 10連休となり、１学期の授業日数が少なくなりますので、

小学校は夏休みの開始を遅くし、中学校は運動会の準備等の関係で２学期のスタート

を早めることになりました。夏休みの日数は小中学校同じになります。エアコンを教

室に設置することになったことで、このような対応も可能となりました。 

大西委員 給食は授業開始からすぐに始まるのですか。 

羽塚課長 給食は始業式から始まります。小学１年生は入学式の日から何日かだけ指導の関係

もあり給食がありません。 

吉田教育長 その他、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認い

ただいてよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

＜追加日程第１ 審議する議案 議案第 24号＞  

吉田教育長 では、続きまして、追加日程第１ 審議する議案としまして、議案第 24号津幡町招

致外国青年任用規則の一部を改正する規則について事務局からお願いします。 

羽塚課長 （当日資料に基づき、津幡町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について説

明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

山本委員 この制度ができてから報酬額はずっと同じ額ですか。 

羽塚課長 はい。変わっていません。 

吉田教育長 その他、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。……ないようでしたら、ご承認い

ただいてよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

＜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）津幡町教育委員会学校教育研究功績表彰

について事務局よりお願いします。 

羽塚課長 （当日資料に基づき、平成 30年度津幡町教育委員会学校教育研究功績表彰選考会にお

いて萩野台小学校が表彰校に選出された旨を報告する。また、教職員多忙化改善のた

め、町指定の研究制度は廃止とするが、学校教育研究功績表彰については継続する旨

を報告する。） 

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。 

大西委員 今後は、各学校が研究されたことに対して表彰するのですか。 

吉田教育長 これまでは、研究指定校の中から選んでいましたが、次年度からは、県や国の指定

校が入ってくれば、その研究成果から表彰していく形となりますし、年によっては該

当なしということも出てくるかと思います。 
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大西委員 国や県の指定はまだ続くのですか。 

吉田教育長 国や県も減らしてきていますので、指定にとらわれず、じっくりと各学校で研究に

取り組んでいただきたいと思っていますし、表彰に関しては指定を受けた場合に対象

としていきたいと思っています。 

山本委員 学校単独で意欲をもって研究発表をしたいという学校も対象とするのですか。 

吉田教育長 学校が自主的にぜひ発表したいということになれば、表彰対象としたいと思います。 

その他、ご質問等ありますでしょうか。……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、（２）第 71 回石川県民体育大会冬季大会スキー競技の成績につ

いて事務局より説明をお願いします。 

本多課長 （資料Ｐ37 に基づき、第 71 回石川県民体育大会冬季大会スキー競技の成績について

報告する。） 

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。 

山本委員 スノーボードはオリンピック競技ですが、県体ではないのですか。 

本多課長 県体ではスノーボードはありません。 

吉田教育長 その他、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）第 27 回つばた健勝マラソン大会について事務局より説明

をお願いします。 

本多課長 （当日資料に基づき、第 27回つばた健勝マラソン大会の結果について報告する。） 

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 次に（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、４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。） 

（次回の教育委員会議の日程を調整する。） 

竹田部長 では、次回の教育委員会議は、４月 26日(金）午後 1時 30分から開催といたします。  

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、４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、４月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

（入学式、入園式の日程等の確認、その他、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  ４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 
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 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。 

竹田部長 平成 31年度の教育委員が委員となる会議等について当日資料をご覧ください。 

（当日資料に基づき、教育委員が出席する会議等について説明する。） 

（教育委員が出席する会議等の教育委員の代表者について確認を行う。） 

吉田教育長 確認をいたします。中学生海外派遣交流事業審査委員会は大西委員、小学生国内派

遣交流事業審査委員会は鳥越委員、教育委員会表彰選考委員会は越村委員、河北郡市

教育委員会連合会代表と成人式の石川県知事祝辞代読は山本委員でよろしいでしょう

か。 

全委員 了承 

竹田部長 （平成 31年度津幡町教育方針について報告する。） 

吉田教育長 その他よろしいでしょうか。 

大西委員 学校訪問は年１回となったのですか。 

羽塚課長 はい。年１回で、前期に行う学校と後期に行う学校に分けられています。日程につ

いては、次回の会議でお知らせできると思います。 

吉田教育長 その他、事務局からありますか。 

本多課長 （町立図書館の不明資料について報告する。） 

山本委員 貸し出したもので返ってこないというものも含んでいますか。 

竹田部長 それは含まれていません。貸し出していない雑誌等がなくなっているというような

ものになります。 

山本委員 持ち出すと出口でブザーがなるようなシステムにはできないですか。 

竹田部長 かなりの費用がかかりますので、そのようなシステムの導入は考えていません。 

吉田教育長 その他、事務局からありますか。 

細山課長補

佐 

（河北郡市教育委員会連合会定期総会の日程について確認を行う。） 

吉田教育長 その他、何かありましたらお願いします。 

山本委員 卒業式、卒園式も終わりましたが、各小学校、中学校、高校へと進学するにあたり、

不登校や食物アレルギーなど、さまざまな事情を抱えた児童、生徒について、しっか

りと進学先へ情報を伝達して共有していただきたいと思います。 

吉田教育長 小学校へ入学する児童のアレルギー対応としましては、学校で保護者の方と打合せ

をして、どういった対応をするかを決めています。また、学校で対応が違うというこ

とがないよう町の統一マニュアルを作成していますので、それに沿って対応をしてい

ます。 
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 また、小学校と保育園等で就学前のお子さんの情報共有も行っています。中学校へ

の進学につきましても、小中の連絡会で綿密な打ち合わせを行っており、入学前の春

休みに保護者とお子さんに学校に来ていただいて慣れていただくといった対応をして

いる場合もあります。また、校長会でも情報共有についてお願いをしていきたいと思

います。 

山本委員 高校へは情報を伝達していませんか。 

吉田教育長 高校へも行っています。県教委からもそういった指導がありますし、高校での適応

が難しいという生徒もいますので、こういった配慮が必要だという伝達はしています。 

大西委員 中学校の卒業式で、不登校なのか、卒業式だけ欠席なのかわかりませんが、空いて

いる席が以前より増えている気がしましたが、そういった生徒も進学先は決まってい

ますか。 

吉田教育長 卒業式後に保護者と生徒に来ていただいて卒業証書を渡した生徒もいますし、家庭

訪問をして卒業証書を渡した生徒もいます。進学先については、定時制や通信制、訓

練校等も含め、進路が決まっています。 

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３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 47分 

 


