
平成３１年 第４回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   平成３１年４月２６日（金）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時５７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、 

宮崎寿生涯教育課課長 

 事務局書記  細山美幸教育総務課課長補佐 

５ 議題及び審議結果 

報告第７号 行政委員会等の会議及び委員委嘱の報告について 承 認 

報告第８号 津幡町中学生海外派遣交流事業派遣者選考結果について 承 認 

報告第９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25号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

その他（１） 平成31年度教育委員会事務局事務分掌について 了 承 

その他（２） 河北郡市教育委員会連合会定期総会について 了 承 

その他（３） 石川県市町教育委員会連合会定期総会について 了 承 

その他（４） 町の学校訪問・指定研究について 了 承 

その他（５） 平成31年度文化会館「シグナス」自主事業公演について 了 承 

その他（６） 当面する諸行事について  

その他（７） 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大西委員を指名した。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。 

  審議に入り、報告第７号から第９号、議案第25号、その他（１）から（５）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、

５月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 



   

５月の教育委員会議日程：令和元年５月２１日（火）午後４時から 

 

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、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４回

津幡町教育委員会の開会を宣言した。 

事務局説明員について、４月より本多生涯教育課長から、宮崎生涯教育課長に交代したことを報

告。 

＜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、大西委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（平成 31年 第３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。 

細山課長補

佐 

（平成 31年３月 25日（月）開催の第３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。３

月 26 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。 

４月２日に町新任教職員の研修を行いました。従来、新任教職員研修は４月中旬に

行っていましたが、この時期、教職員は大変多忙な時期であることから、辞令交付式

の日と夏休みの２回に分けて行うことといたしました。４月２日の 30 分間の研修で

は、津幡町の学校教育の概要について簡単に説明をいたしました。そして、16時から

の辞令交付式で各学校へ辞令を交付いたしました。この辞令交付式につきましても、

昨年度までは４月１日の 16時 30分から県の辞令交付式の後に実施しておりましたが、

そうすると勤務時間を超えてしまうということから、日をずらして２日の 16時スター

トといたしました。 

４月８日に中学校の町学力調査を行いました。１年生が４教科、２年生が５教科で

す。 

４月 17日に県の学力調査と小学校の町学力調査を行いました。県の学力調査は、小

学校４年生の国語と算数、６年生の社会と理科、中学校３年生の社会と理科です。町

学力調査は、小学校５年生の国語、算数、理科の３教科で行いました。 

翌日の４月 18日には全国学力学習状況調査が行われました。全国一斉にこの日に行 
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 っております。小学校６年生の国語と算数、中学校３年生の国語、数学、英語、特に

中学校３年生の英語については、今年度からスタートしたものです。書くテストだけ

ではなく、聞く、話すといった新しい形式の学力調査になっております。特にトラブ

ルもなくスムーズに終わりました。 

４月 23日に県市町教育長会議が金沢市で行われました。話題になったことは二つあ

り、一つは学力向上の取り組み、もう一つは教職員の多忙化改善の取り組みです。特

に教職員の多忙化改善の取り組みについては、県の教育委員会の取り組み方針に沿っ

て色々な形で進めていますけども、今年度も、県の教育委員会と連携して取り組んで

いきたいと思っております。 

 ４月 24 日 17 時から、中学生海外派遣交流事業選考会を行いました。例年は５月の

初旬に行っていますが、今年は 10 連休ということでこの時期に少し早めに行いまし

た。28 人の応募があり、グループ面接を経て 10 人の派遣者を決定いたしました。後

程、事務局より詳細について報告いたします。 

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７号～第９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７号行政委員会等の会議及び委員委嘱の報告について事務局よりお願いしま

す。 

宮崎課長 生涯教育課より報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡ふるさと歴史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 来館者は増えていますか。 

宮崎課長 30年度は前年度とほぼ同等になっています。 

山本委員 町内の小学生は年に１回か２回は行くことになっていますか。 

吉田教育長 津幡小学校は近いので行っていますが、他の小学校はなかなか難しい状況です。ほ

とんどの小学校が、小学３年生で昔のくらしを学ぶ際に歴史民俗資料収蔵庫へ見学に

行っています。ふるさと歴史館に展示されている資料は３年生には難しく、６年生の

歴史の内容に近くなっています。先日行われた校長会では、各学校で、教育課程に位

置付けて歴史館を訪れてくださいというお願いはいたしました。その他、よろしいで

しょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは、引き続き、学校評議員の委嘱について事務局よりお願いします。 
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羽塚課長 学校教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、平成 31年度津幡町学校評議員の委嘱について報告する。） 

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 ＰＴＡ会長は必ず委員に入っているのですか。 

羽塚課長 そういう規定はありませんので、入っていない学校もあります。 

吉田教育長 では、報告第７号についてご承認いただいて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８号津幡町中学生海外派遣交流事業派遣者選考結果について事

務局よりお願いします。 

羽塚課長  学校教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町中学生海外派遣交流事業派遣者選考結果について報告す

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 男子が少ないですね。 

羽塚課長  応募の時点で、男子が女子に比べてかなり少なくなっています。 

山本委員  去年、オーストラリアから来た子たちも女子が多かったのですか。 

細山課長補

佐 

 女子の方が多く来ました。 

鳥越委員  本当は応募したいのだけど、部活動の大会と日程が重なるために応募できないとい

った声も聞いたことがあります。 

吉田教育長  どちらを選ぶかは、あくまで本人の選択になります。 

山本委員  個人負担は 10万円でしたか。 

羽塚課長  はい。そうです。 

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９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。 

宮崎課長 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Ｐ３～25及び当日資料に基づき、申請７件について７件承認したことを報告す

る。） 

吉田教育長  事務局より７件の申請についての承認の説明がありましたが、何かご質問等はござ

いませんか。 

山本委員 高専の大会で、町内の宿泊施設を利用する予定はありますか。 

宮崎課長 北陸地区の大会ですので、宿泊する学校は少ないと思います。 
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山本委員 こういった大会やイベントを町で行うと、町から補助金が出るということはないの

ですか。 

竹田部長 ありません。 

山本委員 経済的効果があるような、大会やイベント等を誘致する仕組みが町にあるといいで

すが、宿泊施設も少ないですし、難しいですね。 

吉田教育長 その他、よろしいですか。 

全委員 了承 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 25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 25号教育委員会の委嘱等

について事務局からお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課から説明いたします。 

（資料Ｐ27に基づき、津幡町少年育成センター運営協議会委員の委嘱について説明す

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。 

大西委員 新しい委員の方は、これまでもこういった少年の健全育成のようなことに携わって

こられた方なのですか。 

宮崎課長 児童民生委員やＰＴＡ活動等をされてこられた方になります。 

吉田教育長 その他、ないようでしたら、議案第 25号についてご承認ということでよろしいでし

ょうか。 

全委員 可決 

＜日程第６ その他の議事（１）～（７）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）平成 31年度教育委員会事務局事務分掌に

ついて事務局よりお願いします。 

竹田部長 （資料Ｐ29～34に基づき、教育総務課、学校教育課、生涯教育課の事務分担について

説明する。） 

吉田教育長 ただいま説明がありました、各課の事務分掌についてご質問等はございますか。 

山本委員 笠井公民館の主事は、いつから正規職員が兼務することになったのですか。 

細山課長補

佐 

以前は津幡公民館の主事が笠井公民館の主事を兼務していました。 

山本委員 笠井公民館には誰もいないのですか。河合谷公民館はどうなっていますか。 

宮崎課長 笠井公民館には普段は誰もいません。河合谷公民館の主事は、ふれあい町民センタ

ーの事務員と兼務しています。ふれあい町民センターと河合谷公民館は同じ場所です

ので、どちらの業務もしていただいています。 

山本委員 笠井公民館だけ、どうしてこのような形になっているのですか。 
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吉田教育長 太白台小学校ができる前、津幡小学校と笠井小学校があり、公民館も津幡公民館と

笠井公民館で運営していたのですが、太白台小学校ができたときに笠井小学校はなく

なりましたが、公民館はそのまま津幡公民館と笠井公民館という形で残したため、現

在のような形態になっています。 

山本委員 太白台小学校ができたときに、地域からこのままでという要望があったのですか。 

竹田部長 はい。その時に検討した結果、このように残す形になりました。 

大西委員 今後、整理するということはないのですか。 

竹田部長 今のところ、地域からそのような声は出ていません。 

山本委員 社会体育大会はどのように行っていますか。 

竹田部長 津幡地区は地区全体で津幡小学校で行っています。中条地区も地区全体で行ってい

ます。 

越村委員 条南小学校ができたときに、公民館も中条公民館と条南コミュニティに分かれまし

たが、社会体育大会は中条地区全体で条南小学校で行っています。敬老会や体協も一

つです。これらは学校の校区ではなく、中条地区という区分で活動しています。 

大西委員 津幡地区も地区としては一つなのですか。 

羽塚課長 一つです。倉見と杉瀬は笠谷地区になります。 

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、（２）河北郡市教育委員会連合会定期総会について事務局より説

明をお願いします。 

竹田部長  関連がございますので、（２）と（３）を一緒に説明させていただきたいと思います。 

（資料Ｐ35～37及び当日資料に基づき、河北郡市教育委員会連合会定期総会及び石川

県市町教育委員会連合会定期総会について説明し、委員の出席、日程等を確認する。） 

吉田教育長 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、（４）町の学校訪問・指定研究について事務局より説明をお願い

します。 

羽塚課長 （資料Ｐ38に基づき、町の学校訪問・指定研究について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問等はございますか。……では、学校訪問につきま

しては、学校経営説明の時間にあわせて、10分程前にお集まりいただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、次に（５）平成 31年度文化会館「シグナス」自主事業公演について事務局よ

りお願いします。 
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宮崎課長  生涯教育課からご説明します。 

（資料Ｐ39 に基づき、平成 31 年度文化会館「シグナス」自主事業公演について説明

をする。） 

吉田教育長  よろしいでしょうか。 

全委員  了承 

吉田教育長 次に（６）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、５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５月の教育委員会議ですが、５月 21日（火）午後４時から開催したいと思って

おりますがいかがでしょうか。 

全委員 了承 

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、５月の学校教育課関係諸行事について説明をする。） 

宮崎課長  生涯教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、５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  ５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。 

越村委員 10連休の中学校の部活動の扱いについて、学校へは何か指示等があったのでしょう

か。 

吉田教育長 この連休に関しての指示は行っていません。 

越村委員 土日を含め、連休中は学校に先生が１人はいるということになっているのでしょう

か。 

吉田教育長 学校毎の対応になりますが、職員室に常時誰かがいるということはありません。部

活動の関係で教職員が来ているということはあります。 

大西委員 校長か教頭がどちらかがいるということもないのですね。 

吉田教育長 勤務日ではありませんので、そのようなことはありません。 

山本委員 連休中、学童保育は開いていますか。 

羽塚課長 27日の土曜日だけ通常通り開所しています。 

大西委員 シグナスの児童センターはどうですか。 

竹田部長 シグナスは、全館 30日、１日、２日が閉館日となります。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 
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全委員 了承 

吉田教育長 では、（７）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。 

宮崎課長 （津幡ふるさと歴史館企画展「皇室と津幡町」及び 2019年度津幡町民大学講座につい

て説明する。） 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

竹田部長 （津幡町土曜学習プログラムについて説明する。） 

吉田教育長 ご質問等ありますでしょうか。 

山本委員 募集はどのような方法ですか。 

細山課長補

佐 

学校を通じて児童、生徒に募集のチラシを配布し、申し込みも学校で取りまとめて

いただいています。 

大西委員 定員に達していますか。 

細山課長補

佐 

低学年は抽選になるものもありますが、高学年のものになると定員割れになるもの

もあります。 

大西委員 能楽はどうですか。 

宮崎課長 毎年６、７人程度の申し込みですが、発表会も行っています。 

吉田教育長 その他、事務局からありますか。 

細山課長補

佐 

（県民みどりの祭典についての日程等の確認、及び教育委員視察研修についての説明

をする。） 

吉田教育長 その他よろしいでしょうか。 

山本委員 町長部局の大学誘致の件ですが、具体的なことはまだ決まっていないかもしれませ

んが、受け入れに際し、準備委員会等が作られると思います。その委員会等に教育委

員会は関与していますか。町立学校と大学との交流や連携を進めていっていただきた

いので、今の段階から教育委員会としても準備委員会等に参加することはできないで

しょうか。 

竹田部長 まだ先の話になりますが、大学側からも地域貢献したいとの話は出ています。 

吉田教育長 現段階では、教育委員会は準備委員会等への参加はしていませんが、今後、スポー

ツ分野での指導や交流などの連携ができるよう、要望していきたいと思います。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４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２時 57分 

 


