
令和元年 第５回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年５月２１日（火）開会 午後４時、閉会 午後５時４５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、大西寿雅子委員 

 欠席委員   越村 崇委員 

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、 

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、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10号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第11号 令和元年度生涯学習センター及び町内公民館生涯サークル登
録について 

承 認 

報告第12号 津幡町教育委員会後援等名義使用申請について 承 認 

報告第13号 津幡町小学生国内派遣交流事業派遣者選考結果について 承 認 

議案第26号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

議案第27号 令和元年津幡町議会６月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 令和元年度津幡町小中学校学校研究主題について 了 承 

その他（２） 第60回津幡町総合体育大会について 了 承 

その他（３） 町民大学講座（年計画）について 了 承 

その他（４） 第49回全国選抜社会人相撲選手権大会について 了 承 

その他（５） 当面する諸行事について  

その他（６） 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27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27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10号から第

13号、議案第26号、その他（１）から（４）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、６月の会議の開催日を次のとおり

決定し、閉会した。 

   

６月の教育委員会議日程：令和元年６月２５日（火）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４時 00分  

吉田教育長は、越村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５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４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４月 26日（金）開催の第４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。４

月 27 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。 

５月８日に津幡中学校と津幡南中学校の３年生が修学旅行へ２泊３日で出かけまし

た。津幡中学校は関東方面、津幡南中学校は今年度から関西方面への３日間でしたが、

どちらも行程は順調に進んだとのことです。 

５月９日に全国町村教育長会総会・研究大会が東京で開かれ参加してまいりました。

例年、２日間あるのですが、今年度は翌日に５月会議があるということで、１日だけ

の参加でした。午前中に定期総会が行われ、午後に記念講演がありました。記念講演

の講師は、国立情報学研究所教授の新井紀子さんで、「AI vs.教科書が読めない子ども

たち」という著書が 25 万部のベストセラーとなった方です。テーマは「AI 社会を生

きる子どもたちをどう育てるか」で、特に中学校の教科書を読めない子どもたちが近

年増えているということから、読解力をつけることが大事であるというお話でした。 

５月 14日に県教委連の定期総会が金沢市教育プラザ富樫で行われました。定期総会

の中で県教委連の表彰があり、本町の鳥越委員が表彰されました。議案審議に続き、

金沢市のプログラミング教育ディレクターに就任した松田孝氏の講演が行われまし

た。今後のプログラミング教育について色々な示唆をいただきました。 

５月 15日に萩野台小学校の学校訪問が行われました。この萩野台小学校の訪問を皮

切りに今年度も各学校年１回の指導主事訪問が行われます。 

５月 16日に小学生国内派遣交流事業の審査を行いました。今年度は 36名の応募が 
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 あり、25名の派遣者を決定いたしました。詳細につきましては、後程、担当課から

ご報告させていただきます。 

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 10号～第 12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 10 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、２及び当日資料に基づき、津幡町少年育成センター運営協議会、津幡町

社会教育委員会議の会議内容と社会教育委員の交代について報告する。） 

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。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、報告第 11号令和元年度生涯学習センター及び町内公民館生涯サークル

登録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。 

（当日資料に基づき、令和元年度生涯学習センター及び町内公民館生涯サークル登録

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 公民館のサークル登録の条件は各公民館で違っていますか。全体の登録条件がある

のですか。 

宮崎課長  全体の登録条件があり、それに従って各公民館で登録しています。 

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 続きまして、報告第 12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Ｐ３～10及び当日資料に基づき、申請５件について５件承認したことを報告す

る。） 

吉田教育長  事務局より５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。 

大西委員 いしかわ「宇宙の学校」は科学の実験のようなことをしているのですか。 

宮崎課長 ＰＦＵが協力して、宇宙や科学についての教室を行っています。 
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吉田教育長 私が参加した回では、宇宙についてのスライドなどを見ながら話を聞いた後に、実

験や工作等を行っていました。対象が小学校１～３年生ということで、保護者も一緒

に体験する内容となっていました。 

その他、よろしいですか。 

全委員 了承 

＜追加日程第１ 報告する議案 報告第 13号＞  

吉田教育長 では、続きまして、追加日程第１ 報告する議案としまして、報告第 13号津幡町小

学生国内派遣交流事業派遣者選考結果について事務局からお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課から報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町小学生国内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。 

鳥越委員 結果はすでにご本人へ通知されていますか。 

宮崎課長 この会議の後、通知文書を送る予定にしています。 

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 26号及び 27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 26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。 

竹田部長 教育総務課から説明いたします。 

（資料Ｐ11及び当日資料に基づき、津幡町教育委員会外部評価委員、科学のまち推進

委員、国際交流推進委員の委嘱について説明する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課から説明いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町公民館運営審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。 

山本委員 外部評価委員の任期は１年で、毎年委嘱するということですか。 

竹田部長 はい。再任の方もいらっしゃいますが、毎年委嘱しています。 

山本委員 国際交流推進委員ですが、小学校での英語の教科化についてご意見をいただくとい

うようなことはあるのでしょうか。実際、どのようなことをされているのでしょうか。 

竹田部長 学校の授業等に関しての審議はしていません。委員の中には、教育総務課が行って

いる国際交流事業にボランティアとして参加していただいている方もいますし、委員

会では、教育委員会で行っている国際交流事業について具体的なアドバイスをいただ

いています。 

山本委員 国際化に向けて町がどういった対応をしていくか、例えば、町の看板に英語表記を 
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 入れたらどうかというような、具体的な意見や提案をいただくということもあります

か。 

細山課長補

佐 

前回の会議では、図書館の外国語の絵本をもっと充実させてはどうかといったご意

見をいただきましたし、住民レベルで気が付いたことを提案していただいています。

また、外国人の児童や生徒がいる学校で、コミュニケーション等で困ることがないか

といった質問もありましたし、英語だけではなく、色々な国や言語の方との交流につ

いても、国際交流という観点からご意見をいただいています。 

山本委員 委員の中に、中学生の海外派遣に同行される方はいらっしゃいますか。 

細山課長補

佐 

今年の海外派遣に引率として同行される、中学校の教職員の方に委員に入っていた

だいています。 

吉田教育長 その他、ないようでしたら、議案第 26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 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 27号令和元年第２回津幡町議会６月会議提出予定案件に

ついて事務局より説明をお願いします。なお、町議会６月会議において、町長より議

案が提出されるまでは非公開（秘密会）としてよろしいかお伺いします。 

全委員 了承 

羽塚課長 学校教育課所管の６月補正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６月補正予算内容について報告する。） 

宮崎課長 続きまして、生涯教育課所管の６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６月補正予算内容について報告する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第 27号について可決する。） 

＜日程第６ その他の議事（１）～（６）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和元年度津幡町小中学校研究主題につ

いて事務局よりお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ13に基づき、令和元年度津幡町小中学校研究主題について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 笠野小学校以外は、研究指定校ではないのですか。 

羽塚課長 町の指定はなくなりましたので、指定校ではありません。 

吉田教育長 指定校ではありませんので、研究の成果は、発表会等は行わず集録等にまとめて町

内の学校等に配布するという形で還元することになります。 

山本委員 研究主題というのは毎年あるものなのですか。 

羽塚課長 研究主題は毎年必ず決めています。 

山本委員 学校研究の教員の負担は大きくないですか。 
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吉田教育長 全職員が年に１回は研究テーマに沿った研究授業を行って実践研究を進めていま

す。指定校ですと発表会もあり、事前の準備等でかなりの負担がありますが、学校研

究は教員にとっては当たり前のものですので、負担はそれほどないと思います。 

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）第 60 回津幡町総合体育大会について事務局より説明をお

願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ14に基づき、第 60回津幡町総合体育大会について説明する。） 

吉田教育長 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、（３）町民大学講座開催（年計画）について事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、町民大学講座の年間計画について説明する。） 

吉田教育長 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、次に（４）第 50回記念全国選抜社会人相撲選手権大会について事務局よりお

願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ15 に基づき、第 50 回記念全国選抜社会人相撲選手権大会の概要について説

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（５）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、６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  越村委員が本日欠席ですので、確認後、次回会議の日程をご連絡いたします。 

羽塚課長  学校教育課から説明いたします。 

（資料に基づき、６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、６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  ６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 
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吉田教育長 では、（６）その他に入らせていただきます。事務局から教科書採択についての連絡

がありますが、こちら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 

（学校教育課より教科書採択についての説明をし、非公開を解く。） 

吉田教育長 次に、全日本マスターズレガッタ大会について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、第 13回全日本マスターズレガッタ津幡大会について説明する。） 

山本委員 今年はどこで開催されますか。 

宮崎課長 今年は大阪府高石市です。 

山本委員 参加者 1,500人とありますが、津幡でも宿泊するのですか。 

宮崎課長 津幡町ではほとんど宿泊できませんので、金沢や和倉温泉などで宿泊することにな

ると思います。 

山本委員 これは教育委員会が担当なのですか。 

宮崎課長 教育委員会が担当ですが、当日は町の職員全体で出務します。あと、中学校のボー

ト部をはじめ高校や大学のボート部にもスタッフとしてお手伝いをお願いする予定に

しています。 

吉田教育長 次に、教育委員視察について事務局よりお願いします。 

細山課長補

佐 

（教育委員視察研修の日程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 先日、地区の社会体育大会に参加したときに、何人かの中学生が手伝っているのを

見て大変よいことだなと思ったのですが、中学校の部活動が日曜日休みになりました

ので、このような地域の社会体育大会などに積極的に参加するよう生徒に声をかける

ことはできますか。 

吉田教育長 よいことですので、学校の方へも伝え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、令和元年第５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５時 45分 

 


