
令和元年 第６回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年６月２５日（火）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時２５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、 

西島武夫生涯教育課課長補佐 

 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14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28号 津幡町教育委員会点検・評価報告書（案）について 継 続 

議案第29号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

議案第30号 津幡町小・中学校エアコン運用ガイドライン（案）について 可 決 

議案第31号 就学奨励費受給者の認定について 【非公開】 

その他（１） 第60回津幡町総合体育大会について 了 承 

その他（２） 当面する諸行事について  

その他（３） 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越村委員を指名した。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31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31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14号、議案

第28号から第30号、その他（１）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、議案第28号については継続審議、報告第14号、議案第29号及び第30号、その他（１）

については原案どおり承認、可決、了承した。また、７月の会議の開催日を次のとおり決定し、

閉会した。 



   

７月の教育委員会議日程：令和元年７月２３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６回

津幡町教育委員会の開会を宣言した。なお、宮崎生涯教育課長が出張で不在のため、西島課長補佐

が説明員として出席する旨を伝えた。 

＜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、越村委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和元年 第５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 （令和元年５月 21日（火）開催の第５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。５

月 22 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 23 日に中学生海外派遣交流事業結団式が行われました。今年度も 10 人を昨年

度と同じくオーストラリアのタウンズビル市に派遣します。日程は８月 13 日から 22

日の 10 日です。この 10 日間の中で、６泊がホームステイとなっております。出発ま

でに事前研修を８回、特に英会話を中心に行ってまいります。 

６月５日に、町小学校器械運動交歓会が中条小学校で開催されました。小学校４年

生全員参加で行われ、マット、跳び箱、鉄棒の３種目でそれぞれの学校毎に練習の成

果を披露いたしました。 

６月 21 日に、小学生国内派遣交流事業結団式が行われました。小学校６年生 25 人

を福岡県岡垣町へ派遣します。日程は８月５日から８日の４日間です。 

６月 24日昨日から本日にかけて、羽咋市で行われた町の教育長研修会へ行ってまい

りました。昨日は、中能登町と宝達志水町の教育長の取組の発表、今日は、国指定重

要文化財の喜多家の見学をしてまいりました。 

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 14号＞  
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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。報告

第 14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。 

西島課長補

佐 

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Ｐ１～24に基づき、申請６件について５件承認、１件不承認としたことを報告

する。） 

吉田教育長  事務局より６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。 

越村委員  不承認となったものがありますが、どのような理由でしょうか。 

西島課長補

佐 

 教育委員会が承認する理由が見当たらないという理由になります。 

吉田教育長  その他よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 28号～第 31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 28号津幡町教育委員会点

検・評価報告書（案）について事務局より説明をお願いします。 

竹田部長 （別冊資料に基づき、津幡町教育委員会点検・評価報告書（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、何かご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

山本委員 ２、３ページの「基本目標・施策」と、「５自己評価・点検シート」はリンクしてい

ないように見えますが、どうリンクしているのですか。 

藏本係長 「自己評価・点検シート」は平成 30年度の教育基本方針の重点施策を対象としてい

ます。「基本目標・施策」を基に教育基本方針の重点施策を策定していますが、「基本

目標・施策」と教育方針の重点施策の番号等が対応していないため、この「自己評価・

点検シート」も「基本目標・施策」とどう対応しているのかわかりにくくなっていま

す。この点に関しては、昨年の外部評価委員会でもご指摘を受けましたので、平成 31

年度からは「基本目標・施策」と対応するように重点施策を策定しております。今回

の平成 30年度分につきましては、まだ「基本目標・施策」と重点施策の番号等が対応

しておりませんので、参考資料として教育基本方針の重点施策をまとめたものを提出

させていただきます。「自己評価・点検シート」に記載しました「基本目標」の番号と

照らし合わせてご覧いただきますようお願いいたします。 

山本委員 教育委員会の活動については、評価が全てＢですが、Ａにはならないのですか。 

竹田部長 １ページの「自己評価の判断基準」にあるとおり、Ｂが基準ですので、通常どおり

であればＢ評価となります。 

越村委員 昨年の資料はとても膨大な量だったのですが、今年はとてもシンプルになったと思

います。個人的には、ＡＢＣの３段階評価がいるのかどうか疑問に思います。「実績・ 
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 今後の方向性」の欄を、「実績」と「今後の方向性」に分けて記載すると、実績とそれ

に対する課題や今後の方向性がはっきりしますし、それ自体が評価となるのではない

かと思います。そうすれば、ＡＢＣ評価よりも、何がよかったのか、何が足りなかっ

たのかということが見やすくなると思います。 

吉田教育長 実績と今後の方向性の記載方法等を検討したいと思います。 

山本委員 客観的にどのように評価しているのかがわかりにくいですね。目標値や達成値を数

値で表すことはできませんか。数値で表されていると曖昧さがなくなって誰が見ても

わかりやすいものになると思います。 

吉田教育長 目標が数値で表すことができるものばかりではありませんので、全ては難しいです

が、数値化できるところがあるかどうか、検討したいと思います。後日開催する外部

評価委員会で委員の方からいただいた意見を追加し、８月の教育委員会議で再度審議

をお願いしますので、この議案に関しましては、継続審議としてよろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして議案第 29号教育委員会の委嘱等について事務局より説明をお願い

します。 

西島課長補

佐 

生涯教育課から説明いたします。 

（資料Ｐ25～27及び当日資料に基づき、津幡町埋蔵文化財調査委員会委員、津幡町図

書館協議会委員、津幡町文化会館運営委員会委員、津幡町文化財保護審議会委員の委

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 文化財保護審議会ですが、委員の中に、建物についての専門の方はいないのですか。 

竹田部長 建物の専門の方はいませんが、委員で審議することになります。 

吉田教育長 それでは、この４件について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 30号津幡町小・中学校エアコン運用ガイドライン（案）に

ついて事務局より説明をお願いします。 

羽塚課長 学校教育課から説明いたします。 

（別冊資料に基づき、津幡町小・中学校エアコン運用ガイドライン（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。 

山本委員 各教室でコントロールはできるのでしょうか。 

羽塚課長 基本的には職員室で集中管理となります。個別でコントロールしたい場合は、各学

校にリモコンは３個程度ありますので、そちらを使うことになります。 

山本委員 気温が何度になったら稼働するのですか。 
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羽塚課長 暑くなってから稼働させると電気代が高くなりますので、各学校で、朝、気温の予

報などを参考に、手動で稼働させることになっています。普通教室は朝、集中管理で

稼働させますし、特別教室は使用頻度に合わせてその都度稼動させることになります。 

鳥越委員 以前設置した扇風機は壁に付いていましたか。扇風機も併用するのでしょうか。 

吉田教育長 学校の要望で壁に付けたところと、置き型のところと両方あります。空気を循環さ

せるためにエアコンと併用して使用していきます。電気代のこともありますし、感じ

方も個人差がありますが、冷え過ぎることもないよう適正に使用していきたいと思い

ます。では、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 続きまして、議案第 31号就学奨励費受給者の認定について事務局より説明をお願い

します。この報告につきましては、個人情報を含んでおりますので非公開（秘密会）

としてよろしいかお伺いします。 

全委員 了承 

羽塚課長 学校教育課より就学奨励費受給者の認定について説明いたします。資料をお配りし

ます。 

（当日資料に基づき、就学奨励費申請 197 件について、所得などを調査した結果、

承認 163件、不認定 34件である旨を説明し審議を求める。） 

（山本委員、大西委員より奨励費受給者の認定等について質問があり、説明後、全会一致で承認し、

非公開を解く。） 

＜日程第６ その他の議事（１）～（３）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）第 60回津幡町総合体育大会結果

について事務局より説明をお願いします。 

西島課長補

佐 

（資料Ｐ29に基づき、第 60回津幡町総合体育大会結果について報告する。） 

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（２）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、７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ですが、７月 23 日（火）午後１時 30 分から開催したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

全委員 了承 

羽塚課長  続きまして、学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、７月の学校教育課関係諸行事について説明をする。） 
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西島課長補

佐 

 生涯教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、７月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

吉田教育長  ７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、引き続き、８月の諸行事について事務局からお願いします。 

竹田部長  少し先になりますが、８月に教育委員のみなさまに出席していただきたい行事が多

く開催されますので、８月の諸行事についてご説明いたします。 

（資料に基づき、８月の教育委員関係諸行事について説明をする。） 

 ８月の教育委員会議ですが、８月 23 日（金）午後１時 30 分から開催したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

全委員  了承 

羽塚課長  続きまして、学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、８月の学校教育課関係諸行事について説明をする。） 

西島課長補

佐 

 生涯教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、８月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

（７、８月の教育委員の出席する行事等について確認を行う。） 

竹田部長 また、こちらもかなり先になりますが、10月の日程についてご説明いたします。10

月８日（火）15時 30分頃から教育委員会表彰選考委員会を行いますので、越村委員

に出席をお願いいたします。また、この選考会を受けまして 10月 10日（木）13時 30

分から教育委員会議を開催したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（日時の調整を行う。） 

吉田教育長  では、10月の教育委員会議は 10月 10日（木）15時 30分から開催ということでお

願いいたします。10月８日（火）の表彰選考委員会については、越村委員に出席をお

願いします。 

 それでは（３）その他としまして、事務局からお願いします。 

西島課長補

佐 

（当日資料に基づき、第 71回石川県民体育大会日程について説明し、応援のお願いと

教育委員の出欠の確認をする。） 

（教育委員の出欠確認を行い、集合場所、服装等について確認する。） 

細山課長補

佐 

（当日資料に基づき、令和元年度石川県市町教育委員会セミナー日程について説明し、

教育委員の出欠を確認する。） 

（教育委員の出欠確認を行い、出発時間、集合場所について確認する。） 

細山課長補

佐 

（10 月 11 日（金）の県教委連の研究大会、津幡町教育委員視察の予定について説明

する。） 
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吉田教育長  その他、何かありましたらお願いします。 

大西委員 前回いただいた公民館運営審議会の資料ですが、各公民館によって資料のタイトル

が違いますが、正式なものに統一できないでしょうか。 

吉田教育長 事務局で確認させていただきます。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６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 25分 

 


