
令和元年 第７回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年７月２３日（火）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時５８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15号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第16号 令和元年第２回津幡町議会７月会議提出案件について 承 認 

報告第17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32号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

その他（１） WRO Japan 2019石川地区予選会について 了 承 

その他（２） ＡＬＴ（外国語指導助手）の退任・着任について 了 承 

その他（３） 令和元年度小・中学校・幼稚園運動会日程について 了 承 

その他（４） 第71回石川県民体育大会について 了 承 

その他（５） 令和元年度津幡町小学生スポーツ相互交流について 了 承 

その他（６） 令和元年度津幡町成人式について 了 承 

その他（７） 第32回つばたレガッタについて 了 承 

その他（８） 第32回ジャパンテント津幡町プログラムについて 了 承 

その他（９） 当面する諸行事について  

その他（10） 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。 

  審議に入り、報告第15号から第17号、議案第32号、その他（１）から（10）までについて別添

資料に基づき事務局より説明・報告し、質疑応答が行われ、原案どおり承認、可決、了承した。

また、８月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

８月の教育委員会議日程：令和元年８月２３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、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７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（令和元年 第６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６月 25日（火）開催の第６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。６

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。 

６月 27 日に外部評価委員会を行いました。評価委員５名に評価報告書の案をお示

し、ご意見をいただきました。修正した報告書は今月末の２回目の評価委員会でお示

しし、ご意見をうかがうことになっております。 

７月３日に河北郡市教育長県外研修視察で佐賀県へ行ってまいりました。初日に武

雄市の図書館を視察しました。こちらの図書館はスターバックスコーヒーが入ってい

ることで知られておりまして、市自らが民間業者と連携しながらいろいろな事業を進

めているうちの一つです。サービスの拡充と行革の実現をこれによって行なっている

というお話でした。指定管理者制度をとっていました。翌日は武雄市内の小学校を視

察させていただきました。ＩＣＴ教育の先進地であり、中学校が５つと小学校が 11あ

り、全ての児童生徒にタブレットパソコンを貸与しているということで、実際に授業

を見させていただきました。子どもたちは慣れた様子でタブレットを使いながら授業

を進めていました。 

７月 18日に町教職員特別支援学級担任研修を中条小学校で行いました。金沢教育事

務所の指導主事から具体的な指導方法を特別支援学級の担任が学ぶという研修でし

た。子どもの認知特性を知ること、指導方法を柔軟に工夫していくことが大事だとい

うお話でした。 

７月 19日に中学校では１学期の終業式を行ない、翌日から夏休みに入っておりま 
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 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 15号～17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 15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。 

竹田部長 教育総務課より報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町外部評価委員会の会議内容について報告する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より報告いたします。 

（資料Ｐ２に基づき、津幡町図書館協議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。 

大西委員 図書の貸出冊数は去年に比べて減っているのですか。 

宮崎課長 減っています。県内の図書館全体で貸出冊数が減っています。全体的に減っていま

すので、県内図書館の貸出冊数の当町の順位は昨年と変わっていません。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 承認 

吉田教育長  では、続きまして、報告第 16 号 令和元年第２回津幡町議会７月会議提出案件につ

いて事務局よりお願いします。 

羽塚課長 学校教育課所管の７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７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７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７月補正予算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。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

吉田教育長  続きまして報告第 17 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Ｐ３～20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  ただいまの説明につきまして、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 承認 
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＜日程第５ 審議する議案 議案第 32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 32 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。 

宮崎課長 （資料Ｐ21に基づき、津幡町青少年問題協議会委員について説明する。） 

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。 

全委員 可決 

＜日程第６ その他の議事（１）～（10）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）WRO Japan2019 石川地区予選会

について事務局より説明をお願いします。 

竹田部長 （資料Ｐ23、24に基づき、WRO Japan2019石川地区予選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。 

大西委員 ８月８日も競技は行われていますか。 

竹田部長 ８日は試走だけになります。 

山本委員 去年見に行きましたが、同時にいくつかの競技を行なっていて、コースの近くで見

ることができない競技もあり、遠くからでは何が行われているのかわかりませんでし

た。会場が狭いので、見えるようにするのは難しいですか。 

竹田部長 参加者が増えてきていますので、会場が狭くなってきています。よい方法がないか

検討いたします。 

山本委員 優勝チーム１チームが全国大会へ進むのですか。 

竹田部長 はい。ミドル競技とエキスパート競技の優勝チームが決勝大会に出場します。エキ

スパート競技はかなりレベルが高いですので、優勝しても内容が決勝大会レベルでな

いとみなされた場合は決勝大会に出場できないということもあります。 

吉田教育長 最終的に、決勝大会に参加できるレベルかどうかを審査によって判断されます。 

山本委員 今後、プログラミング教育が必修化となった場合、このようなロボットが各学校へ

配布されるのですか。 

竹田部長 レゴロボットは高額ですので、全員に配付する予定は今のところありません。 

吉田教育長 レゴロボットを動かすとなると高度なレベルになりますので、日常的に活動してい

る中学校２校の科学部を中心に貸出する予定です。小学生でも興味のある児童には、

今年から科学館で「レゴロボットを動かそう」という講座を小学生を対象に始めまし

たので、そちらに参加してもらい、特別講座を受けながら WRO の小学生部門に出場す

る方向で今活動しているところです。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）ＡＬＴ（外国語指導助手）の退任・着任について事務局よ

り説明をお願いします。 
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羽塚課長 （資料Ｐ25に基づき、ＡＬＴ（外国語指導助手）の退任・着任について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 再任用の２人のＡＬＴは何年目になりますか。 

羽塚課長 ジョナサンは３年目、シャーデーは２年目に入ります。 

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、（３）令和元年度小・中学校・幼稚園運動会日程について事務局

より説明をお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ26、27に基づき、令和元年度小・中学校・幼稚園運動会日程について説明す

る。） 

（出席する運動会の日程について教育委員に確認する。） 

吉田教育長 では、続きまして、（４）第 71 回石川県民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Ｐ28、29 に基づき、第 71 回石川県民体育大会について説明する。併せて、教

育委員の開会式出席および応援服装等について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますでしょうか。 

山本委員 エントリー数は増やせましたか。 

宮崎課長 今年はエントリー数を増やしましたので、その分のエントリーポイントは増える予

定です。 

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 では、続きまして、（５）令和元年度津幡町小学生スポーツ相互交流について事務局

より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ30に基づき、令和元年度津幡町小学生スポーツ相互交流について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますでしょうか。 

大西委員 宿泊が小矢部市ですが、津幡町に泊まれるところがなかったのでしょうか。 

宮崎課長 上富田町の方で予約をしたのですが、倶利伽羅塾が空いておらず、金沢市では高額

になるため、小矢部市になったものと思われます。 

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、（６）令和元年度津幡町成人式について事務局より説明をお願い

します。 

宮崎課長 （資料Ｐ31に基づき、令和元年度津幡町成人式の日程および服装について説明する。

併せて、石川県知事祝辞の代読について教育委員に確認する。） 
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吉田教育長 （６）については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、（７）第 32 回つばたレガッタについて事務局より説明をお願い

します。 

宮崎課長 （資料Ｐ32 に基づき、第 32 回つばたレガッタの概要、日程および服装等について説

明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（８）第 32 回ジャパンテント津幡町プログラムについて事務局

より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ33に基づき、第 32回ジャパンテント津幡町プログラムについて説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますでしょうか。 

山本委員 毎年 10人程度の受入人数ですか。 

宮崎課長 県からの依頼は毎年 10人で、受入家庭の数により毎年 10人前後の受入になります。 

山本委員 受入家庭には謝礼が渡されるのですか。 

宮崎課長 わずかですが、謝礼をお渡ししています。 

山本委員 これまでに津幡町で受け入れた留学生の中で、再度津幡町へ行きたいと希望して来

られる方はいるのですか。 

宮崎課長 留学生とホストファミリーとのマッチングは県の事務局で行っているため、留学生

から津幡町への希望があったかどうかはわかりませんが、これまでに津幡町に再訪し

た留学生はいないと思われます。個人的にホストファミリーと引き続き連絡を取って

交流している留学生はいると聞いています。 

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 では、次に（９）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、８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  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。） 

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、８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  ８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。 
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全委員 了承 

吉田教育長 それでは（10）その他としまして、中学校の部活動の大会結果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、中学生の全国大会等の出場および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でしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、津幡町住吉公園温水プール指定管理候補者募集要項について事務局か

らお願いします。 

竹田部長 （当日資料「津幡町住吉公園温水プール指定管理候補者募集要項」に基づき、津幡町

住吉公園温水プール供用開始後の町内小中学校のプールの運営等について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますでしょうか。 

大西委員  夏休みに小学生がプールに行く場合、今は徒歩で行けますが、学校ではなく住吉公

園のプールに行くとなると送迎が必要になるので簡単には行けなくなりますね。 

竹田部長  夏休みのプールへの送迎バス等については、今後、検討したいと思っています。 

吉田教育長  住吉公園プールの利用にはメリット、デメリット両方ありますが、メリットとしま

しては、学校のプール管理がなくなりますので教職員の負担が減ります。また、授業

の面では監視員の目もあるということで、安全面でリスクの減少につながると思いま

す。また、日焼けを気にされる保護者の方も増えてきていますが、室内プールですの

でそのような心配もなくなります。デメリットとしましては、夏休みのプール開放が

難しくなること、授業の入替が柔軟にできなくなることなどがあります。 

山本委員  学校のプールは、防火水槽としての役割もあるのではないですか。 

吉田教育長  防火水槽としての役割やさまざまな面を考慮し、どの学校の施設を残すかというこ

とも含め、今後検討していきたいと思っています。その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長  続きまして、町教育委員の県外視察研修について、事務局からお願いします。 

細山課長補

佐 

（教育委員県外視察研修について内容の説明および日程等の確認をする。併せて、９

月の教委員会議の日程について調整をする。） 

吉田教育長  それでは、県外視察研修は９月 27日（金）に行い、視察からこちらへ戻り、引き続

き 15時 30分頃から教育委員会議を行なうということでよろしくお願いいたします。

その他、何かありますでしょうか。……では、以上をもちまして、令和元年第７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 58分 

 


