
  

令和元年 第８回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年８月２３日（金）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時５０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、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18号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第19号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

報告第20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33号 津幡町教育委員会点検・評価報告書（案）について 可 決 

議案第34号 令和２年度使用小中学校教科用図書の選定について 【非公開】 

議案第35号 令和元年第２回津幡町議会９月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） WRO Japan 2019石川地区予選会の結果について 了 承 

その他（２） 第50回記念全国選抜社会人相撲選手権大会結果について 了 承 

その他（３） 第71回石川県民体育大会津幡町成績について 了 承 

その他（４） 令和元年度津幡町成人式について 了 承 

その他（５） 第32回つばたレガッタについて 了 承 

その他（６） 令和元年度グッドマナーキャンペーンについて 了 承 

その他（７） 令和元年度津幡町小学生国内派遣交流事業報告会について 了 承 

その他（８） 当面する諸行事について  

その他（９） 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。報告第19号、議案第34号および第35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、報告第19号、議案第34号および議案第35号については非公開で審議に入り原案

どおり承認、可決し、報告第18号、第20号、議案第33号、その他（１）から（７）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、９月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

９月の教育委員会議日程：令和元年９月２７日（金）１５：３０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  

〔教育委員会議の前に、新任のＡＬＴ（外国語指導助手）１名の自己紹介を行う。〕 

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８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、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（令和元年 第７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７月 23日（火）開催の第７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。７

月 24 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。 

７月 31日に町教職員の初任者研修がありました。初任者と２年目の先生に参加して

いただいて研修を行いました。グループ協議においては、非常に活発に話し合う姿が

見られ、大変頼もしく思いました。 

８月１日に金沢教育事務所指導課との懇談をシグナスで行いました。１学期に訪問

した学校についてその評価のまとめをいただき、今後の各校の課題について指摘して

いただいて協議を行いました。その協議をもとに、各学校へ還元して２学期以降の活

動に生かしてもらおうと思っております。 

８月５日に町の教職員全体研修会をシグナスで行いました。この研修会は学校教育

研究会主催の講演会で、講師には全日本の男子柔道チームのコーチで津幡高校ＯＢの

金丸雄介氏をお招きし、講演をしていただきました。オリンピックのコーチとして帯

同する中で色々な配慮をしたというところなどが大変参考になったと思います。 

８月 20日に郡市小中学校管理職研修をシグナスで開催しました。講師には、当初、

県教育長の田中新太郎氏を予定していましたが、別公務が急遽入り、代理として教育

次長の杉中達夫氏に講演をしていただきました。「本県教育の課題とその対応」という

演題で今県教委として課題となっていることの説明、そしてそれにどう対応していく

かということで、現場に期待することなどを校長教頭に話をしてもらいました。校長 
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 教頭が揃ってこういう話を聞くという機会は非常に貴重な機会となっていると思いま

す。 

８月 22日の昨日から本日にかけて、東海北陸町村教育長会が金沢市で開催されまし

た。１日目は講演会、研究協議会、情報交換会を行いました。講演会は杉中教育次長

の講演ということで、内容的には郡市の小中学校管理職研修会に重なるところがあり

ましたが、改めて今後現場がどういった課題に対応していかなければならないかとい

うことを参加の教育長に話していただきました。本日は、施設の研修ということで他

県の教育長がたくさん参加していますので、金沢城公園と金沢 21世紀美術館を視察し

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。 

全委員 了承 

＜日程第４ 報告する議案 報告第 18号～第 20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 18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、２に基づき、津幡町外部評価委員会、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。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町文化財保護審議会の会議内容について報告する。） 

吉田教育長 ただいま３件の報告がありましたが、何かご質問等ありましたらお願いします 

全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 19 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援助受給者の認定について報告いたします。資料をお配りしま

す。 

（当日資料に基づき、就学援助申請１件について、所得などを調査した結果、１件を

認定したことを報告する。） 

（全会一致で承認し、非公開を解く。） 

吉田教育長  続きまして、報告第 20 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Ｐ３～32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。） 
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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。 

全委員 承認 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 33号～第 35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 33 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。

なお、報告書（案）の中の児童センターに関する記述は、教育委員会の事務と異なる

ため、削除したい旨を報告する。） 

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。 

（点検・評価報告書の内容について、質疑応答を行う。） 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。ただいま、ご指摘がありましたところを修正した上

でご承認いただく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 34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 34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 35号の審議に入る前に、この議案につきましては、議案

が議決されるまで非公開（秘密会）としてよろしいかお伺いします。 

全委員 了承 

（審議のうえ、全会一致で議案 35号について可決し、非公開を解く。） 

＜日程第６ その他の議事（１）～（９）＞ 

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 Japan 2019石川地区予選会

の結果について事務局より説明をお願いします。 

竹田部長 （資料Ｐ33に基づき、WRO Japan 2019石川地区予選会について報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 エキスパート部門でゴールできたチームはいますか。 

竹田部長 いませんでした。完全クリアはかなり難しく、ゴールまでのプログラムは入ってい

ると聞いていますが、途中の課題でリタイヤとなってしまうようです。 

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 では、続きまして（２）第 50回記念全国選抜社会人相撲選手権大会結果について事

務局より説明をお願いします。 
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宮崎課長 （資料Ｐ34 に基づき、第 50 回記念全国選抜社会人相撲選手権大会結果について報告

する。） 

吉田教育長 ご質問はありますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（３）第 71 回石川県民体育大会津幡町成績について事務局より

説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ35に基づき、第 71回石川県民体育大会津幡町成績について報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（４）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 （当日資料に基づき、令和元年度津幡町成人式について報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（５）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 （当日資料に基づき、第 32回つばたレガッタについて報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（６）令和元年度グッドマナーキャンペーンについて事務局より

説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ36、37に基づき、令和元年度グッドマナーキャンペーンの概要、日程につい

て説明する。また、教育委員の出務日の確認を行う。） 

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）令和元年度小学生国内派遣交流事業報告会について事務局

より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ38に基づき、令和元年度小学生国内派遣交流事業報告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。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、次に（８）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、９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。） 

全委員 了承 
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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、９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、９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  今後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 それでは（９）その他としまして、事務局からお願いします。 

細山課長補

佐 

（当日資料に基づき、令和元年度教育委員県外視察研修について説明し、教育委員の

出欠を確認する。） 

吉田教育長  当日、よろしくお願いいたします。では、続きまして、幼児教育・保育無償化につ

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、幼児教育・保育無償化について説明をする。） 

（幼児教育・保育無償化の制度内容について質疑応答を行う。） 

吉田教育長  続きまして、令和元年度小中学校時間外勤務状況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、令和元年度小中学校時間外勤務状況について報告する。） 

山本委員  今後更に時間外を減らすには、教職員を増やすしかないのでしょうか。 

吉田教育長  抜本的な改革はそれしかないと思います。各県から現場の状況を国へ発信し、それ

を受けて国が真剣に改革をしていかなければならないと思います。 

山本委員  時間外勤務を減らすために色々工夫されていると思いますが、一方では新たな仕事

も増えているのではないですか。 

吉田教育長  学校は時間外勤務を減らす努力をしていても、実際には道徳の教科化が入ってきた

り、英語の教科化の準備が入ってきたりとやらなくてはいけないことがむしろ増えて

きています。そういった中で時間外勤務が増えていないということは、学校が長時間

勤務解消に向けて努力をしているということだと思います。校務支援システムも導入

しましたので、今年度はまだ定着に時間がかかると思いますが、令和２年度頃には効

率化が図られると思われます。 

 では、続きまして、令和元年度北信越大会・全国大会等の出場及び結果について事

務局よりお願いします。 

羽塚課長 （当日資料に基づき、令和元年度北信越大会・全国大会等の出場及び結果について報

告する。） 

吉田教育長  最後に、全国学力・学習状況調査結果について報告いたします。この報告につきま

しては、非公開（秘密会）としてよろしいかお伺いします。 
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全委員 了承 

吉田教育長 （当日資料に基づき、全国学力・学習状況調査結果について報告する。） 

（山本委員、大西委員より質問があり、説明後、非公開を解く。） 

吉田教育長 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８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 50分 

 


