
  

令和元年 第９回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年９月２７日（金）開会 午後３時４８分、閉会 午後５時６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、大西寿雅子委員、越村 崇委員 

 欠席委員   鳥越千春委員 

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21号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第22号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

報告第23号 津幡町立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則について 承 認 

報告第24号 津幡町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する要綱について 承 認 

報告第25号 津幡町文化会館喫茶コーナー出店者選考委員会設置規程を廃止する規程について 承 認 

報告第26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36号 津幡町教育委員会等の委員委嘱について 可 決 

議案第37号  令和元年度津幡町ＰＴＡ功労者表彰及び推薦について 可 決 

その他（１） 令和元年度石川県市町教育委員会連合会研究大会について 了 承 

その他（２） 令和元年度津幡町少年少女美術展結果について 了 承 

その他（３） 第14回輝けシグナス芸能祭について 了 承 

その他（４） 当面する諸行事について  

その他（５） 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。報告第22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22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21

号、第23号～26号、議案第36号、第37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、

10月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

10月の教育委員会議日程：令和元年10月10日（木）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３時 48分  

吉田教育長は、鳥越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９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、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８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８月 23日（金）開催の第８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。８

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。 

９月３日に町の校長研修会がありました。夏休み中の各学校の様子を校長から報告

を受けましたが、特に、事故やその他トラブル等はなかったようです。スムーズに２

学期のスタートを切ったということでした。教育委員会からは、働き方改革というこ

とで、県からも指導がありました、１か月の超過勤務時間が 100 時間を超えるものに

ついて０になるよう努力してほしいというお話をいたしました。 

９月 13日に科学のまち推進委員会を行いました。委員会では、まず新しい委員の方

の紹介をし、その後今年度の行事について報告をいたしました。 

９月 20 日に小学生国内派遣交流事業の報告会を行いました。参加した 25 名の小学

生それぞれが班ごとに活動期間中の報告を行ってくれました。 

９月 26日に津幡中学校の運動会が行われ、今年度は、小中学校の運動会はすべて予

定通り行われたということです。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 21号～第 26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 21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。 
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 （資料Ｐ１に基づき、津幡町科学のまち推進委員会の会議内容について報告する。） 

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、津幡町社会教育委員会議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 「科学のまち・つばた」として新しい事業はありますか。 

竹田部長 特にありません。 

大西委員 科学館の来館者数はどうなっていますか。 

竹田部長 平成 30 年度の来館者数は 2,605 人で、平成 29 年度と比較するとほとんど変わりま

せん。 

山本委員 年間の開館日数はどのくらいですか。 

竹田部長 130日程度です。 

夏休みを利用して、県外からの来館もありました。 

吉田教育長 ホームページを見て来られる方もいますし、昨年度は館長がテレビやラジオに出演

しましたので、出演の後は問合せも多くあったと聞いています。 

その他、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 22号 就学援助受給者の認定について事務局よりお願いします。

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２件について、所得などを調査した結果、申請２

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 23 号 津幡町立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正す

る規則について事務局よりお願いします。 

羽塚課長  学校教育課よりご説明いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則

について説明する。） 

吉田教育長  ご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

大西委員  保育園でも給食費を集めていると思いますが、幼稚園と同じ金額ですか。 

羽塚課長  保育園は月額 4,500 円です。幼稚園は主食の分が含まれていますので、主食を家か

ら持ってくる保育園よりも高くなっています。 
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山本委員  保育料が無料になるというのは、何条の何項に記載されていますか。 

羽塚課長  第３条の３項です。 

山本委員  幼稚園の給食費は、小学校の給食費と比べて安くなっていますか。 

羽塚課長  １食単価は幼稚園の方が安くなっています。 

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  続きまして、報告第 24 号 津幡町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する

要綱について事務局よりお願いします。 

羽塚課長  学校教育課よりご説明いたします。 

（資料Ｐ３に基づき、津幡町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する要綱に

ついて説明する。） 

吉田教育長  ご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。……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 25号津幡町文化会館喫茶コーナー出店者選考委員会設置規程を

廃止する規程について事務局よりお願いします。 

宮崎課長  生涯教育課よりご説明いたします。 

（資料Ｐ５、６に基づき、津幡町文化会館喫茶コーナー出店者選考委員会設置規程を

廃止する規程について説明する。） 

吉田教育長  ご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

山本委員  今後、喫茶コーナーの出店者が変わることはないということですか。 

宮崎課長  現在は津幡町公共施設等管理公社が出店していますので、今後、当初のように選考

をするということがないと思われます。 

吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

全委員  承認 

吉田教育長  続きまして、報告第 26 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Ｐ７～15に基づき、申請２件について２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。 

全委員 承認 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 36号及び第 37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 36 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 教育総務課よりご説明いたします。 
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 （資料Ｐ17に基づき、津幡町教育委員会表彰選考委員会委員（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。 

全委員 可決 

吉田教育長  では、続きまして、議案第 37号令和元年度津幡町ＰＴＡ功労者表彰及び推薦につい

て事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課よりご説明いたします。 

（資料Ｐ19～27に基づき、令和元年度津幡町ＰＴＡ功労者表彰候補者について説明し、

表彰者として決定してよいか諮る。） 

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 今年は町長表彰は該当なしですか。 

宮崎課長 町長表彰の該当者はいませんでした。 

山本委員 規程の第４条３項に「前項２項」とありますが、これはどういう意味ですか。 

宮崎課長 第２項の第２号と第３号を指しています。訂正いたします。 

山本委員 候補者の表彰基準の年数を計算しても、規程の基準を満たしていない気がするので

すが、どのように計算するのですか。 

宮崎課長 規程の基準は満たしていますが、わかりにくい表記になっていますので、表記の仕

方をわかりやすいものに変えたいと思います。 

吉田教育長  その他、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）～（５）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）令和元年度石川県市町教育委員

会連合会研究大会について事務局より説明をお願いします。 

細山課長補

佐 

（資料Ｐ29、30に基づき、令和元年度石川県市町教育委員会連合会研究大会について

説明し、集合時間等の確認をする。） 

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、（２）令和元年度津幡町少年少女美術展結果について事務局より

お願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ31に基づき、令和元年度津幡町少年少女美術展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 では、続きまして、（３）第 14 回輝けシグナス芸能祭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Ｐ32に基づき、第 14回輝けシグナス芸能祭について説明する。） 

吉田教育長 （３）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、次に（４）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、10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。） 

なお、大西委員におかれましては、９月末日で任期満了ということで、渡邉加寿子

委員が新委員として、議会９月会議で議会の同意を得ております。 

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、10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、10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（５）その他としまして、事務局からお願いします。 

竹田部長 WRO Japan2019 決勝大会結果についてご報告いたします。２校とも１から３位に入

ることができませんでした。その他の順位につきましては、まだ事務局が公表してい

ないので現時点では不明です。昨年度は、１から６位までが公表されております。 

宮崎課長 （資料に基づき、津幡小学校区放課後児童クラブつばたっ子スマイル建設予定地の変

更及び整備工事概要について報告をする。） 

羽塚課長 （資料に基づき、児童生徒数および学級数推移見込について報告をする。） 

吉田教育長 事務局より３件の報告がありましたが、ご質問等はございますか。 

越村委員 小学校の統廃合については、人数などの基準はあるのでしょうか。 

吉田教育長 基準はありません。文部科学省からは、学校規模の適正化、適正配置について通知

されていますが、他地域でも小規模校を残していっているところはまだまだあります

し、教育委員会だけではなく、町としても少子化に対応した学校づくりの方策を継続

的に検討していかなければならないと思っています。 

越村委員 自校給食をしていないのはどの学校ですか。 

羽塚課長  笠野小学校と刈安小学校、萩野台小学校の分を萩野台小学校の共同調理場で調理し、

笠野小学校と刈安小学校へ運んでいます。 

吉田教育長  他に事務局から何かありますでしょうか。 



 

議   事   要   旨 

6 

 

宮崎課長 （別冊資料に基づき、津幡町小学生国内派遣交流事業について報告する。） 

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９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６分 

 


