
  

令和元年 第１０回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年１０月１０日（木）開会 午後３時３０分、閉会 午後４時３９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、越村 崇委員、 

渡邉加寿子委員 

 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27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38号 令和元年度津幡町教育委員会表彰者の決定について 可 決 

その他（１） 科学のまち・つばた「科学の祭典」について 了 承 

その他（２） 令和元年度津幡町中学生海外派遣交流事業報告会について 了 承 

その他（３） 第28回全国市町村交流レガッタ日田大会結果報告について 了 承 

その他（４） 第５回図書館を使った調べる学習コンクールについて 了 承 

その他（５） 第62回津幡町文化会館展覧会について 了 承 

その他（６） 当面する諸行事について  

その他（７） 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。 

  審議に入り、報告第27号、議案第38号、その他（１）から（５）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、

11月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   



１１月の教育委員会議日程：令和元年１１月１９日（火）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 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 10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（令和元年 第９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９月 27日（金）開催の第９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。９

月 28 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。 

10月１日に新教育委員辞令交付が役場で行われました。矢田町長から渡邉教育委員

に辞令が渡されました。任期はこの 10月から４年間となっておりますのでよろしくお

願いいたします。 

10月２日に町小学校体育大会が津幡運動公園陸上競技場で行われました。当日は、

少し汗ばむような大変いい天気になり、町内の６年生が一堂に会して陸上競技を実施

しました。町歌体操に始まり、100m走、そして選択種目、リレーが今年度は予定どお

り実施されております。特に、熱中症やケガ等はありませんでした。 

10月８日に町教育委員会表彰選考委員会がシグナスで行われました。例年どおり、

芸術文化奨励賞、スポーツ奨励賞、教育奨励賞の表彰について審議が行われました。

審議の結果につきましては後程事務局から報告いたしますので慎重にご審議いただき

たいと思います。 

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。 

全委員 了承 

＜日程第４ 報告する議案 報告第 27号＞  

吉田教育長 続きまして、日程第４ 報告する議案について、報告第 27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。 
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 （資料Ｐ１～４及び当日資料に基づき、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。……よろしいでし

ょうか。 

全委員 承認 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 38号＞ 

吉田教育長 それでは、続きまして日程第５ 審議する議案につきまして、議案第 38号 令和元年

度津幡町教育委員会表彰者の決定について事務局より説明をお願いします。  

宮崎課長 では、生涯教育課よりスポーツ奨励賞候補者について説明いたします。なお、今年

度は芸術文化奨励賞については、個人、団体ともに該当はありませんでした。 

（当日資料に基づき、スポーツ奨励賞候補者個人 11人、３団体について説明する。） 

 参考としまして、町表彰のスポーツ賞表彰者について説明いたします。 

（参考資料に基づき、町表彰の特別功労スポーツ賞表彰者４人、スポーツ賞表彰者４

人について説明する。） 

吉田教育長  スポーツ奨励賞の候補者について説明がありましたが、何かご質問等ありましたら

お願いいたします。 

山本委員 この委員会以降の大会はどうなりますか。 

宮崎課長  10 月 20 日を締め日としていまして、それ以降の大会については来年度の表彰対象

となります。 

竹田部長 これから 20日までの大会で基準を満たす成績をおさめた場合は追加となります。 

山本委員 高野連の大会も含まれますか。星稜高校の野球部には津幡町の生徒はいませんでし

たか。 

宮崎課長 高野連の大会も含まれます。星稜高校野球部に津幡町の生徒はいますが、今回の表

彰対象の大会には出場していませんでした。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。……それでは、スポーツ奨励賞候補者の個人 11人、

３団体について、ご承認ということでよろしいですか。 

全委員 可決 

吉田教育長 それでは続きまして、教育奨励賞候補者の説明をお願いします。 

羽塚課長 学校教育課より教育奨励賞候補者について説明いたします。 

（当日資料に基づき、教育奨励賞スポーツ部門の候補者 105人について説明する。） 

吉田教育長  教育奨励賞スポーツ部門について説明していただきましたが、何かご質問等ござい

ますか。 

山本委員 22番の相撲競技ですが、団体で一人だけ表彰されるというのはどういうことですか。 

羽塚課長 県新人大会団体優勝のメンバーは全員表彰されますが、22番の生徒以外のメンバー 



 

議   事   要   旨 

3 

 

 は北信越大会団体第３位の表彰になります。22番の生徒は北信越大会には出場してい

ませんので、県新人大会団体優勝での表彰となります。 

吉田教育長 その他、何かございませんか。……ないようでしたら、スポーツ部門の候補者につ

いて 105人が受賞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 それでは、教育奨励賞芸術文化部門の候補者の説明をお願いします。 

羽塚課長 引き続きまして、教育奨励賞芸術文化部門の説明をいたします。 

（当日資料に基づき、教育奨励賞芸術文化部門の候補者 56人について説明する。） 

吉田教育長 芸術文化部門について何かご質問はないでしょうか。 

越村委員  津幡南中学校の吹奏楽部の 35人は、中学校から推薦された生徒ということですか。 

羽塚課長  はい。中学校から提出があった名簿のとおりです。 

山本委員  「ゆうちょアイディアコンクール」のゆうちょというのは何ですか。 

羽塚課長  ゆうちょ銀行のことです。ゆうちょ銀行が主催しているアイディア貯金箱のコンク

ールです。 

山本委員  全国コンクールですか。 

羽塚課長  全国の小学生対象のコンクールで、応募作品は 758,820 作品です。全国で第３位に

相当する賞になります。 

吉田教育長  その他、何かございませんか。……では、教育奨励賞文化部門については 56人が受

賞ということで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）～（７）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）科学のまち・つばた「科学の祭

典」について事務局より説明をお願いします。 

竹田部長 （当日資料に基づき、科学のまち・つばた「科学の祭典」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 開会式はありますか。 

竹田部長 これまでは、サイエンスショーの前に行っていました。今年もその予定にしていま

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 では、続きまして（２）令和元年度津幡町中学生海外派遣交流事業報告会ついて事

務局より説明をお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ５に基づき、令和元年度津幡町中学生海外派遣交流事業報告会について説明

する。） 
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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 28 回全国市町村交流レガッタ日田大会結果報告につい

て事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ６に基づき、第 28回全国市町村交流レガッタ日田大会の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。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（４）第５回図書館を使った調べる学習コンクールについて事務

局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ７～９に基づき、第５回図書館を使った調べる学習コンクールについて報告

する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 これは教育委員会表彰に入らないのですか。 

宮崎課長 これは町のコンクールですので、表彰対象にはなりません。全国の図書館を使った

調べる学習コンクールで基準を満たす賞に入れば表彰対象となります。昨年度の全国

コンクールでは奨励賞の入賞が最高でしたので、表彰対象の受賞者はいませんでした。 

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）第 62 回津幡町文化展覧会について事務局よりお願いしま

す。 

宮崎課長 （資料Ｐ10に基づき、第 62回津幡町文化展覧会について説明する。） 

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、次に（６）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、11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、11月 19日（火）午後３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、11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、11月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 
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（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（７）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 

（令和元年度河北郡市教育委員会連合会研修会の日程について報告し、教育委員の出

欠を確認する。） 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

山本委員  インフルエンザで学級閉鎖がありましたが、その後どうですか。 

羽塚課長  小学校２校でインフルエンザによる学級閉鎖が１クラスずつありましたが、他のク

ラスや学年に広まることもなく、その後は収まっています。 

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 10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４時 39分 

 


