
  

令和元年 第１１回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年１１月１９日 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 

５ 議題及び審議結果 

報告第28号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第29号 
令和元年度生涯学習センター及び公民館生涯学習サークル登 
録の追加・削除について 

承 認 

報告第30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39号 令和元年第２回津幡町議会12月会議提出予定案件について 【非公開】 

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） 津幡町中学生海外派遣交流事業の報告について 了 承 

その他（３） 当面する諸行事について  

その他（４） 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。議案第39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39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28号から

第30号、その他（１）から（４）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、了承した。また、12月の会議の開催日を次のとおり決定し、

閉会した。 



   

１２月の教育委員会議日程：令和元年１２月１９日（月）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 11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 10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 10月 10日（木）開催の第 10回教育委員会議の内容を報告する。） 

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。10

月 11 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 31 日に笠野小学校で道徳教育の研究発表会が行われました。いしかわ道徳教

育推進事業の推進校ということで、笠野小学校が道徳の公開授業を行い、その後、講

師の方の師範授業、講演等がありました。町内からは道徳教育推進教師、その他、町

外からも先生方が参加され、多くの学びがあったことと思われます。それを今後の実

践に生かしてほしいと思っています。 

11月６日に、かほく市で県中学校駅伝大会が行われました。結果は、男子の部で津

幡南中学校が７位、女子の部では津幡中学校が２位、津幡南中学校が６位となり、こ

の３チームは 23日に長野県で行われます北信越大会への出場が決まっております。 

11 月 12 日に、郡市教育委員会連合会の研修会がありました。富山県の南砺市を訪

問し、井波中学校ではトイレを中心に学校施設の見学、井波小学校では市採用の適応

指導員やスタディメイトなど、教員をサポートする体制について研修をしてまいりま

した。 

11 月 14 日に、中学生海外派遣交流事業の報告会がシグナスで行われました。報告

会では、引率の津幡中学校の加藤教諭と代表生徒２名の詳しい報告があり、その後、

生徒全員の感想を発表してもらいました。 

11 月 16 日に、町のＰＴＡ大会がシグナスで行われました。教育委員会の表彰、Ｐ

ＴＡ連絡協議会の会長表彰の後、講演がありました。講師は株式会社できるの代表取 
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 締役杉本嵩龍氏で、「あなたが輝けば、子どもは輝く」という演題でお話いただきまし

た。 

主なものについての報告は以上ですが、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 28号～第 30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 28 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。 

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、豊かな心を育む津幡町民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。 

全委員 承認 

吉田教育長  続きまして、報告第 29号令和元年度生涯学習センター及び公民館生涯学習サークル

登録の追加・削除について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、生涯学習センターサークル登録の削除１件、及び公民館生涯学

習サークル登録の追加１件について報告する。） 

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。 

全委員 承認 

吉田教育長  続きまして、報告第 30 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Ｐ３～22に基づき、申請５件について５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 39号＞ 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 39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、全会一致で議案第 39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）～（４）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６ 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お願いします。 

竹田部長 （別紙資料に基づき、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  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。 
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全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして（２）津幡町中学生海外派遣交流事業の報告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、津幡町中学生海外派遣交流事業の報告会について報告する。） 

吉田教育長  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 了承 

吉田教育長 では次に、（３）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、12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、12月 19日（木）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、12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、12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  12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  それでは、（４）その他としまして、事務局からは何かありますか。 

羽塚課長  11月６日に行われました、県中学校駅伝大会の結果についてご報告いたします。 

（資料に基づき、津幡、津幡南両中学校男女陸上部の結果、及び北信越大会出場につ

いて報告する。） 

吉田教育長  その他、何かございませんか。 

山本委員  文部科学省から発表されている小学校高学年の英語専科教員の加配についてです

が、津幡町から加配人数などの要望をしているのですか。 

吉田教育長  専科教員の加配については、県は町の要望を聞きますが、人数に限りがあります。

今年度は、条南小、中条小の２校に英語専科教員が入っています。次年度は、もう１

校プラスされる予定です。 

山本委員  これは加配なので、専科教員が入ることによって通常の教員が減るということはな

いのですね。 

吉田教育長  それはありません。純粋に町に英語専科教員が１人増えることになります。 
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山本委員  英語以外に、理科などの加配はないのですか。 

吉田教育長  各学校が理科の専科教員を希望することはありますが、町としての加配の人数が決

まっていますので、今のところ一部の学校のみの配置となっています。 

山本委員  専科教員は一人で何校も受け持つのですか。 

吉田教育長  １校だけです。 

山本委員  加配の人数は他の市町と比べてどうですか。 

吉田教育長  自治体の規模に合わせた加配人数となっています。 

山本委員  国が教員の定数改善を進めてくれないと負担は減りませんね。 

吉田教育長  定数改善については、校長会や教育長会など全てで要望していますが財政の壁は厚

く、専科やスクールサポートスタッフなどの予算を少しずつ増やしているといった状

況です。 

渡邉委員  高学年の英語の授業は必ず担任だけでは行わないと聞いていますし、専科教員の加

配もあり、教科として英語が増えるということに関しての担任の負担は少ないのでは

ないかと思います。プログラミングに関しても、ベネッセと連携して担任の負担を少

なくするということですし、そういうところで補っていくしかないのかなと思います。 

吉田教育長  教員の負担感を減らしていくために、プログラミング教育に関しても、担任だけに

負担がかからないよう、担任がベネッセのパソコンサポーターの協力を得ながら進め

ていけるような体制づくりを考えています。 

 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 11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 

 


