
  

令和元年 第１２回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和元年１２月１９日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時４５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31号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第32号 
津幡町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱 

について 
承 認 

報告第33号 津幡町文化会館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34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40号 津幡町教育基本振興計画（改訂版）について 継続審議 

議案第41号 津幡町体育施設管理運営規則の一部を改正する規則について 可 決 

議案第42号 平成30年度社会教育委員功労者表彰候補者について 可 決 

その他（１） 第12回津幡町英語スピーチコンテストについて 了 承 

その他（２） 令和元年度津幡町小学生スポーツ相互交流事業の報告について 了 承 

その他（３） 令和元年度津幡町立志式について 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渡邉委員を指名した。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31号から第34号、議案第40号から第42号、その他（１）から（３）につい

て別添資料に基づき事務局より報告・説明し、質疑応答が行われ、議案第40号については継続審

議、その他については原案どおり承認、可決、了承した。 

 

 

また、１月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

１月の教育委員会議日程：令和２年１月２３日（木）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 

 



 

議   事   要   旨 

1 

 

発 言 者 発    言    要    旨 

  〔開会〕午後１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 12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、渡邉委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和元年 第 11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 11月 19日（火）開催の第 11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。11

月 20 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。 

11 月 22 日に県市長教育長研修会が行われました。先立っての理事会では、全国都

市教育長会と全国市町村教育長会それぞれの理事会の報告がありました。その後、令

和２年度の事業計画案、予算案について審議をいたしました。研修会では、野々市市

と能登町の教育長から取組の発表があり、その後、意見交換を行っております。 

12月６日に、津幡小学校の学校訪問がありましたが、この津幡小学校の学校訪問で

今年度の予定の指導主事訪問は全て終了いたしました。 

12月７日に、科学のまち・つばた「科学の祭典」が行われました。今年度は、昨年

度までと日程を変更し、午後半日で開催をいたしました。約 650 名の参加者があり、

各ブースは大変人気がありました。また、14時からのサイエンスショーも視聴覚ホー

ルが満員になるほどの盛況で、祭典は 16時に終了しております。 

12 月 12 日に、河北郡市学校保健研究協議会が七塚生涯学習センターで行われまし

た。席上で、郡市の医師会、歯科医師会、薬剤師会の先生方からそれぞれご挨拶があ

り、特に今年度はインフルエンザの流行が非常に早く、既に郡市内でも学級閉鎖や学

年閉鎖が出ているということで、手洗いうがい等をしっかりしてほしいというお話が

ありました。例年よりも流行が１か月ほど早いそうです。 

12 月 13 日に町の小中学校のＰＴＡから要望書の提出がありました。当日は、ＰＴ

Ａの代表の方、事務局の教頭先生が役場を訪れ、矢田町長に要望書を手渡しました。 
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 要望書の内容としましては、例年の４項目に加え、今年度は学校のトイレの洋式化に

ついての要望が出されております。 

 12月 19日本日ですけども、午前中、金沢教育事務所指導課との懇談がありました。

指導課から後期の学校訪問と年間のまとめを報告していただき、各学校の成果と課題

について確認をいたしました。また今後の取組について助言をいただきました。 

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 31号～第 34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 31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。 

（資料Ｐ１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。 

全委員 承認 

吉田教育長  続きまして、報告第 32 号 津幡町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施

要綱について事務局よりお願いします。 

羽塚課長 学校教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱に

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 副食費というのは何のことでしたか。 

羽塚課長 ごはんは主食でおかずやおやつが副食になります。 

山本委員 給食費が主食と副食に分かれているということですか。 

羽塚課長 はい。つばた幼稚園では、主食が 1,000円、副食費は 4,500円です。 

山本委員 保育料の無償化に伴い、この要綱が作成されたということですか。 

羽塚課長 はい。保育料無償化に伴い、副食費の取扱いが一部変更いたしましので、新たに要

綱を作成いたしました。 

越村委員 例えば、町内に在住で、金沢市などの町外の施設に入園している方については、ど

のような扱いになるのでしょうか。 

羽塚課長 在住しているところの制度が適用されますので、この要綱が適用されます。 

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 33 号 津幡町文化会館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。 
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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、津幡町文化会館条例施行規則の一部を改正する規則について報

告する。） 

吉田教育長  ただいまの報告につきまして、何かご質問等はございませんか。 

全委員 承認 

吉田教育長  続きまして、報告第 34 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Ｐ３～６に基づき、申請１件について１件承認したことを報告する。） 

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 40号～第 42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 40 号 津幡町教育基本振

興計画（改訂版）について事務局より説明をお願いします。 

竹田部長 教育総務課よりご説明いたします。 

（別冊資料に基づき、津幡町教育基本振興計画（改訂版）について説明する。） 

（審議のうえ、議案第 40号について継続審議とする。） 

吉田教育長  では、続きまして、議案第 41 号 津幡町体育施設管理運営規則の一部を改正する規

則について事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町体育施設管理運営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  ただいまの報告につきまして、何かご質問等はございませんか。 

山本委員 なぜ、65歳以上の団体使用は有料となったのですか。 

宮崎課長 ４月からの料金改定で、団体利用は全て料金をいただくということになりました。 

竹田部長 これまでのような個人貸、団体貸という区別ではなく、改定によりアリーナなどは

面貸とし、個人で利用できるところはランニングコースやトレーニングルームなどに

なりますので、こちらの個人利用が 65歳以上は無料ということになります。 

山本委員 津幡運動公園健康運動広場というのはどこですか。ここは有料なのですか。 

宮崎課長 体育館の裏のグランドゴルフを行う場所になります。 

竹田部長 これまでも、この場所は 65歳以上の方は 500円で永年利用券を購入することで、永

年利用が可能でした。今後もこの永年利用券は使えますので、改定により個人利用で

無料となると矛盾が生じてしまいます。よって、この健康運動広場は個人利用でも無

料ではなく、100円の使用料がかかることになります。 
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吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。……議案第 41号については、承認ということでよろ

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 42 号 令和元年度社会教育委員功労者表彰候補者につい

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。 

（当日資料に基づき、令和元年度社会教育委員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 事務局より候補者について説明がありましたが、何かご質問、ご意見等がありまし

たらお願いします。 

鳥越委員 学童野球「中条クラブ」というのは、現在の中条ブルーインパルスになるのですか。 

宮崎課長 はい。現在の代表に変わったときに名前も中条ブルーインパルスに変わりました。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。……ないようでしたら、令和元年度社会教育委員功

労者表彰候補者について可決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）～（５）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６ その他の議事（１）第 12回津幡町英語スピーチコンテ

ストについて事務局よりお願いします。 

羽塚課長 （資料Ｐ７、８に基づき、第 12回津幡町英語スピーチコンテストについて説明する。） 

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。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして（２）令和元年度津幡町小学生スポーツ相互交流事業の報告につ

いて事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ９に基づき、令和元年度津幡町小学生スポーツ相互交流事業について報告す

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、続きまして（３）令和元年度津幡町立志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Ｐ10に基づき、令和元年度津幡町立志式について説明する。） 

吉田教育長  何かご質問等ありましたらお願いします。 

越村委員 立志式の日はホールは使えるのですか。 

宮崎課長 この日だけ使えるようにいたします。音響は簡易のものを使用しますので、少し音

質は悪くなります。 
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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、（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、１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、１月 23 日（木）午後１時 30 分から開催したいと思っ

ており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、１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、１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  １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、（５）その他としまして、事務局からは何かありますか。 

竹田部長  事務局からは特にありません。 

吉田教育長  では、その他どのようなことでも構いませんので、何かありましたらお願いします。 

山本委員  学校の除雪はどのようになっていますか。 

羽塚課長  積雪が 10cm観測されましたら、町道に町の除雪が入ります。 

山本委員  通学路の歩道はどうなっていますか。ＰＴＡやボランティアの方がしているのです

か。 

羽塚課長  太白台小学校近くの歩道は幅が広いですので町の除雪が入りますが、その他は各地

域に町から除雪機が貸与されますので、それを使って地域の方が無償で除雪すること

になっています。ただ、朝の通学時間に除雪ができているかというと、地域によりま

すが中々難しいと思います。 

山本委員  学校の駐車場は誰が除雪するのですか。 

羽塚課長  学校の駐車場は、教育委員会で見回り、必要であれば業者へ除雪を発注します。 

吉田教育長  学校の前の道路に除雪車が入ったときに、駐車場にも入ってくれることもあります

し、中学校ですと、生徒と一緒に駐車場などの除雪を行うこともあります。 

山本委員  除雪業者も少なくなってきて、中々除雪が回ってこないということもありますし、

優先的に学校の通学路を除雪していただくとこはできないでしょうか。 
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渡邉委員  昔と比べると、最近は職員の駐車場は朝学校へ行くと既に除雪されていることもよ

くありましたし、日中でも道路の除雪と一緒に駐車場を除雪してくれることもあり、

助かっていました。困るのは、やはり通学路で、日中に地元の方がボランティアで除

雪してくださることが多くありました。中々、そこまで町がするというのは難しいか

と思います。 

吉田教育長  昔と比べると車の通行量もかなり多くなりましたし、歩道が除雪されていないため

に車道を歩くというのは安全の面で心配なところはありますが、歩道の除雪も町にお

願いするというのは難しいと思います。 

山本委員  大雪で学校が休みになることは今までありましたか。 

羽塚課長  ２年前の大雪のときには小中学校全校臨時休校といたしました。 

渡邉委員  休校でも先生方はお休みではありませんので、その間に先生方で除雪を行っていた

と思います。 

吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

山本委員  教育長の諸般の報告にありましたが、ＰＴＡの要望の内容について詳しく教えてく

ださい。 

吉田教育長  まず、例年要望している項目が４項目ありまして、一つ目は、35人学級の実現です。

二つ目が、特別支援教育支援員の増員、三つ目が、学校図書館司書の増員、四つ目が

ＩＣＴの整備です。ここまでが去年と同じ要望になります。今年度は加えて学校のト

イレの洋式化についての要望がありました。去年要望がありました複式学級の解消講

師の手当については、今年度、刈安小学校へ町採用講師を配置いたしました。来年度

は笠野小学校の１、２年生が新たに複式学級になる予定ですので、そちらへ講師を配

置する予定で予算要求することとしています。また、去年の要望にＡＬＴの増員があ

りましたが、今年度は、ＡＬＴ３名に加え、語学指導協力員を１名増員しましたので、

５名体制となっております。これによって、５、６年生の英語の授業は全てチームテ

ィーチングで行う体制が整いました。 

山本委員  部活動に関しての要望はありませんでしたか。 

吉田教育長   部活動に関しての要望はありませんでした。現在、部活動指導員は両中学校に１名

ずつ配置されています。文部科学省は今後増やしていくとしています。 

山本委員  専科教員も増員されますか。 

吉田教育長  専科教員については、文部科学省は来年度に全国で 1,000 人増やすとしていますの

で、石川県で 10人程度となり、当町は１名の増員と思われます。増員の要望はしてい

ますが、それ以上に、定数改善が進んでいませんので、要望を続けているところです。 

羽塚課長  先日、小中学校に一人一台パソコンを導入するという国の方針が出ましたが、パソ

コンが導入されればＩＣＴ支援員が必要になってきますし、こちらも定数改善が進め 
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 ばよいのですが、人的補助がなければかなり厳しいと思われます。 

渡邉委員  今は小中学校の全教室に大型モニターが設置されているのですか。 

羽塚課長  全教室には設置されておらず、今は可動式の大型モニターを必要な教室へ移動させ

て使っています。 

渡邉委員  子どもに一人一台パソコンを持たせるとなると、大型モニターがないと授業はでき

ないと思います。 

羽塚課長  一人一台のパソコンが整備されれば、大型モニターは必ず必要になってくると思っ

ています。 

吉田教育長  授業の進め方自体も、それに合わせて工夫改善が必要になってきます。 

山本委員  来年度、小学校の教科書が変わりますが、それによって何か変わることなどありま

すか。 

吉田教育長  採択された教科書に沿って、理科と社会のデジタル教科書を導入する予定にしてい

ますので、現場のＩＣＴの活用も進むと思っています。 

 その他、よろしいでしょうか。 

渡邉委員  働き方改革で部活動の在り方も問題になっていて、今後、部活動が社会教育の範囲

となり指導も教員ではなく指導員の方が行うとなったときに、中学校には部活動の指

導をしたいと思っている先生もいると思うのですが、当町の中学校の先生でもそのよ

うな方はいらっしゃいますか。 

吉田教育長  いると思います。 

渡邉委員  部活動の指導は負担が大きい思われている先生が多いような報道を度々目にします

が、現場の先生方はどのように考えているのでしょうか。労働時間の問題と部活動の

指導については矛盾があるように感じますし、この問題は簡単に解決できるものでは

ないとも思います。 

吉田教育長  部活動の指導をとおして子どもたちの人間的な成長を感じる喜びというのはあると

思いますし、部活動の指導をしたいというのが教員になった理由の一つだという先生

は何人もいると思います。また、部活動の指導を負担に感じている先生がいることも

事実です。色々な矛盾がある中で、どう解決していくか、対応していくかというのは

非常に難しい問題だと思います。 

鳥越委員 中学校の部活動の外部コーチの確保というのは中々難しいのでしょうか。 

吉田教育長 若い方で仕事をしている方だと平日の指導は中々難しいですし、部活動によっては

専門のコーチに来ていただきたいと思っても見つからないことが多いです。教員と指

導員とが同じ方向性で指導を進めていかなくてはなりませんので、そういった面での

課題もあります。 

山本委員  先日、テレビで学校教育現場に関する討論会のようなものが放送されていました。 
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 ＰＴＡや部活動、給食費の問題など色々なテーマが取り上げられていましたが、放送

の後、教育委員会や学校へ町民の方から電話やメールなどの反応はありませんでした

か。 

吉田教育長  教育委員会へも学校へもありませんでした。 

 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 12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 45分 

 


