
  

令和２年 第１回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年１月２３日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時５２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１号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第２号 津幡町教育委員会後援等名義使用申請について 承 認 

報告第３号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

議案第１号 津幡町教育振興基本計画（改訂版）について 可 決 

議案第２号 令和２年度津幡町教育方針（案）について  継 続 

議案第３号 令和２年度予算主要施策について 【非公開】 

議案第４号 就学援助費受給者の仮認定について 【非公開】 

その他（１） 令和元年度津幡町児童生徒生活状況調査について 了 承 

その他（２） 令和元年度小中学校卒業式・つばた幼稚園卒園式等の日程について 了 承 

その他（３） 第49回津幡町子ども会卓球大会の結果について 了 承 

その他（４） 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65回津幡町公民館大会について 了 承 

その他（６） 第28回つばた健勝マラソン大会について 了 承 

その他（７） 当面する諸行事について  

その他（８） 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３号、議案第３号及び第４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３号、議案第３号及び第４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、議案第２号については継続審議、報告第１号、第２号、議案第１号、その他（１）

から（６）については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、原案どお

り承認、可決、了承した。また、２月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

２月の教育委員会議日程：令和２年２月１７日（月）午後２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１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 12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 12月 19日（木）開催の第 12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。12

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。 

１月８日に小中学校の３学期の始業式がありました。３学期のスタートの日ですけ

ども、あいにくこの日は雨、風が強い日で登下校が少し心配でしたが、特に事故等は

ありませんでした。小学校では下校時に集団下校をした学校も一部ありました。小中

学校ともに順調に３学期がスタートしております。 

翌日、１月９日に町の校長研修会が行われました。私の方から校長先生方に、次学

年への進級、進学を意識する３学期は、子どもたちの成長につながるチャンスでもあ

りますので、チャンスを逃さない指導をお願いします、という話をしました。また、

管理主事、指導主事の方から教育課程の確実な実施、服務規律の徹底について話をし

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。

……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１号、２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１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、津幡町文化財保護審議会の会議内容について報告する。） 
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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２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。 

（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 事務局より２件の申請についての承認の報告がありましたが、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１号～第４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１号津幡町教育振興基本

計画（改訂版）について事務局からお願いします。 

竹田部長  それでは、説明させていただきます。 

（資料Ｐ３に基づき、津幡町教育振興基本計画（改訂版）についての事務局案を説明

する。） 

吉田教育長 ただいまの説明がありましたが、何かご質問等はございませんか。 

（審議のうえ、全会一致で議案第１号について可決する。） 

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２号令和２年度津幡町教

育方針（案）について事務局からお願いします。 

竹田部長  それでは、説明させていただきます。 

（別紙資料に基づき、令和２年度津幡町教育方針についての事務局案を説明する。） 

（審議のうえ、議案第２号については継続審議とする。） 

吉田教育長 続きまして、議案第３号令和２年度予算主要施策について審議に入る前に、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、全会一致で議案第３号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 それでは、続きまして、議案第４号就学援助費受給者の仮認定について事務局より

お願いします。この議案につきましては、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 

（審議のうえ、全会一致で議案第４号について可決し、非公開を解く。） 

＜追加日程第１ 報告する議案 報告第３号＞  

吉田教育長 続きまして、今月、申請がありました就学援助費受給者の認定について、追加議案

として報告してよろしいかお伺いいたします。 
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全委員 了承 

吉田教育長 それでは、追加日程第１ 報告する議案としまして、報告第３号就学援助費受給者

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 

（説明後、全会一致で承認し、非公開を解く。） 

＜日程第６ その他の議事（１）～（８）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）令和元度津幡町児童生徒生活状

況調査についてについて事務局より説明をお願いします。 

羽塚課長  学校教育課よりご説明いたします。 

（別冊資料に基づき、町内児童生徒の生活状況調査の結果分析概要について報告す

る。） 

吉田教育長 ただいまの報告について、ご質問等はございますか。 

山本委員 この結果はどのように使われるのですか。 

羽塚課長 この結果を基に、教育センター、学校等で啓発等を行っていきます。また、福祉部

局にも情報を提供していますので、健康福祉課でも食育等の関係で活用しています。 

渡邉委員 県との比較や昨年度との比較もありますが、来年度、向上したところの報告があれ

ばいいと思います。 

学校では学校評価に関するアンケートも行っていて、この調査と重複している内容

もあります。他にも多くのアンケートを行っていますので、その都度、子どもたちが

どれだけ正確に答えているかはわかりませんが、来年度はここを重点的に向上させた

いという見通しを持って取り組まれたらよいかと思います。 

また、メディア、ゲームについてですが、ＰＴＡの方から、保護者への啓発を継続

的に行ってほしいといった声を聞いたことがありますが、教育委員会ではどのような

対応をされていますか。学習時間が減っていることにもつながっているのではと思い

ます。今は学力だけではなく、個性を伸ばす教育になってきていますので、学習時間

が減ってきていることが単純にマイナスとは言えませんが、来年度のアンケート結果

の報告時には、こういった取組をして、このような成果が上がりましたという報告が

あればと思います。 

宮崎課長 今年度は、ＰＴＡ大会や町民大学でスマートフォンの使い方や情報モラルに関して

の講演を行いました。ＰＴＡの方のお話では、学校でもスマートフォンに関する勉強

会等を行っているので、何度も必要ないのではという声もあったようですが、講演の

内容が工夫されており、今回の講演は好評だったということでした。 

渡邉委員 先生方も大変でしょうが、子ども一人一人がアンケートにどのように答えているか 



 

議   事   要   旨 

4 

 

 をみて、状況を把握することで、一人一人の個性を伸ばしていってほしいし、そのた

めのアンケートであってほしいと思います。 

吉田教育長  アンケートの結果から全体の傾向を把握しながら、先生方には、一人一人の状況を

把握する手段としても活用してもらいたいと思います。校長会等を通じて、伝えてい

きたいと思います。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）令和元年度津幡町小中学校卒業式・つばた幼稚園卒園式等

の日程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、卒業式、卒園式の日程を確認し、各委員が出席する小中学

校、幼稚園を決定する。） 

吉田教育長 では、続きまして、（３）第 49 回津幡町子ども会卓球大会の結果について事務局よ

りお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ９に基づき、第 49回津幡町子ども会卓球大会の結果について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告について、ご質問等はございますか。……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、（４）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

お願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ10 に基づき、図書館を使った調べる学習コンクールの結果について報告す

る。） 

吉田教育長 ただいまの報告について、ご質問等はございますか。……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 65 回津幡町公民館大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Ｐ11に基づき、第 65回津幡町公民館大会の日程概要について説明する。） 

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、（６）第 28 回つばた健勝マラソン大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 P.12、13に基づき、大会日程、主な変更点等について説明する。） 

吉田教育長  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  次に（７）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、２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。） 
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  次回の教育委員会議ですが、２月 17 日（月）午後１時 10 分からの総合教育会議が

終わり次第、引き続き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 

竹田部長  それでは、２月 17 日（月）午後２時 30 分からの開催といたしますので、よろしく

お願いいたします。 

羽塚課長  それでは、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、２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、２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  ２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  では、（８）その他に入らせていただきます。事務局からお願いします。 

竹田部長 （当日資料に基づき、教育委員会所管の青少年健全育成関係を審議する委員会等の再

編について説明する。） 

吉田教育長  ご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  今、この調査委員会を設置するのはなぜですか。 

竹田部長  法改正があったためです。 

越村委員  いじめに関しての各学校のガイドラインのようなものは、先生方に周知されていま

すか。 

吉田教育長  各学校で、いじめにどう対応するかというものがありますので、全職員で対応して

います。 

越村委員  いじめがあったときには、学校内で対応するのが基本だと思うのですが、教育委員

会にはどの時点で報告されますか。 

吉田教育長  いじめ事案については、毎月学校から報告を受けていますし、どのような対応をし

ているかについても報告を受けています。 

越村委員  報告を受け、教育委員会から何か指導をすることはありますか。 

吉田教育長  気になる案件については、こちらから学校へ確認することもありますし、学校から

相談を受けることもあります。 

越村委員  いじめに関しては、初動を間違えると問題が複雑化することもありますし、報告を

受けてからでは遅いということもあると思います。 

吉田教育長  今は、本人がいじめを受けたと感じたものに関しては積極的に認知していますので、
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件数はここ数年とても多くなっています。学校が認知したものについては、子どもと

話をしたり、家庭と連絡をとるなどし、ほとんどが解決する訳ですが、稀に保護者が

納得できないというケースもあり、学校から個別の相談を受けることもあります。 

越村委員  そういったケースでは、学校だけではなく、ぜひ教育委員会が主導となり、双方の

保護者の話し合いを行っていただきたいと思います。 

吉田教育長   教育委員会から保護者へ直接働きかけを行うことはありませんが、教育委員会へ保

護者の方からご相談があれば、教育センターで対応しています。学校の対応について

は、教育センター長や管理主事、指導主事から学校長等へアドバイスを行うことはあ

ります。 

 その他、よろしいでしょうか。……では、その他、事務局からありましたらお願い

します。 

竹田部長 （当日資料に基づき、令和２年度教育委員会主要行事年間予定（案）について説明す

る。） 

吉田教育長  事務局から、他に何かありますでしょうか。 

宮崎課長 （文化会館「シグナス」自主事業公演案内について説明する。） 

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２年第１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 52分 

 


