
令和２年 第６回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年５月２１日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時１５分 

２ 場  所   津幡町文化会館「シグナス」３階 多目的室３ 

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  吉本良二教育部長、山崎明人教育総務課課長、北山ゆかり学校教育課課長、 

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 

５ 議題及び審議結果 

報告第19号 行政委員会等の会議及び委員委嘱の報告について 承 認 

報告第20号 
令和２年度生涯学習センター及び町内公民館生涯サークル登
録について 

承 認 

報告第21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25号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

議案第26号 令和２年津幡町議会６月会議提出予定案件について 【非公開】 

議案第27号 
津幡町立図書館サービス協力者の登録等に関する要領につい
て 

可 決 

その他（１） 令和２年度津幡町小中学校学校研究主題について 了 承 

その他（２） 町民大学講座開催（年計画）について 了 承 

その他（３） 第51回全国選抜社会人相撲選手権大会について 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。議案第26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26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19号から第

21号、議案第25号、第27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、原案どおり承認、可決、了承した。また、６月の会議の開催日

を次のとおり決定し、閉会した。 

   

６月の教育委員会議日程：令和２年６月２４日（水）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６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２年 第５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。 

細山書記 （令和２年４月 23日（木）開催の第５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。４

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。 

４月 28日に町校長研修会を行いました。毎月定例の会で各課からの指示・伝達を行

いました。例年の内容に加えて新型コロナウイルス感染症への対応について協議し、

学校休業期間が延長になった場合の学校の取組について確認を行いました。 

５月 15日はオンライン学習の試行を参観してきました。現在、刈安小学校において

他の学校と遠隔授業を行う計画があります。その前段階として休業中に担任が５、６

年生を対象にオンラインで朝の会を行ったものです。学級担任と６人の児童がパソコ

ンの画面上で顔を会わせて会話を行ったものです。新聞・テレビ等でも報道されてい

ますとおりテストは成功しています。今後は６月に笠野小学校と合同で国語の授業を

行い、年間数回実施する予定としています。 

５月 19 日に臨時の町校長研修会を行いました。学校再開に向け開催されたもので

す。再開の具体的な方法と感染症対策についての確認を行いました。詳細につきまし

ては後程報告いたします。 

 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。

……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 19号～第 21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 
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 報告第 19号行政委員会等の委員委嘱の報告について事務局よりお願いします。 

山崎課長 教育総務課より報告いたします。 

（資料Ｐ１、２に基づき、津幡町科学のまち推進委員会､津幡町国際交流推進委員会の

委員の交代について報告する。） 

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。……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 20号令和２年度生涯学習センター及び町内公民館生涯サークル

登録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、令和２年度生涯学習センター及び町内公民館生涯サークル登録

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。……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 21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  事務局より１件の申請についての承認の説明がありましたが、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 25号～第 27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 25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。 

山崎課長 教育総務課から説明いたします。 

（資料Ｐ７に基づき、津幡町教育委員会外部評価委員の委嘱について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。……ない

ようでしたら、議案第 25号についてご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 26号令和２年津幡町議会６月会議提出予定案件について

事務局より説明をお願いします。なお、町議会６月会議において、町長より議案が提

出されるまでは非公開（秘密会）としてよろしいかお伺いします。 

全委員 了承 
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山崎課長 教育総務課所管の６月補正についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、教育総務課所管の６月補正予算内容について報告する。） 

北山課長 学校教育課所管の６月補正についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、学校教育課所管の６月補正予算内容について報告する。） 

宮崎課長 続きまして、生涯教育課所管の６月補正についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、生涯教育課所管の６月補正予算内容について報告する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第 26号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 27号津幡町立図書館サービス協力者の登録等に関する要

領について事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課から説明いたします。 

（資料Ｐ９～11に基づき、津幡町立図書館サービス協力者の登録等に関する要領につ

いて説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

山本委員 現在、対象者は何人ですか。 

宮崎課長 各団体は代表者のみのため１０団体で１０人です。 

吉田教育長 他にありませんか。……ないようでしたら、議案第 27号についてご承認ということ

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 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和２年度津幡町小中学校研究主題につ

いて事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ13に基づき、令和２年度津幡町小中学校研究主題について説明する。） 

吉田教育長 補足ですが資料にあります「学力向上プログラム推進事業」につきましては、月１

～２回退職校長が学校を訪問し、アドバイスを行う事業となっています。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、（２）町民大学講座開催（年計画）について事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ14、15に基づき、町民大学講座の年間計画について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため多

くの行事が中止、延期となっていますが、今後開催できるものがありましたらご参加

いただけますようお願いします。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、次に（３）第 51回全国選抜社会人相撲選手権大会について事務局よりお願い

します。 
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宮崎課長 （当日資料に基づき、第 51回全国選抜社会人相撲選手権大会の概要について説明をす

る。） 

吉田教育長  よろしいでしょうか。 

全委員  了承 

吉田教育長 次に（４）当面する諸行事についてお願いします。 

山崎課長 教育総務課に関するものについてご説明します。 

（資料に基づき、６月の教育総務課関係諸行事について説明をする。） 

北山課長  学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、６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、６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  ６月の教育委員会の行事について説明がありましたが、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。 

細山書記  次回６月の教育委員会議ですが、６月 24 日（水）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。また、７月会議を少し早い時期に開催したく７

月 10日（金）午後３時 30分で開催を決定したく思いますがいかがでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、（５）その他に入らせていただきます。事務局から教科書採択についての連絡

がありますが、こちら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 

（学校教育課より教科書採択についての説明をし、非公開を解く。） 

吉田教育長 次に、令和２年度津幡町成人式について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、令和２年度津幡町成人式について説明する。） 

山本委員 今年度のみの延期ですか。 

宮崎課長 今年度のみです。 

山本委員 着物のレンタルは時期的に可能ですか。 

宮崎課長 いくつかの業者に問い合わせしたところ、12月に津幡町で使用した着物等が返却後

クリーニング等を行う日数を計算しても、年明け１月に開催される他市町の成人式へ

のレンタルには間に合うとのことで、可能であるとの回答をいただいております。 

吉本部長 今年度は新型コロナウイルス感染症拡大予防のための対策による延期であり、日程

につきましても参加しやすい日程を考慮したうえでの決定です。 



 

議   事   要   旨 

5 

 

吉田教育長 １２月頃でも新型コロナウイルス感染症の状況がどうなっているか分かりませんが 

 今のところ８月実施の場合、国・県の新型コロナウイルス感染症防止の取組に準じた

県外への移動自粛要請を想定した対応が必要であり、さらに式典終了後の集合写真等、

密集することが多いため、延期を決めたものです。 

吉本部長 対象の成人者の方には延期の案内を個別に発送します。また、６月の議会全員協議

会においても報告し、町広報には６月号でお知らせいたします。 

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、続きまして私から新型コロナウイルス感染症の発生に伴う津幡町教育委員会

の対応についての連絡があります。 

（当日資料に基づき、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う津幡町教育委員会の

対応について説明する。） 

山本委員 土曜授業を実施する予定はありますか。 

吉田教育長 今後の状況によって実施する可能性はありますが、現段階では実施の予定はありま

せん。 

山本委員 もし土曜授業が必要となった場合には、出務する職員には手当を出してほしいです。 

山崎課長 町費の正規職員及び会計年度任用職員とも超過勤務手当を支給いたします。 

山本委員 県費の職員についても振替対応となると、今年は夏休みが短い中で、振替休暇を取

得することは難しいので今年については特に考えてあげてほしいです。 

吉田教育長 それを踏まえて土曜授業を実施しない方向でいきたいと思っています。 

山本委員 文部科学省の通達で、今年度消化できない授業数は複数年にわたって消化してもよ

いということでしたが、実施するのですか。 

吉田教育長 現状では第２波、第３波が来ないかぎり次年度に持ち越さない予定です。 

山本委員 通達のとおり実施した場合、学習格差が生じると思います。なるべく、年度内に消

化できるように計画してほしいですです。 

吉田教育長 今年３月の学校の休業措置は急なことであったため、一部消化できなかった学校が

ありましたが、今回はそのようなことがないよう計画しています。 

山本委員 特に小学校６年生と中学校３年生には未消化がないようお願いします。 

吉田教育長 入試に影響がありますのできちんと対応していきます。 

渡邉委員 今回の通達は、次年度に持ち越す教科について文部科学省から全国一斉の具体的な

指針等が示されるわけではなく、各地域・自治体で判断していくということなのです

よね。もし今後、第２波、第３波がきた場合も、同様に各地域・自治体で判断してい

くということですね。 

吉田教育長 そのとおりです。 



 

議   事   要   旨 

6 

 

鳥越委員 ９月入学が話題になってますが。 

吉田教育長 ９月入学の案が出始めた当初は賛成の声が多かったようですが、９月入学への移行 

 には課題が多く、検討はしていくが果たして実現できるのか、ということのようです。

卒業を半年遅らせて実施した場合、国際基準から見ると、卒業が１年遅くなってしま

うとのことで非常にハードルが高い問題のようです。しっかりと議論していかないと

拙速な施策の決定では難しいように思います。今のところ町教育委員会及び学校とし

ては、今年度行事が少なくなるのはとても心苦しいですが、年度内に教育課程をどう

履修していくか考え、工夫して取り組んでいくしかないと思っています。 

その他よろしいでしょうか。……では、以上をもちまして、令和２年第６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 15分 

 


