
令和２年 第７回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年６月２４日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時４３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（４名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、鳥越千春委員、渡邉加寿子委員 

 欠席委員   越村 崇委員 

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22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23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28号 津幡町教育委員会点検・評価報告書（案）について 継 続 

議案第29号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

議案第30号 就学奨励費受給者の認定について 【非公開】 

その他（１） 当面する諸行事について  

その他（２） 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30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30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22号及び第

23号、議案第28号及び第29号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28号については継続審議、報告第22号及び第23号、議案第29号について原案どおり

承認、可決した。また、７月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

７月の教育委員会議日程：令和２年７月１０日（金）午後３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  

〔教育委員会議の前に、山本祝男教育委員へ県市町教育委員会連合会からの表彰の伝達を行う。〕 

吉田教育長は、越村委員が所用で欠席する旨を伝え、委員定数５名中４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７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２年 第６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５月 21日（木）開催の第６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。５

月 22 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。 

５月 28日に寄付贈呈式が行われました。町内在住の行政書士出見世雅之氏から町内

の小中学校へ絵本 20冊の寄付を受けたものです。 

６月１日から町内小中学校で通常授業が再開されました。３月に休業になってから

４月に１週間だけ授業が再開されましたが直ぐに休校になり、そのまま２か月間休校

となっていました。５月に分散登校を開始し、６月１日から通常どおりの体制で、給

食も提供し授業を行っています。 

６月２日及び３日に町内小中学校を視察しました。学校が再開したということで学

校の様子及び感染症対策の状況を確認するために実施いたしました。小中学校６校を

視察し、校長と懇談してきました。 

６月 22日に、郡市小中学校長研修会が内灘町清湖小学校で開催されました。金沢教

育事務所から所長、管理課長、指導課長の３名が出席。所長からは金沢教育事務所の

今年度の重点取組についての話がありました。 

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 22号～第 23号＞ 
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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。報告 

第 22号行政委員会等の会議及び委員委嘱の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Ｐ１～２及び当日資料に基づき、津幡町図書館協議会、津幡町文化会館運営委

員会の委員の交代について、また町社会教育委員会議及び町青少年育成センター運営

協議会について報告する。） 

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 23 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Ｐ３～11に基づき、申請２件について２件承認と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 28号～第 30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 28号津幡町教育委員会点

検・評価報告書（案）について事務局より説明をお願いします。 

山崎課長 （別冊資料に基づき、津幡町教育委員会点検・評価報告書（案）について説明する。） 

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

山本委員 ２、３ページの「基本目標・施策」と、「５自己評価・点検シート」はリンクしてい

ないように見えますが、どうリンクしているのですか。 

山崎課長 「自己評価・点検シート」は平成 31年度の教育基本方針の重点施策を対象としてい

ます。「基本目標・施策」を基に教育基本方針の重点施策を策定していますが、「基本

目標・施策」と教育方針の重点施策の番号等が対応していないため、教育基本方針の

重点施策の「基本目標」の番号と照らし合わせてご覧いただきますようお願いいたし

ます。 

渡邉委員 「基本目標・施策」は変わらないのもので、教育基本方針の重点施策は平成 31年度

に特に目標を掲げたものですよね。外部評価委員会ではその点を分かりやすく説明を

したほうがよいかと思います。 

山本委員 評価が全てＡとＢだけですよね。Ｃはなかったのですね。 

山崎課長 そうです。 

山本委員 ７ページの(１)の②小中学校におけるＩＣＴ機器整備促進とプログラミング教育の 
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 推進の評価はＢとなっていますが、そのとおりでしょうか。 

吉田教育長 本来、令和５年度までの計画であったものが今回の新型コロナウイルス感染症の拡

大予防のため前倒しになったもので、昨年度の段階ではほぼ計画どおりでした。 

山本委員 ＩＣＴ支援員は何人いますか。 

山崎課長 外部委託をしており各学校に月２回ＩＣＴ支援員が行っています。 

山本委員 今後、パソコンが１人１台整備になった時の対応は。 

山崎課長 今後を見越して検討しているところです。整備するパソコンによってサポートが受

けられる業者もありますが、入札により決定するため今後どのように計画していくか

検討していきます。 

山本委員 例えば入札の条件にインストラクター派遣を条件にできないのでしょうか。このま

までは学校の先生はとても大変だと思います。できるだけ負担を減らす方法を考えて

ほしいです。 

吉本部長 入札については町入札基準に則り行われます。 

山崎課長 補助事業で GIGAスクールサポーターを半年間活用することができます。その期間を

活用してマニュアル作成ができないかと考えています。 

吉本部長 先生の負担にならないように考えています。 

吉田教育長 ＩＣＴ支援員の回数を今後増やせないかということは十分検討したいと思います。 

それでは、後日開催する外部評価委員会で委員の方からいただいた意見を追加し、８

月の教育委員会議で再度審議をお願いしますので、この議案に関しましては、継続審

議としてよろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして議案第 29号教育委員会の委嘱等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Ｐ13に基づき、津幡ふるさと歴史館運営委員会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。 

山本委員 確認ですが、この委員委嘱を報告ではなく審議する理由は。 

宮崎課長 今回の委員は全員が新しい任期で委嘱された委員だからです。 

山本委員 住所の記載は不要では。 

吉本部長 選任議案であり同姓同名の方もいらっしゃるので確認のためです。しかし、山本委

員のご意見をふまえて検討していきたいと思います。 

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、議案第 29号についてご承認と

いうことでよろしいでしょうか。 
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全委員 可決 

吉田教育長 続きまして、議案第 30号就学奨励費受給者の認定について事務局より説明をお願い

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 

北山課長 学校教育課より就学奨励費受給者の認定について説明いたします。資料をお配りし

ます。 

（当日資料に基づき、就学奨励費申請 185 件について、所得などを調査した結果、

承認 165件、不認定 20件である旨を説明し審議を求める。） 

（山本委員より奨励費受給者の認定等について質問があり、説明後、全会一致で可決し、非公開を

解く。） 

＜日程第６ その他の議事（１）～（２）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）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、７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、７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、７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 ７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。（７月の教育委員会議は７月 10日（金）15時

30分開催で確認） 

全委員 了承 

吉田教育長  では、（２）その他に入らせていただきます。事務局から説明をお願いします。 

山崎課長  教育総務課からご説明いたします。 

（小中学校の換気及びフェイスガードの配布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。 

（当日資料に基づき学校訪問計画について及び町内在住小中学生への夏用マスクの配

布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。 

（当日資料に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大予防によるイベント状況につ

いて説明をする。） 
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吉田教育長  事務局より５件について説明がありましたが、ご質問はありませんか。 

山本委員  小中学校で密にならないための対策として教室の大きさが限られているので、教室

内の外に出せるものを外に出して、できるだけ教室を広く使えるように工夫するのは

どうでしょうか。 

吉田教育長  授業に広い会議室を使用している学校や、給食の時に空き教室を利用して２クラス

を３部屋に分けている学校があります。また、山本委員のご意見のように教室の教師

の机を外に出し児童の机だけにするなど、すでに対策を行っている学校が見られます

ので、校長会などで情報共有をして他の学校でも工夫をしていくようにしていきたい

と思います。 

また、以前にも保護者からご指摘があった鞄が重いという件ですが、教科書を学校

に置いていくなどの対応をしてきましたが、これから夏に向かって暑い中登下校する

児童・生徒のためにさらに工夫をできないかということも校長会を通じてお伝えした

いと思います。……その他よろしいでしょうか。 

鳥越委員  先生はフェイスガードを付けて授業を行っているのですか。 

吉田教育長  学校には教職員用を配布はしましたが、使用は各自の意思で、マスクの方もいらっ

しゃいます。 

鳥越委員  フェイスガードは大きな声を出すと息苦しいと聞きますが大丈夫なのでしょうか。 

吉田教育長  フェイスガードの場合はマスクを外しますし、空間もあるのでフェイスガードの方

が息はしやすいとの意見もあります。また、先生の表情が見えるので低学年には安心

感があると思います。特に、英語の授業は口元が見えるので良いと思います。……そ

の他の案件でも結構ですので何かありませんか。 

渡邉委員  先生は朝の検温や消毒作業など通常より業務が増えているため、かなり負担になっ

ているのではないのでしょうか。 

吉田教育長  通常より業務が増えていることは間違いありません。朝の検温は当番制で行ってい

ます。消毒作業は一部ＰＴＡのお手伝いをいただいている学校もありますが、ほとん

どの学校は教職員が行っています。また、トイレ掃除を児童が行っていたところを教

職員が分担して行っている学校もあります。例年は多忙な中でも一学期を乗り切って

夏休みに業務の調整を行うことができましたが、今年は夏休みが２週間しかありませ

んので、できるだけ行事等を見直して教職員の多忙化を抑えたいと思います。 

渡邉委員  体育ではプールが中止になって、音楽も歌を歌えないなど出来ないことが多くなっ

ているなか、その分を国語や算数に振り替えることは可能なのでしょうか。 

吉田教育長  小学校に関しては国語や算数の遅れを取り戻すためにも振り替えて行うよう具体的

な目安を指導主事の方から示してあります。中学校についてはプールの時間に保健の

授業を前倒しで行っています。いずれにしても夏季期間は暑いため教室での授業を行 
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 うよう伝えてあります。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７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 43分 

 


