
令和２年 第８回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年７月１０日（金）開会 午後３時３０分、閉会 午後４時１８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、越村 崇委員、渡邉加寿子委員 

 欠席委員   鳥越千春委員 

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24号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

議案第31号 令和２年津幡町議会７月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 令和２年度小・中学校・幼稚園運動会日程について 了 承 

その他（２） 当面する諸行事について  

その他（３） 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。議案第31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31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24号、その

他（１）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、承認、了承し

た。また、８月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

８月の教育委員会議日程：令和２年８月２１日（金）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、鳥越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８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２年 第７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６月 24日（水）開催の第７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。６

月 25 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。 

６月 30日に外部評価委員会を行いました。委員会では昨年度の教育委員会の取組に

ついて自己点検評価したものを、資料を基に説明をし、委員の皆様からご意見をいた

だきました。詳細につきましては、後程報告議案で事務局からご説明をいたします。 

７月７日に町教職員の管理職研修を行いました。学力向上の取組について、講師の

条南小学校の中谷校長が、現在組織的に取り組んでいる取組について説明をいたしま

した。特に主任層との連携を戦略的に進めて、教員個々の力量を高める取組で成果を

上げているとのことでした。参加した校長からは参考になることが多く、大変有意義

な研修でしたとの声が聞かれました。 

 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 24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

報告第 24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。 

山崎課長 教育総務課より報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町外部評価委員会の会議内容について報告する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より報告いたします。 
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 （資料Ｐ２に基づき、津幡町図書館協議会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。……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 31号＞ 

吉田教育長  では、続きまして、議案第 31 号 令和２年津幡町議会７月会議提出予定案件につい

て事務局よりお願いします。なお、町議会７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 

北山課長 学校教育課所管の７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７月補正予算内容について説明する。） 

宮崎課長  続きまして、生涯教育課所管の７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７月補正予算内容について説明する。） 

北山課長 学校教育課所管の６月専決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月専決予算内容について説明する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第 31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）～（３）＞ 

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２年度小・中学校・幼稚園

運動会日程について事務局より説明をお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ３に基づき、令和２年度小・中学校・幼稚園運動会日程について説明する。） 

越村委員  日程が午前となっていますが、例年朝から始まって午後２時、３時頃まで実施され

ていますが、今年度は午前中に実施し、給食を食べて終了というのは全校同じでしょ

うか。 

吉田教育長 中規模校以上につきましては、平日の開催で午前中に実施し、給食を食べて、午後

は授業を行い下校となっています。午後の授業につきましては学校毎に教科の授業を

行うのか、学活を行うのかは学校の裁量によります。小規模校につきましては、地域 

 との話し合いで土曜日に実施しますが、それでも例年とは違う形で実施すると聞いて

います。 

 また、保護者の方の参加につきましては制限をするのかは検討中で、今後の県内の

感染状況を踏まえて判断して、お知らせすることになります。 

越村委員  例年、地域の方々等の来賓の方の参加がありますが、これも変わってくるというこ

とでしょうか。 

吉田教育長 基本的には、来賓の方へのご案内はしないということになるかもしれません。入学 

式、卒業式と同様の対応になるかもしれません。……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）当面する諸行事について事務局より説明をお願いします。 

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、８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、８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、８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 ８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。（８月の教育委員会議は８月 21日（金）13時

30分開催で確認）ご質問等はございますでしょうか。 

渡邉委員 学校の通知表渡しはどのような形で実施されますか。 

吉田教育長 ８月の第１週に各学校で予定されています。基本的には保護者と面談して渡します

が、児童に渡して、その後に保護者の希望により面談を実施するという小学校が複数

あります。中学校につきましては、進路のこともありますので、例年どおりの形で実

施されます。その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（３）その他としまして、津幡町多子世帯学校給食助成金交付要綱の制定

について（案）について事務局からお願いします。 

山崎課長 （当日資料に基づき、津幡町多子世帯学校給食助成金交付要綱の制定について（案）

について報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますでしょうか。 

山本委員 ３人の内１人だけ補助対象ですね。毎月保護者が負担して、年度末に一括で助成金 

を支払うということですが、事務的に煩雑なのは分かりますが、毎月の負担が大変だ 

 から申請するのですから、毎月交付することはできませんか。 

山崎課長 各市町の要綱を調べたところ、年度末に一括という市町がほとんどですが、交付回

数を増やすことができないか検討したいと思います。 

山本委員 せっかく実施するのであれば、保護者の負担をできるだけ減らすことを考えてあげ

てください。 

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 続きまして、令和２年度の宿泊を伴う学校行事の中止について、私から説明いたし 

ます。（当日資料に基づき、令和２年度の宿泊を伴う学校行事の中止について説明す 
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 る。）ご質問等はございますでしょうか。 

 （吉本部長入室） 

山本委員  映像等を用いて修学旅行先を観るなどのバーチャル体験を行う等、代案等を学校で

考えているのでしょうか。 

吉田教育長  教職員の間でも何らかの形で思い出を残せないかと考えているところです。また、

中学生位になると生徒が自分たちで、代わりのアイデアを出していくことも教育の一

つと考えています。修学旅行に関しては来年度というわけにはいかないので、何とか

してあげたい思いはありますが、大変残念ですが、現在の状況下では仕方がないと思

います。 

 なお、県内では金沢市のみ正式に中止を決定しています。他の市町の情報を集めま

したがほとんどの市町が未定とのことでした。津幡町では来週 14日に公表します。保

護者の方にも生徒を通じてお知らせします。 

越村委員  返金額は純粋に積立した額が戻ってきますか。 

吉田教育長  はい、集金額をそのまま返金します。 

越村委員  自主プランは予定どおり実施するのですか。 

吉田教育長  宿泊を伴わないため、感染状況が悪くならない限り今のところ実施予定です。 

越村委員  自主プランについて否定的な考えの保護者もいらっしゃいます。金沢市内の観光地

に行くことになると、感染リスクが高まることもあり心配している声も聞かれます。 

吉田教育長  状況を踏まえて判断していきます。他にありませんか。 

渡邉委員  お知らせの文面の代案行事に児童・生徒に過度な期待を持たせてしまうことが案じ

られます。今後の状況によって代案行事の実施も難しいかもしれない中、楽しみにし

ている児童・生徒もいるので、十分に配慮して配布してほしいです。 

吉田教育長  様々な行事が中止となる中で、リスクを避けながら制限下できることがあればと考

えています。もちろん、実施に際してはその時々の状況で判断することになります。 

他にありませんか。 

山本委員  ３密対策としても 30 人学級の実現にむけて県・国に一層強く要望をしてほしいで

す。 

吉田教育長 県教育長会でも以前からまず 35人学級を要望していますが、この度の新型コロナウ

イルス感染症対策で、さらに強く要望をしていきたいと思っています。 

 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長  それでは、以上をもちまして、令和２年第８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 18分 

 


