
令和２年 第９回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年８月２１日（金）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時４３分 

２ 場  所   津幡町文化会館「シグナス」１階 リハーサル室 

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  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25号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第26号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

報告第27号 津幡町多子世帯学校給食費助成金交付要綱について 承 認 

報告第28号 津幡町体育施設条例の一部を改正する条例について 承 認 

報告第29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32号 津幡町教育委員会点検・評価報告書について   可 決 

議案第33号 津幡町体育施設管理運営規則の一部改正について   可 決 

議案第34号 令和３年度使用小中学校教科用図書の選定について 【非公開】 

議案第35号 就学援助費の支給単価の変更について   可 決 

議案第36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年度グッドマナーキャンペーンについて 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山本委員を指名した。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26号及び議案第34号、第36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26号及び議案第34号、第36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、報告第25号、第27号から29号、議案第32号、第33号、第35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、可決、了承した。また、

９月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

   

９月の教育委員会議日程：令和２年９月２５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９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８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７月 10日（金）開催の第８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。７

月 11 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。 

７月 14日に県教育委員会連合会理事会が金沢市役所で行われました。この会では令

和２年度の研修事業について確認した後、校務支援システムの業者説明会があり、選

定会を行いました。選定の結果、本町で導入している業者のシステムに決定しました。

今後各市町が校務支援システムを導入する際に、本町と同じシステムが導入されるこ

とになるため、市町間で教職員の異動があった場合でもスムーズに校務を遂行できる

メリットがあります。 

８月７日に河北採択地区協議会が行われました。詳細につきましては、後程議案審

議で学校教育課からご説明をいたします。 

８月 18日に町教職員の初任者研修がありました。本研修では初任者と採用２年目の

教職員が参加して研修を行いました。指導力の向上について研修を行いました。 

８月 19 日に小中学校管理職研修をシグナスで開催しました。参加者は各学校の校

長、教頭、教務主任になります。講師には、元宇ノ気小学校長で、現在学力向上プロ

グラムサポート事業で学校指導を行っている田畑寿史氏にお願いし「指導力差に対す

る組織的対応」について講演をしていただきました。各学校の組織的学校経営や学力

向上の面でお話いただき、大変有意義な研修となりました。 

 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。 

全委員 了承 
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＜日程第４ 報告する議案 報告第 25号～第 29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 25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Ｐ１～３に基づき、津幡町外部評価委員会、津幡町国際交流推進委員会、津幡

町科学のまち推進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。 

（資料Ｐ４に基づき、豊かな心を育む津幡町民会議の会議内容について報告する。） 

吉田教育長 ただいま４件の報告がありましたが、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 26 号 就学援助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援助受給者の認定について報告いたします。資料をお配りしま

す。 

（当日資料に基づき、就学援助申請２件について、所得などを調査した結果、２件を

認定したことを報告する。） 

（全会一致で承認し、非公開を解く。） 

吉田教育長  続きまして、報告第 27号津幡町多子世帯学校給食費助成金交付要綱について事務局

よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ５～11に基づき、津幡町多子世帯学校給食費助成金交付要綱について説明す

る。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。 

山本委員  支給回数は３回になったんですね。 

北山課長  そうです。 

山本委員  それは良かったです。ところで、目的ですが、津幡町立学校設置条例に規定する児

童・生徒が対象のようですが、第３条に特別支援学校の小学部又は中学部が出てきま

す。また、私立中学校は対象外ですが、それでいいのですか。 

吉本部長  特別支援学校は町内に同様の学校がないため、やむを得ず通う方のために該当にし

ています。 

吉田教育長  私立中学校については、授業料や交通費を負担してまで敢えて町外の学校を選択し

て通われるということは、経済的にもゆとりがあると思われるため、助成対象としな

くてもよいのではということで対象外としました。 
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山本委員 第８条に助成金の交付を保護者ではなく学校長に委任するとなっていますが、これ

はどういうことですか。 

北山課長  保護者に給食費の未納があった場合に、町から学校長に直接支払いができるという

ことです。 

山本委員  第７条にある年度途中に助成の対象となった場合、対象となった月の翌月からとな

っている理由は。 

山崎課長  日割りではないため、事由が発生した翌月に統一したものです。 

吉田教育長  その他、何かご質問等はございませんか。……ないようでしたら、ご承認いただい

て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 28号津幡町体育施設条例の一部を改正する条例について事務局

よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ13～21に基づき、津幡町体育施設条例の一部を改正する条例について説明す

る。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。……ないようでし

たら、ご承認いただいて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 29 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Ｐ23～26に基づき、申請１件について承認したことを報告する。なお、承認後

大会は中止となっていることも報告する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。 

山本委員  大会要項に新型コロナウイルス感染症対策についての記載がありませんが。 

宮崎課長  町は貸館をする際に必ず守ってもらうよう伝えています。 

吉田教育長  その他、何かご質問等はございませんか。……ないようでしたら、ご承認いただい

て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 32号～第 36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 32 号 津幡町教育委員会

点検・評価報告書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。 

（点検・評価報告書の内容について、質疑応答を行う。） 
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吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。ただいま、ご指摘がありましたところを修正した上

でご承認いただく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 それでは、続きまして、議案第 33号津幡町体育施設管理運営規則の一部改正につい

て事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、津幡町体育施設管理運営規則の一部改正について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。……ないようでし

たら、ご承認いただいて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 34号の審議に入る前に、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 34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 35号就学援助費の支給単価の変更について事務局よ

り説明をお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ27に基づき、就学援助費の支給単価の変更について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。 

越村委員  今回変更した理由は。 

北山課長  町議会の令和２年６月会議での一般質問で「保護者の負担になっているのではない

か」という質問に対し、町長の答弁として「多子世帯の方に支給する。」としたことで、

先ほどの報告第 27号の要綱を制定したことと併せて、前々から懸案事項となっていた

就学援助費の単価についても少しでも保護者負担を減らすということで同時期に変更

することとしました。 

越村委員 それではこのコロナ禍への対策という理由ではなく、以前からそういう話があり、

この時期だったということですね。 

吉本部長 今年の６月会議で「今年度中に実施したい。」と町長が明言したもので、昨年までの

議会の一般質問でも何度か質問があった際に町長答弁として「近隣の市町の状況及び

負担の公平性をみながら。」としてきたところで、今まで精査してきた経緯があり、こ

の時期に併せて変更することとなりました。 

吉田教育長  その他、何かご質問等はございませんか。……ないようでしたら、ご承認いただい

て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 36号の審議に入る前に、この議案につきましては、議案

が議決されるまで非公開（秘密会）としてよろしいかお伺いします。 
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全委員 了承 

山崎課長 教育総務課所管の９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９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９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９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９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９月補正予算内容について説明する。） 

山崎課長 教育総務課所管の７月専決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７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 36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年度グッドマナーキャン

ペーンについて事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ29に基づき、令和２年度グッドマナーキャンペーンの概要、日程について説

明する。また、教育委員の出務日の確認を行う。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。当日、よろしくお願いいたします。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、次に（２）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、９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。） 

北山課長  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、９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、９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  今後の教育委員会の行事について説明がありましたが、今年度は新型コロナウイル

ス感染症対策のため、運動会の来賓の案内を中止しているため教育委員としての出席

はありません。学校訪問につきましては２学期から再開しましたが、簡略したかたち

で実施されるようです。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。（９月の教育委員会議は９月 25日（金）13時 30分、10月の教育委員会議は 10

月 14日（水）13時 30分開催で確認） 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（３）その他としまして、事務局からお願いします。 

山崎課長 （当日資料に基づき、令和２年度東海北陸六県市町村教育委員会連合会理事総会、研 
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 究協議会について報告する。また、町教育委員会表彰選考委員会を 10 月 12 日(月)15

時に開催し越村委員の出席を確認する。） 

北山課長 （当日資料に基づき、令和２年度小中学校時間外勤務状況について報告する。） 

宮崎課長 （資料Ｐ30に基づき、令和２年度生涯教育課事業の中止等について説明をする。） 

吉田教育長 その他、何かありませんか。 

越村委員 会議等の資料を電子化（ペーパレス化）することへの町の取組状況はどうなってい

ますか。実際に私が携わっている関係機関で一切書類を廃止し、タブレットを使用し

て会議をテスト的に行っているところがあります。そちらの方の意見を聞きますと、

いろいろな問題はありますが、圧倒的にメリットの方が多く、例えば印刷をする作業

が簡略化され紙の無駄をなくすことができたこと、そして、なにより情報を迅速に周

知することができるようになり、さらにいつでも確認できるということもあり情報管

理の観点からも実施していただけたらと思います。 

吉本部長  まず以前から町議会では導入するための取組はされています。そのためには環境整

備が必要で、庁舎建替え構想がでる前からも話が出ていましたが、現在の新庁舎建設

にはそれを含めた整備がされることになりました。よって、令和３年度からはタブレ

ットを導入した会議を行うことになっています。それに伴い、町部局の方でも実施し

ていくことになってくると思われます。よって、今後町のこのような会議もタブレッ

トを使用した会議になっていけば紙の無駄をなくすことができるのではと思います。

ちょうど近隣では、小矢部市議会がすでにタブレット化を行っており、小矢部市から

の情報では利点が多々あり、津幡町議会も早めに進めていきたいという報告があった

ところです。 

越村委員 個人情報や秘密事項を含む重要な書類をいただくことが多く、運搬や保管及び廃棄

にはかなり気を遣っています。電子化すれば先ほど申し上げた作業の簡略化や情報の

迅速化が図れ、紛失などの過失も防げます。議会が進めているのであれば、町部局も

追随して是非進めていってください。しかし残念ながら、ペーパレス化に拒絶反応を

示す方がいることも承知していますが、コロナ禍で子どもたちに電子化を進める動き

が進んだように、子どもたちだけに強制するのではなく、そのような方々も含めて上

手く進めていく取組をお願いします。 

山本委員 町の組織改革の報道がありましたが、教育委員会内の改革はどうなってますか。 

宮崎委員 国際交流員が教育総務課に異動になります。 

吉本部長 基本的に現状を維持することになっていますが、教育総務課と学校教育課の勤務地

がシグナスから本庁へ移動することから、それに伴う変更はあります。 

山本委員 教科担任制について進めていってほしい。以前からの 35人学級と併せてお願いした

い。 
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吉田教育長 報道によりますと 2022年度から教科担任制が一歩進むようです。教科は英語、算数、 

理科のようです。理科は予備実験を含め、準備が必要なためと思われます。他の科目 

 に関しては、少人数制が定着しているので、多人数のままで教科担任制化することと

比較してどうなのかと思います。今後、文部科学省の動きを注視していきたいと思い

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９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 43分 

 


