
令和２年 第１１回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年１０月１４日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時２２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33号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

議案第38号 令和２年度津幡町教育委員会表彰者の決定について 可 決 

議案第39号 令和２年津幡町議会10月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 科学のまち・つばた「科学の祭典」について 了 承 

その他（２） 令和２年度津幡町成人式について 了 承 

その他（３） 第６回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（４） 第63回津幡町文化展覧会について 了 承 

その他（５） 当面する諸行事について  

その他（６） 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鳥越委員を指名した。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39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39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33号、議案

第38号、その他（１）から（４）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、11月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

11月の教育委員会議日程：令和２年11月18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、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 11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、鳥越委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和２年 第 10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９月 25日（金）開催の第 10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。９

月 26 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。 

10月１日に県教育委員会セミナーが金沢市で行われました。山本委員と出席しまし

た。春蘭の里代表理事多田喜一郎氏が講師をつとめ「里山景観の保全・再生」という

演題でこれまでの取組について紹介されました。 

10 月 12 日は刈安小学校で遠隔授業を参観してきました。６年生の国語科で笠野小

学校とオンラインで繋いだ合同授業でした。今後も両校によるオンラインで繋いだ合

同授業を実施していきます。当日は県の徳田教育長も参観に来られ、ご指導いただい

ている金沢大学の加藤准教授とも懇談をいたしました。 

同日 10 月 12 日に町表彰者等選考委員会と町教育委員会表彰選考委員会が行われま

した。両委員会とも新型コロナウイルス感染症の影響で大会・コンクールが中止にな

っており例年よりも少ない人数でしたがそれぞれの委員会で選考されました。教育委

員会表彰につきましては後程事務局から報告いたしますので慎重にご審議いただきた

いと思います。 

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。 

全委員 了承 

＜日程第４ 報告する議案 報告第 33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 33 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。 
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宮崎課長 生涯教育課より津幡町社会教育委員会議の会議報告について報告いたします。 

 （当日資料に基づき、津幡町社会教育委員会議について報告する。） 

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。……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 38号～第 39号＞ 

吉田教育長 それでは、続きまして日程第５ 審議する議案につきまして、議案第 38号 令和２年

度津幡町教育委員会表彰者の決定について事務局より説明をお願いします。  

山崎課長 教育総務課から津幡町教育委員会表彰選考基準について説明いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町教育委員会表彰選考基準について説明する。） 

宮崎課長 では、生涯教育課より芸術文化奨励賞及びスポーツ奨励賞候補者について説明いた

します。なお、今年度は芸術文化奨励賞については、個人、団体ともに該当はありま

せんでした。 

（当日資料に基づき、スポーツ奨励賞候補者個人１人、１団体について説明する。）  

北山課長 続きまして、学校教育課より教育奨励賞候補者について説明いたします。 

（当日資料に基づき、教育奨励賞スポーツ部門の候補者 60人について説明する。） 

引き続きまして、教育奨励賞芸術文化部門の説明をいたします。 

（当日資料に基づき、教育奨励賞芸術文化部門の候補者７人について説明する。） 

吉田教育長 芸術文化奨励賞及びスポーツ奨励賞と教育奨励賞候補者の候補者について説明があ

りましたが、何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

山本委員 芸術文化奨励賞については、個人、団体ともに該当がなかった理由は新型コロナウ

イルス感染症の影響で大会が開催されなかったのが理由でしょうか。 

宮崎課長  文化協会や各学校には照会しましたが、該当はなしという回答でした。大会が開催

されなかったり選考が行われなかったりしたものと思われます。 

山本委員 スポーツ奨励賞の団体の部の津幡高等学校のバスケットボール部に津幡町の生徒は

いませんでしたか。 

宮崎課長 ２名在籍していますが、昨年ベスト４に入賞してすでに個人で受賞していますので、

今回は個人での表彰はありません。 

吉田教育長 ちなみに代替えの大会でも同等の大会と認められるものは対象としています。また、

新たな大会名のものもありますが、基準に該当していれば対象としています。しかし、

例年よりは数はかなり少なくなっています。 

他にご質問等はございませんか。……それでは、スポーツ奨励賞候補者の個人１人、

１団体と教育奨励賞スポーツ部門の候補者 60人、文化部門の候補者７人ついて、ご承

認ということでよろしいですか。 
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全委員 可決 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 39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。 

全委員 了承 

山崎課長 学校教育課所管（教育総務課分）10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（教育総務課分）の 10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 10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 10月補正予算内容について説明する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案 39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）～（６）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）科学のまち・つばた「科学の祭

典」について事務局より説明をお願いします。 

山崎課長 （当日資料に基づき、科学のまち・つばた「科学の祭典」について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして（２）令和２年度津幡町成人式について事務局より説明をお願い

します。 

宮崎課長 （資料Ｐ１に基づき、令和２年度津幡町成人式について説明する。） 

吉田教育長 ご質問はありますか。 

山本委員 今回は新型コロナウイルス感染症対策のため、２部制で行うのですね。 

宮崎課長 ２中学校に分けて実施します。 

山本委員 2022年の成人年齢改正の際の成人式開催について現状ではどうなっていますか。 

宮崎課長 2022年以降の成年年齢対象者４学年を対象にアンケートをとりました。現在、集計

が終了したところで、その結果をもって今後議論を行っていくところです。 

吉本部長 アンケート結果をもっていくつか案をだしていき、町としてどう判断をしていくか

ということです。 

山本委員 他の市町の現状はどうなっていますか。 

吉本課長 いくつか聞いている情報では従来どおり 20歳で実施の方向だそうです。 

宮崎課長 やはり 18歳で実施するのは難しいと判断しているようです。 

吉本部長 18歳で実施するという情報は県内の市町では今のところ聞いていません。 

山本委員 津幡町の場合は夏に実施するのかも検討していかなければなりませんが。 

宮崎課長 アンケートには女性の親からの「振袖を着せてあげたい」という意見もありました。 

山本委員 アンケートの結果をもって慎重な審議をお願いします。 
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吉田教育長 他にご質問はありませんか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（３）第６回図書館を使った調べる学習コンクールについて事務

局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ２～３に基づき、第６回図書館を使った調べる学習コンクールについて報告

する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（４）第 63 回津幡町文化展覧会について事務局よりお願いしま

す。 

宮崎課長 （資料Ｐ４に基づき、第 63回津幡町文化展覧会について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、次に（５）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、11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。） 

次回の教育委員会議ですが、11月 18日（水）午後１時 30分から開催したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

全委員 了承 

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、11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、11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 それでは（６）その他としまして、事務局からお願いします。 

山崎課長 （令和２年度河北郡市教育委員会連合会研修会の日程について報告し、教育委員の集

合時間の確認をする。） 

吉田教育長 その他、この際に確認しておきたいことはありませんか。 

山本委員  教育長の諸般報告でありました刈安小学校と笠野小学校との遠隔合同授業ですが、

学校の外部からのセキュリティ対策はどうなっていますか。 

吉田教育長  iPadのカメラとマイクを使用してやり取りしていますが、それぞれ独立したものを
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各小学校で使用していますので、情報が外部に漏れることはありません。 

 他にありませんか。……では、以上をもちまして、令和２年第 11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 22分 

 


