
令和２年 第１２回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年１１月１８日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時５７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（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34号 令和２年度生涯学習センター及び公民館生涯学習サークル 

登録の追加について 
承 認 

報告第35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40号 令和２年度津幡町議会12月会議提出予定案件について 【非公開】 

議案第41号 津幡町立図書館資料収集方針について 可 決 

その他（１） 小中学校の休業日について 了 承 

その他（２） 科学のまち・つばた「科学の祭典」について 了 承 

その他（３） 当面する諸行事について  

その他（４） 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40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40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34号、第35

号、議案第41号、その他（１）、（２）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、12月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会

した。 

12月の教育委員会議日程：令和２年12月24日（木）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 12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 11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 10月 14日（水）開催の第 11回教育委員会議の内容を報告する。） 

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。10

月 15 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 23 日に県市町教育委員会連合会研究大会が中能登町で開催されました。当日

は「未来を思考する教育委員会のあり方」という研究テーマで、研究協議では白山市

と能登町の基調発表があり、その後４つに分かれて分科会が開催されました。。 

10月 31日に図書館を使った調べるコンクール表彰式がシグナスで開催されました。

今回は夏休みが短かったこともあり応募数が少なかったのですが、入賞作品のうち上

位２点が全国審査へ出品することとなりました。結果が分かり次第ご報告いたします。 

11月３日に町の表彰式が町役場庁舎で開催されました。今年度は新型コロナウイル

ス感染症の影響で多くの大会やコンクールが中止となったことで、表彰者は例年より

少なく、団体の方は代表者のみの出席とし、感染症対策をとった表彰式となりました。 

 主なものについての報告は以上ですが、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 34号～第 35号＞  

吉田教育長  続きまして、報告第 34号令和２年度生涯学習センター及び公民館生涯学習サークル

登録の追加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、生涯学習センターサークル登録の追加９件について報告する。） 

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。 
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全委員 承認 

吉田教育長  続きまして、報告第 35 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Ｐ１～９に基づき、申請２件について２件承認したことを報告する。） 

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。 

全委員 承認 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 40号＞ 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 40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 条例改正議案及び教育総務課所管の 12月補正についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、条例改正議案及び教育総務課所管の 12月補正予算内容について

説明する。） 

北山課長  続きまして、学校教育課所管の 12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 12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 12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 12月補正予算内容について説明する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第 40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 41号津幡町立図書館資料収集方針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立図書館資料収集方針について説明いたします。 

（資料Ｐ11～13に基づき、津幡町立図書館資料収集方針について説明する。） 

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  第５条の「リクエスト」を条文化した理由は。元々、図書購入の希望は聞いていた

のではないのですか。 

宮崎課長  希望は聞いていますが、基本的に図書館協議会等で本を選定することになっている

ため、町民みなさんの声を反映しようということを明文化したものです。 

鳥越委員  図書の紛失は結構ありますか。 

宮崎課長  返却しない方、持ち出す方は以前と変わらず多いです。新聞、雑誌等を破って持っ

ていくという行為もあります。 

吉田教育長 他にご質問等はございませんか。……それでは、承認ということでよろしいですか。 

全委員 可決 

＜日程第６ その他の議事（１）～（４）＞ 
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吉田教育長 では、続きまして日程第６ その他の議事（１）小中学校の休業日について説明い

たします。 

 （当日資料に基づき、小中学校の休業日について説明する。） 

吉田教育長  何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  同じ教科書を採択しいている河北郡市で統一されていないことは問題がないのでし

ょうか。 

吉田教育長  かほく市がすでに今年度から単独で実施しています。内灘町とも協議しましたが、

津幡町としては４日間長期休業日を減らすことは出来ないと判断したため足並みが揃

いませんでした。 

山本委員  今年は新型コロナウイルス感染症の影響で変則的なのは仕方がないですが、来年度

以降はこのままでもよいのでしょうか。 

吉田教育長  全国的にはもっともバラつきがあります。地域性や気候の問題があるので仕方がな

いのですが、石川県も昔は全市町同じ休みであったのが少しずつ４月のスタートを遅

らせて準備期間を増やす等、それぞれの地域で独自に規則改正をしています。それに

より、近隣の市町に合わせて改正していく市町や金沢市のように単独で決定している

など対応が分かれています。私も河北郡市で揃えるのが理想だと思いますが、かほく

市に合わせた場合、他の自治体と大きな違いがあり過ぎると判断したものです。 

渡邉委員 冬休みが短いのは雪国の学校としては大変辛いですね。 

吉田教育長 ３学期の始まりを１月７日とするのは中学校の強い希望です。私立高校の受験申込

準備のために少しでも早く手続きに入りたいという要望からです。 

渡邉委員 １学期の始まりも４月 7 日だとその年の暦によっては４月９日始まりとなる年もあ

るように思いますが。 

吉田教育長 そのようなことも考えられます。 

渡邉委員 それでもスタートが遅い方が現場の先生の準備に余裕ができるということで 7 日始

まりでもいいのですね。今年は授業日数が少ないなか、どこの学校を訪問しても進路

どおりに進んでいるということでした。頑張っている先生にとって、ゆとりのある日

程も大事ですが、休みが少ないのもモチベーションも下がるものと思われます。 

吉田教育長 他の市町が早く休みに入るなか、自分の学校がまだ休みに入らないというのも児

童・生徒にとってもあまりよくないと思います。 

山本委員 金沢市の夏休みが早いのはエアコンの導入率が３分の１なので仕方がないと思いま

す。 

渡邉委員 金沢市は長い間７月 20日が終業日ですが、エアコンが全校整備されたら変更するの

かもしれませんね。 

山本委員 若い先生からの要望はどうでしょうか。 
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吉田教育長 今年は新型コロナウイルス感染症の影響で県内はかなりバラつきがありましたが、

やむを得ないという感じでした。 

それでは、この件に関しましては 12月の教育委員会議で決定をしたいと思いますが

よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして日程第６ その他の議事（２）科学のまち・つばた「科学の祭典」

について事務局よりお願いします。 

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  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 了承 

吉田教育長 では次に、（３）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、12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、12月 24日（木）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、12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、12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  12月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、（４）その他としまして、事務局からは何かありますか。 

北山課長 11月５日に行われました、県中学校駅伝大会の結果についてご報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡、津幡南両中学校女子陸上部の結果及び北信越中学校駅伝 

 競走大会・全国中学校駅伝大会は、共に今年度は中止となっていることを報告する。） 

吉田教育長  その他、何かございませんか。 

山本委員  ＩＣＴの急激な導入が始まっていますが、学校現場では対応をできる体制になって

いるのでしょうか。国に頼らず町からも積極的に充分な教育を行う体制づくりをして

あげてはどうでしょうか。また、このことにとらわれて本来の授業がおろそかになら

ないか心配です。学校への充分な配慮をお願いしたい。 
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吉田教育長  学校によっては県の教育センターによる研修をすでに開催していますが、今後も増

えていくことと思います。また、今年度中に企業からの専門の方を招いて学校単位で

研修会を開催し、先生のスキルアップを図る計画を立てています。まずは先生に慣れ

てもらうことを目標としていますが、今後は県の方でも指導例を示してくれると思い

ますので、現場への支援を絶やさないように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。……では、以上をもちまして、令和２年第 12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 57分 

 


