
令和２年 第１３回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年１２月２４日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時５２分 

２ 場  所   津幡町文化会館「シグナス」３階 多目的室 

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36号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第37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42号 
津幡町教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則に 

ついて 
可 決 

議案第43号 
津幡町立学校教職員の公用車の公務使用に関する規程の一部 

を改正する規程について 
可 決 

議案第44号 津幡町文化活動支援事業補助金交付要綱について 可 決 

議案第45号 令和２年度社会教育委員功労者表彰候補者について 可 決 

その他（１） 小中学校の休業日について 了 承 

その他（２） 第13回津幡町英語スピーチコンテストについて 了 承 

その他（３） 令和2年度津幡町立志式について 了 承 

その他（４） 成人式について 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。 

  審議に入り、報告第36号、第37号、議案第42号から第45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、

１月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 



１月の教育委員会議日程：令和３年１月21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、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 13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 12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 11月 18日（水）開催の第 12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。11

月 19 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。 

11 月 27 日に県市町教育長連合会の理事会が行われました。理事会では、令和３年

度の事業計画案、予算案について審議をいたしました。その後の研修会では、小松市

と羽咋市の教育長から取組の発表があり、意見交換を行いました。 

12月１日に、臨時の町校長研修会をシグナスで開催しました。条南小学校の教員の

逮捕を受け開催したもので、事件の概要を説明した後、教職員の服務規律の徹底を校

長に指示いたしました。 

12月５日に、科学のまち・つばた「科学の祭典」が行われました。今年度は、新型

コロナウイルスの影響で例年実施していますブース毎の体験コーナを取り止め、大ホ

ールでのサイエンスショーのみの開催としました。ショーでは午前と午後の２回に分

けて実施したところ 400 名近い参加者がありました。なお、当日午前中、まちなか科

学館でも特別イベントを行いました。 

12 月 12 日に、町成人式をシグナスで開催いたしました。新型コロナウイルスの影

響で８月の成人式が延期になっていたもので、感染症拡大防止対策のため津幡中学校

区を 13 時 30分から津幡南中学校区を 15 時 30分からの２回に分けて実施をいたしま

した。参加率は例年より若干低くなり 63％程度でした。 

 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。 

山本委員 成人式は和服が多かったですか。 
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吉本部長 女性は 99％の方が振り袖を着ていました。振り袖でない方は、それぞれの考えがあ

ってのことと思いますが、どんな気持ちだったのかと来賓の方から心配する声も聞か

れました。 

山本委員 出席率は例年より低くて 63％だったようですが、例年はどれくらいですか。 

宮崎課長 大体 70％強で、前年度は 73％でした。コロナ禍というのも少なかった理由として十

分にあると思います。 

吉田教育長 その他、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 36号～第 37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 36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。 

宮崎課長 生涯教育課より報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町社会教育委員会議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、何かご質問等はございませんか。 

全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 37 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Ｐ３～13及び当日資料に基づき、申請４件について４件承認したことを報告す

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 42号～第 45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 42 号 津幡町教育委員会

事務局組織規則等の一部を改正する規則について事務局より説明をお願いします。 

山崎課長 教育総務課よりご説明いたします。 

（資料Ｐ15～17に基づき、津幡町教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則

について説明する。） 

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

たら、津幡町教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則について可決という

ことでよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長  では、続きまして、議案第 43 号 津幡町立学校教職員の公用車の公務使用に関する

規程の一部を改正する規程について事務局より説明をお願いします。 
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山崎課長 教育総務課より報告いたします。 

（資料Ｐ19～20に基づき、津幡町立学校教職員の公用車の公務使用に関する規程の一

部を改正する規程について説明する。） 

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

たら、津幡町立学校教職員の公用車の公務使用に関する規程の一部を改正する規程に

ついて可決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 では、続きまして、議案第 44 号 津幡町文化活動支援事業補助金交付要綱について

事務局より説明をお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課よりご説明いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町文化活動支援事業補助金交付要綱について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等はございませんか。 

山本委員 公益財団法人いしかわ県民文化振興基金の助成金を受けている団体も助成金の対象

になるのですか。 

宮崎課長 なります。子ども対象事業は、３年間は公益財団法人から３分の２の助成がありま

すので、津幡町から３分の１を助成します。３年後に助成が無くなってしまうため、

町からの６分の１、最大８万円を助成することになります。５年間で終了のため２回

助成します。 

山本委員 町からは２か年で終了ということですね。 

宮崎課長 備品等は最初の３年間の間に助成金で購入してしまって、あとは講師の謝金のみが

必要な状態となるようにし、以降は会費でまかなえるようにしていくということです。 

山本委員 要するに３年間にプラスして町が２年間助成することによって、助成終了後には団

体として安定運営できると見込んでいるということですね。上手くいきますか。 

宮崎課長 そうなってもらうように期待するしかないです。 

山本委員 助成金を活用して是非体力をつけていただきたいです。基本的には各団体が自分た

ちだけで安定して運営できるのが本来の姿なので、助成期間にそれについてもきちん

と指導してください。高額な道具等は県の助成金で整備できているのですか。 

宮崎課長 例えば邦楽教室でいうと琴は購入すると 50万円くらいのため普通は買えませんが、

レンタルで対応しています。 

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、津幡町文化活動支援事業補助

金交付要綱について可決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  では、続きまして、議案第 45 号 令和２年度社会教育委員功労者表彰候補者につい

て事務局より説明をお願いします。 
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宮崎課長 生涯教育課よりご説明いたします。 

（当日資料に基づき、令和２年度社会教育委員功労者表彰候補者について説明し、表

彰者として決定してよいか諮る。） 

吉田教育長 事務局より候補者について説明がありましたが、何かご質問、ご意見等がありまし

たらお願いします。……ないようでしたら、令和２年度社会教育委員功労者表彰候補

者について可決ということでよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

＜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 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 ４月の始まりを２日遅くスタートさせる理由は。 

吉田教育長 年度初めの準備期間を確保するためです。４月５日始業式の場合、暦によっては４

月１日から４日までの間に週休日があると、準備期間が２日しかないことになってし

まいます。不登校対応をはじめ様々な事に対応し、きめ細かな準備が十分に必要なた

めです。 

山本委員 その遅くなった２日分を冬休みで調整するということですか。 

吉田教育長 そうです。冬休みを２日短くします。 

山本委員 学校の先生方のご意見はどうなのでしょうか。 

吉田教育長 校長会の代表の方には改正案が現状に合っていると同意を得ていますので、最終決

定を教育委員会議にお諮りします。ちなみに改正案は金沢市と同じ日程になります。

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止による学校休業がありましたが、それでも

各学校で工夫をして年間の授業日数を確保できましたので、休業日数を調整しなくて

も実施していけると思います。他にご意見はありませんか。……それでは事務局から

の改正案で規則を改正することをご了承いただけますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして（２）第 13回津幡町英語スピーチコンテストについて事務局より

お願いします。 

北山課長 （資料Ｐ21、22に基づき、第 13回津幡町英語スピーチコンテストについて説明する。） 

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、続きまして（３）令和２年度津幡町立志式について事務局より説明をお願い

します。 
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宮崎課長 （資料Ｐ23に基づき、令和２年度津幡町立志式について説明する。） 

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、続きまして（４）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Ｐ24～27に基づき、成人式について説明する。） 

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、（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、１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。） 

 １月と２月の教育委員会議ですが、１月 21日（木）午後１時 30分からと２月 15日

（月）午後１時 30分から開催したいと思っており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、１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、１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  １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、（６）その他としまして、事務局からは何かありますか。 

山崎課長  教育委員会事務局の移転についてご報告します。 

（資料Ｐ28～32に基づき、教育委員会事務局の移転について報告する。） 

吉田教育長  では、その他、何かありましたらお願いします。 

山本委員  以前からもお伝えしていますが、国が小学校２年生の 35人学級を令和３年度から実

施するにあたり、県が独自で実施していた 35人学級の財源が不要となる分を５年生に

移行してほしいということをお願いしてほしいです。特に、現在４年生で 1学級 35人

の学校がありますので、そのクラスは１人増えれば２クラスに増えることになります。

さらに、令和４年度は小学校３年生が実施されるので、同じく財源を今度は６年生に

移行し、その翌年度は、中学生に移行していくように順送りしていくよう要望してほ

しいです。 

吉田教育長  県の教育長会で伝えていきます。その他にありませんか。 
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山本委員  この度の条南小学校の教員の不祥事を受けてですが、日頃どのような指導をされて

いるのでしょうか。全国的に不祥事が増えてきているように感じますが。 

吉田教育長  数字的に示すことはできませんが、決して現場の教職員の気持ちが緩んでいること

はありません。今年に関しては新型コロナウイルス感染症拡大防止による学校休業や、

小学校においては新学習指導要領のスタートにより英語や道徳の教科化があって、先

生の緊張度はむしろ高まっています。多忙化によるストレスが不祥事に繋がるという

よりも、教員という職務に対する自覚が希薄な教員が全国をみると多くなっているの

かもしれません。石川県の最近での不祥事でも校長やベテラン教員であったり、今回

は若手教員であったりするように、個々の自覚の問題であると思います。あらためて、

職責の重さを自覚させるとともに、教員という仕事はやりがいのある仕事だと思える

ような学校づくりをしていく必要があると思います。それぞれの先生に言葉で実感し

てもらうのは難しいと思いますが、少しずつでも実感できる学校づくりをしていけた

らと思います。その他にありませんか。 

越村委員  子どもの視力と学力の関係性についてですが、眼科の医師の話では、子ども達の間

でスマートフォンの普及により、ピント合わせができない子どもが増えてきているら

しく、小学校低学年でも見えているのかどうか分からない状態で授業を受けている児

童がいるそうです。授業をする学校の先生からしてみれば個人の能力で分からないの

か、見えてなくて理解できないのかは判断できないと思います。眼科検診では視力の

検査のみのため、認識されている検査にまでは注力はしないため分かりません。しか

し、この問題を早い段階で把握していくことで結果として学力の向上に繋がると思わ

れるため、眼科の医師も協力してくださるとのことですのですので、啓発していくこ

とを町として検討していただきたいです。 

また、児童・生徒への実施に先立って先生への理解を得るための研修の必要性も眼

科の医師は強くおっしゃられています。そうすることで児童・生徒への先生からの誤

解もなくなることも期待できますので、その際は協力いたしますとのことです。 

吉田教育長  毎年行われている生活状況調査ではスマートフォンの利用時間が確実に年々増加傾

向にあります。また、スマートフォンの利用についての約束を家庭で決めている率が

津幡町は全国平均を下回っています。視力との関係性についての具体的なデータはま

だありませんが、是非踏み込んでいけたらと思いますので、ＰＴＡの方々と協力して

実施していけたらと思います。その他にありませんか。 

鳥越委員 津幡中学校の２年生の生徒が火事で行方不明になっていることについてですが、ク

ラスも部活動も違い、出身小学校も違う生徒でも男子を含めた数人が、休み時間に泣

いているという話を聞きますが。   

吉田教育長 命にかかわることなので思春期の生徒にとってはとてもショックな出来事だと思いま 



 

議   事   要   旨 

7 

 

 す。校長と連絡をとりながら、必要時にはスクールカウンセラーを派遣できる体制を

整えています。 

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 13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 52分 

 


