
令和３年 第１回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年１月２１日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時３４分 

２ 場  所   津幡町役場２階 ２０６研修室 

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  藏本あゆみ教育総務係長 

５ 議題及び審議結果 

報告第１号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

報告第２号 津幡町立図書館資料に関する基準について 承 認 

報告第３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１号 令和３年度予算主要施策について 【非公開】 

議案第２号 就学援助費受給者の仮認定について 【非公開】 

その他（１） 令和２年度津幡町児童生徒生活状況調査について 了 承 

その他（２） 令和２年度小中学校卒業式・つばた幼稚園卒園式等の日程に
ついて 

了 承 

その他（３） 通級指導教室の新設について 了 承 

その他（４） 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（５） 第66回津幡町公民館大会について 了 承 

その他（６） 当面する諸行事について  

その他（７） 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。 

  審議に入り、報告第１号、議案第１号、第２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２号、第３号、その他（１）から（５）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、２月の会議の開催日を次のとおり決定



し、閉会した。 

２月の教育委員会議日程：令和３年２月15日（月）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１回

津幡町教育委員会の開会を宣言した。 

事務局書記について、１月より、細山課長補佐から藏本教育総務係長に交代したことを報告。 

＜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 13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。 

藏本書記 （令和２年 12月 24日（木）開催の第 13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。12

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。 

１月４日から、教育総務課と学校教育課が役場の新庁舎で業務を開始しました。生

涯教育課はこれまでどおりシグナスでの業務となり、庁舎が分かれましたが、連絡を

密にしながら業務を行っていきたいと思います。 

１月６日、小中学校の３学期の始業式を行いました。今年度は、新型コロナウイル

ス感染症の拡大による休業がありましたので、その影響で授業日数が少なくなってい

ることから、それを確保するために例年より２日早い３学期のスタートとなりました。 

１月 10 日、数年に一度という大雪のため、８時 30 分から臨時部長会が役場で開か

れ、災害警戒本部が立ち上げられました。会議の後、教育委員会では 12日（火）の小

中学校の臨時休業を決定し、すぐに各学校長へ連絡しました。 

１月 12日の町内小中学校の臨時休業は、前々日に各学校から保護者へ一斉にメール

で連絡していたため、大きな混乱はありませんでした。 

１月 16 日、まちなか科学館の最終開館日でした。この日は、約 40 名の親子の参加

があり、子どもたちに人気のスライム作りを楽しんでいました。科学館はこの後、約

３か月間の休業を経て、４月 17日（土）に「こども科学館」としてシグナス２階に新

しくオープンする予定となっています。 

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。 
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 ……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１号～第３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１号 就学援助費受給者の認

定について審議に入る前に、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、全会一致で報告第１号について承認し、非公開を解く。） 

吉田教育長 続きまして、報告第２号 津幡町立図書館資料に関する基準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に関する基準について報告いたします。 

（資料Ｐ１～22に基づき、津幡町立図書館資料に関する基準について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの説明がありましたが、何かご質問等はございませんか。 

（山本委員より、基準内容に関する質問等があり、説明をする。） 

山本委員 このような基準は、全国の図書館協会等でガイドラインが作成されているのではな

いですか。 

宮崎課長 日本図書館協会のガイドラインを参考に作成しています。 

吉田教育長 その他、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３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。 

（Ｐ23～30、当日資料に基づき、申請３件について３件承認したことを報告する。） 

吉田教育長 事務局より３件の申請についての承認の報告がありましたが、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１号、第２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１号 令和３年度予算主要

施策について審議に入る前に、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、全会一致で議案第１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２号 就学援助費受給者の仮認定について事務局より

お願いします。この議案につきましては、個人情報を含んでおりますので、非公開（秘 
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 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、全会一致で議案第２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）～（５）＞ 

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年度津幡町児童生徒生活

状況調査について事務局より説明をお願いします。 

北山課長 （別冊資料に基づき、町内児童生徒の生活状況調査の結果分析概要について報告す

る。） 

吉田教育長 ただいま分析の内容説明がありましたが、ご質問等はございますか。 

越村委員 この調査は津幡町独自で行っているものですか。他市町でもこのような調査を行っ

ているのでしょうか。 

北山課長 津幡町独自の調査です。他市町については確認しておりません。 

越村委員 この調査結果を、どのような形で学校へフィードバックし、先生方はどのように指

導に役立てているのでしょうか。また、この結果は保護者へ公開されているのでしょ

うか。 

北山課長 調査結果は、町の校長研修会で情報を提供し、課題を共有しています。町の教育セ

ンターでは、この調査で気になる結果になったものについて、例年「教育センターだ

より」にピックアップし、全保護者へ配布しています。各学校では、その学校の特性

として気になる点を「学校だより」に掲載し、保護者に見ていただいています。 

吉田教育長 このアンケートをどう生かしていくかということが大事な部分だと思っています。

集計にはかなりの時間と労力がかかりますので、学校の負担を減らすために集計は教

育委員会で行っています。学校別、学年別のデータは、各学校で気になるところを焦

点化し、保護者への啓発はもちろんのこと、子どもたちへの指導にも生かすことがで

きます。この貴重なデータを有効に生かすために、今後はＰＴＡとも連携し、子ども

たちの生活改善に役立てていきたいと思っています。 

スマホを持つことに関しては、増加の流れは止めることはできないと思います。今

後はスマホとどう付き合っていくかが大事になってきますが、「家庭のルールを決めて

いる」という子どもたちが少ないという結果が出ています。また、朝食を食べる子ど

もが、僅かですが年々減少傾向にあります。このような町全体として気になる点につ

いても、教育委員会と学校と連携して取り組んでいきたいと思います。 

越村委員  この資料は大変貴重な内容だと思います。調査をして終わらせるのではもったいな

いですので、各学校のＰＴＡ会長と家庭教育部会へこの資料を配布し、各学校の調査

結果から、現状に沿ったテーマを決め、ＰＴＡの講演会等を行えるとよいと思います。 

吉田教育長  そのようにしていきたいと思います。その他よろしいでしょうか。 
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山本委員 中学生の勉強時間が減っているのが気になります。確かに、この結果を受けて生徒

への対応を考えるということは大事なことだと思います。 

越村委員 今回の結果は、コロナ禍の緊急事態宣言の中での調査結果だと思いますので、例年

との差については、コロナ禍が原因なのかコロナ禍がなくてもこのような結果となっ

たのかは分析が必要かもしれません。 

鳥後委員 中学生の理想的な睡眠時間は何時間程度なのでしょうか。 

吉田教育長 個人の成長にもよりますが、７時間から８時間だと思います。部活動と勉強で８時

間の睡眠をとっている生徒は少ないと思います。 

渡邉委員 今回の結果は、コロナ禍でしたので、部活動の時間も減っているだろうし、勉強時

間が増えるなどの良い結果が出るのかと思っていましたが、どちらかといえば勉強時

間が減っているという結果でしたので、子どもたちは精神的に少し混乱というか落ち

着かない状況だったのかなと思います。私も、これだけの労力をかけて作成されてい

る資料ですので、ぜひ学校で有効に生かしてほしいと思います。校長先生方は真摯に

受け止めていると思いますが、先生方は多くのアンケートや調査で多忙化している中

で、いろいろな結果を集約できていないのではないかと思います。町全体や町Ｐなど

の大きな母体ではなく、先生方やＰＴＡなど、母体を小さくして取り組み、切実感を

持って少しずつクリアしていっていただきたいと思います。 

越村委員 「その他」の回答の割合が多いものについては、「その他」の内容について把握して

おくことも重要だと思います。回答に内容の記載があったものについても、調査報告

書にまとめていただきたいと思います。 

北山課長 そのようにしていきたいと思います。 

吉田教育長  その他よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（２）令和２年度津幡町小中学校卒業式・つばた幼稚園卒園式等の日程

について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ31、32に基づき、卒業式、卒園式の日程を確認し、新型コロナウイルス感染

症の拡大予防のため、出席者の制限、時間短縮での開催とし、教育委員の出席を控え、

教育委員会告示は書面によるものとすることを確認する。） 

吉田教育長 ただいま説明がありましたように、卒業式、卒園式については、昨年同様の対応と

いうことで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）通級指導教室の新設について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ33に基づき、通級指導教室の新設について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問はございますか。 
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（通級指導教室の概要について、質疑応答を行う。） 

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 では、続きまして、（４）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

お願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ34 に基づき、図書館を使った調べる学習コンクールの結果について報告す

る。） 

吉田教育長 ただいまの報告について、ご質問等はございますか。……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、（５）第 66 回津幡町公民館大会について事務局より説明をお願

いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ35に基づき、第 66回津幡町公民館大会の日程概要について説明する。） 

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  次に（６）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、２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。） 

総合教育会議を、２月 15 日（月）午後３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  それでは、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、２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、２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  ２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  では、（７）その他に入らせていただきます。事務局からお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ36に基づき、文化会館「シグナス」自主事業公演案内について説明する。） 

吉田教育長 令和３年度教育委員会主要行事年間予定表について事務局からお願いします。 

山崎課長 （令和３年度教育委員会主要行事年間予定表に基づき、教育総務課関係諸行事につい 

 て説明する。） 



 

議   事   要   旨 

6 

 

北山課長 （資料に基づき、令和３年度の学校教育課関係諸行事について説明をする。） 

宮崎課長 （資料に基づき、令和３年度の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

吉田教育長  ご質問等ありましたらお願いします。 

鳥越委員  オーストラリアの海外派遣を行うかどうかは、いつ頃決定する予定ですか。 

吉田教育長  今年度は、募集はしましたが、オーストラリアの入国制限が８月までとなりました

ので、選考前に中止を決定いたしました。来年度の実施についても、入国制限等の状

況をみて、今年度より早目に決定ということになるかもしれません。 

吉本部長  今年度中に調整に着手する予定となっていますが、早い段階で中止の決定を行うこ

とも想定しています。 

吉田教育長  その他、何かありましたらお願いします。 

山本委員  民法改正により成年年齢が引き下げられますが、来年の１月はまだ施行前ですか。 

吉本部長  2022年４月に施行となりますので、１月の時点ではこれまでどおりの成年年齢とな

ります。名称についても「成人式」で開催いたします。 

吉田教育長  事務局から、他に何かありますでしょうか。 

宮崎課長 （つばた健勝マラソン大会の中止について報告する。） 

吉田教育長 その他よろしいでしょうか。……では、以上をもちまして、令和３年第１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 34分 

 


