
令和３年 第２回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年２月１５日（月）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時２３分 

２ 場  所   津幡町役場２階 ２０５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４号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

報告第５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３号 令和３年度津幡町教育方針について  継 続 

議案第４号 津幡町公立学校管理規則の一部を改正する規則について  可 決 

議案第５号 津幡町教育委員会職員の勤務時間に関する規則及び津幡町 

まちなか科学館管理運営規則の一部を改正する規則について 
 可 決 

議案第６号 津幡町教育委員会事務決裁規程及び津幡町科学のまち推進 

委員会設置規程の一部を改正する規程について 

 可 決 

議案第７号 令和３年津幡町議会３月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 令和３年度小中学校入学式の日程について 了 承 

その他（２） 第13回津幡町英語スピーチコンテスト実施報告について 了 承 

その他（３） 令和３年度津幡町中学生海外派遣交流事業について 了 承 

その他（４） 令和３年度津幡町小学生国内派遣交流事業について 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。 

  審議に入り、報告第４号、議案第７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５号、議案第３号から第６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、議案第３号については継続審議、その他については承認、

可決、了承した。また、３月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

３月の教育委員会議日程：令和３年３月23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２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３年 第１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３年１月 21日（木）開催の第１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。１

月 22 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 23 日に町英語スピーチコンテストを開催しました。今年度は 81 名の参加があ

り、当日は欠席者もなく予定どおり行うことができました。参加した小中学生と協力

のＡＬＴに関しては、マウスシールドを着用してもらってのスピーチとなりました。

また、観覧者は人数制限を設け、検温や健康チェックを行うなど感染対策をとって開

催しました。結果等詳細につきましては、後程事務局から報告させていただきます。 

１月 29日に町立志式を開催しました。例年はシグナスで両中学校合同で行っていま

すが、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染対策ということでそれぞれの中学校

で実施をしました。９時から津幡中学校、10時から津幡南中学校で開催しました。ど

ちらも町長に出席していただき、祝辞をいただきました。例年は記念講演等も行って

いますが、今年度は各学校に分かれて時間短縮ということで、記念講演は行いません

でした。 

２月３日に県教育委員会連合会の臨時の理事会が金沢市役所で開催されました。統

合型校務支援システム導入に向けて今後の方向性について確認をいたしました。本町

ではすでに導入済ですが、今後、県内の各市町で順次導入されることになっておりま

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。

……よろしいでしょうか。 
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全委員 了承 

＜日程第４ 報告する議案 報告第４号、第５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４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４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５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。……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３号～第７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３号令和３年度津幡町教

育方針について事務局からお願いします。 

山崎課長  それでは、教育総務課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和３年度津幡町教育方針教育総務課分について説明する。） 

北山課長  学校教育課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和３年度津幡町教育方針学校教育課分について説明する。） 

宮崎課長  生涯教育課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和３年度津幡町教育方針生涯教育課分について説明する。） 

（審議のうえ、議案第３号については継続審議とする。） 

吉田教育長 では、続きまして、議案第４号津幡町公立学校管理規則の一部を改正する規則につ

いて事務局からお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ11、12に基づき、津幡町公立学校管理規則の一部を改正する規則について説

明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、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 可決 

吉田教育長 続きまして、議案第５号津幡町教育委員会職員の勤務時間に関する規則及び津幡町

まちなか科学館管理運営規則の一部を改正する規則について事務局からお願いしま

す。 
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山崎課長 （資料Ｐ13～17に基づき、津幡町教育センター規則の一部を改正する規則について説

明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、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 可決 

吉田教育長 続きまして、議案第６号津幡町教育委員会事務決裁規程及び津幡町科学のまち推進

委員会規程の一部を改正する規程について事務局からお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ19、20に基づき、津幡町教育委員会事務決裁規程及び津幡町科学のまち推進

委員会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 ただいまの説明につきまして、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 可決 

吉田教育長  では、議案第７号令和２年津幡町議会３月会議提出予定案件についての審議に入る

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 では、教育部の令和３年度当初予算額及び教育総務課所管の当初予算についてご説

明いたします。 

（当日資料に基づき、教育部の令和３年度当初予算額及び教育総務課所管の当初予算

内容について説明する。） 

北山課長 学校教育課所管の令和３年度当初予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、学校教育課所管の令和３年度当初予算内容について説明する。） 

宮崎課長 生涯教育課所管の令和３年度当初予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、生涯教育課所管の令和３年度当初予算内容について説明する。） 

（令和３年度当初予算について質疑応答を行う。） 

吉田教育長  引き続き、３月補正予算の説明をお願いします。 

山崎課長 教育総務課所管の３月補正予算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３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３月補正予算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３月補正予算内容について説明する。） 

宮崎課長 生涯教育課所管の３月補正予算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３月補正予算内容について説明する。） 

（３月補正予算について質疑応答がなされ、全会一致で議案第７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）～（４）＞ 
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吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和３年度小中学校入学式の日程につい

て事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ21、22に基づき、令和３年度小中学校入学式の日程を確認し、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、教育委員会

告示は書面によるものとすることを確認する。また、各委員の出席する小中学校を決

定する。） 

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実施報告について

事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ23 に基づき、第 13 回津幡町英語スピーチコンテストの実施について報告す

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、（３）令和３年度津幡町中学生海外派遣交流事業について事務局

より説明をお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ24に基づき、令和３年度津幡町中学生海外派遣交流事業について現在の状況

と今後の予定を説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、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、（４）令和３年度津幡町小学生国内派遣交流事業について事務局

よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ25、26に基づき、令和３年度津幡町小学生国内派遣交流事業について現在の

状況と今後の予定を説明する。） 

吉田教育長 ご質問等ございませんか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（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、３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、３月 23 日（火）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  では、引き続き、学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、３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、３月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 
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（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  ３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、（６）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 （当日資料に基づき、前回会議報告案件津幡町図書館資料に関する基準についての質

問等への回答及び訂正箇所を説明する。） 

吉田教育長 その他よろしいでしょうか。……この後、15 時 30 分より総合教育会議を開催いた

します。引き続きよろしくお願いいたします。では、以上をもちまして、令和３年第

２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 23分 

 


