
令和３年 第４回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年４月２３日（金）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時４１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９号 行政委員会等の会議及び委員委嘱の報告について 承 認 

報告第10号 令和３年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学習 

サークル登録について 
承 認 

報告第11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17号 教育委員会の委嘱等について  可 決 

その他（１） 令和３年度教育委員会事務局事務分掌について 了 承 

その他（２） 令和３年度河北郡市教育委員会連合会定期総会について 了 承 

その他（３） 令和３年度石川県市町教育委員会連合会定期総会について 了 承 

その他（４） 令和３年度津幡町学校訪問計画について 了 承 

その他（５） 令和３年度図書館読書会・ボランティアグループの活動につ 

いて 
了 承 

その他（６） 令和３年度町民大学実施予定計画について 了 承 

その他（７） 文化会館「シグナス」自主事業公演について 了 承 

その他（８） 当面する諸行事について  

その他（９） 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９号から11号、議案第17号、その他（１）から（７）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、５月の会議



の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

５月の教育委員会議日程：令和３年５月19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、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４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３年 第３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３月 23日（火）開催の第３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。３

月 24 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。 

3月 29日に町校長研修会を行いました。新年度がスタートする前に校長研修会を開

催して、町の教育方針や令和３年度の重点施策等について伝達をいたしました。新年

度がスムーズにスタートできるよう、昨年度からこのような形をとっております。 

４月６日に町校長・教頭研修会を開催しました。３月 29日に伝達したこと以外に、

年度当初に指示伝達の必要があることについて、その詳細について説明をいたしまし

た。 

４月７日小中学校の始業式・入学式が行われました。新型コロナウイルス感染対策

のため、学校規模に応じて参加人数を制限したり、時間短縮をするなどの配慮をして

実施されました。今後の教育活動に関しましても、その時々の感染状況を考慮しなが

ら実施の可否を判断したり、また実施する場合も十分な配慮を行いながらすることが

必要となってまいります。 

４月 17日にこども科学館のオープニングセレモニーが行われました。まちなか科学

館が１月 17日から約３か月間休館しておりましたが、今回、こども科学館と名称を変

えて、リニューアルしての開館となりました。当日は、オープニングセレモニーの後、

科学実験ショーが行われ、訪れた親子の楽しむ姿が見られました。 

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。

……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９号、第 10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９号行政委員会等の会議及び委員委嘱の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２件の会議報告をいたします。 

（資料Ｐ１、２に基づき、津幡町文化財保護審議会、津幡ふるさと歴史館運営委員会

の会議内容について報告する。） 

北山課長 引き続き、学校教育課より委員委嘱の報告をいたします。 

（当日資料に基づき、令和３年度津幡町学校評議員の委嘱について報告する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課の委員委嘱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、津幡町青少年育成センター運営協議会委

員の委嘱について報告する。） 

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。 

全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 10号令和３年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学

習サークル登録について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より令和３年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学習サーク

ル登録について報告いたします。 

（資料Ｐ３～９に基づき、令和３年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学

習サークル登録について説明する。） 

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。 

全委員 承認 

＜追加日程第１ 報告する議案 報告第 11号＞ 

吉田教育長 続きまして、追加日程に入ります。日程第１ 報告第 11 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等使用申請について報告いたします。 

（当日資料に基づき、申請１件について承認と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 17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 17号教育委員会の委嘱等

について事務局からお願いします。 
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北山課長  それでは、学校教育課より説明させていただきます。 

（資料Ｐ11に基づき、令和３年度学校医等の委嘱について説明する。） 

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 

＜日程第６ その他の議事（１）～（７）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和３年度教育委員会事務局事務分掌に

ついて事務局よりお願いします。 

吉本部長 （資料Ｐ13～18に基づき、令和３年度教育委員会事務局事務分掌について説明する。） 

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、（２）令和３年度河北郡市教育委員会連合会定期総会について事務

局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ19に基づき、令和３年度河北郡市教育委員会連合会定期総会の書面表決につ

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、（３）令和３年度石川県市町教育委員会連合会定期総会について事務局よりお

願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ20～22に基づき、令和３年度石川県市町教育委員会連合会定期総会の日程等

について説明し、参加委員を確認する。） 

吉田教育長 今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策のため人数制限があり、ただいまの説

明のとおりの参加体制でよろしくお願いいたします。 

全委員 了承 

吉田教育長 では続きまして、（４）令和３年度津幡町学校訪問計画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、令和３年度津幡町学校訪問計画について説明する。） 

吉田教育長 では、ご都合のつく日に参加をよろしくお願いいたします。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）令和３年度図書館読書会・ボランティアグループの活動につ

いて事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ24に基づき、令和３年度図書館読書会・ボランティアグループの活動につい

て説明する。） 
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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、（６）令和３年度津幡町民大学実施予定計画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年度津幡町民大学実施予定計画について説明する。） 

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、（７）文化会館「シグナス」自主事業公演について事務局よりお願

いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ27に基づき、文化会館「シグナス」自主事業公演について説明する。） 

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 続きまして、（８）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、５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、５月 19 日（水）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、５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、５月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

（教育委員の出席する行事等について確認を行う。） 

吉田教育長  ５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、（９）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 （小学生国内派遣交流事業の中止、及び東京 2020オリンピック聖火リレーについて報

告する。） 

山崎課長 （令和３年度教育委員会主要行事年間予定表の変更点について報告する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。……ないようでしたら、その他、何かございましたらお

願いいたします。 

越村委員  小学校の宿泊体験学習、中学校の修学旅行の実施については、今のところ決まって 
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 いるのでしょうか。 

吉田教育長  中学校の修学旅行に関しましては、準備期間がかなり必要ですので、昨年度のうち

に河北郡市内の中学校の校長で相談しまして、例年の５月の実施は難しいだろうとい

うことで、秋に実施する方向で予定を組んでおります。今のところ秋に実施の予定と

いうことになっております。小学校の宿泊体験学習については、施設の予約はかなり

早い段階でしなくてはいけないので予約は入れてあります。ただ、実施の可否につい

てはまだ判断はしていないという状況です。 

越村委員  小学校全体の実施の可否を、町として決定するということですか。 

吉田教育長  各学校と意見交換をしながら、最終的には、宿泊はしないなどの一定のラインにつ

いては町のほうから出したいと思っています。 

 その他、よろしいでしょうか。……昨年度、各学校に一人一台パソコンを配布しま

して、通信環境も整備いたしました。早い学校では１月から、遅くとも２月から各学

校で使い始めています。まだ今のところは慣れるといった段階ですが、子どもたちの

上達は早いと思われます。職員のスキルがついけいけるよう、校内の研修も進めてい

ます。コロナ禍でのオンライン学習には、まだ双方向でのオンライン通信は簡単では

ないというのが現場の状況です。現時点では、学校でできるだけ使って子どもたちも

先生も慣れてもらい、夏休みにはある一定学年以上で家庭へ持ち帰って、子どもたち

にさらに慣れ親しんでもらうとともに、保護者の方にも見ていただく予定としていま

す。 

山本委員  充電は教室でしないといけないものなのですか。狭い教室内で充電スペースをとら

れるとさらに狭くなってしまいます。廊下ではできないのですか。補助金の関係です

か。 

山崎課長 文部科学省の補助基準では、教室内に設置するとなっています。 

山本委員 夏休みには子どもたちはタブレットを家へ持って帰るのですか。 

山崎課長 問題は充電コードです。充電保管庫に各タブレットの充電コードが繋がっています

が、充電コードの付け外しにかなり時間がかかります。そのため、持ち帰りはしない

市町があると聞いていますし、家で充電するための充電コードを購入する方法で持ち

帰りを検討している市町もあると聞いています。 

吉田教育長 色々な方法が全国的にはありまして、学校では充電をせずに、充電コードは家で保

管し、家で充電をして学校へ持っていくというところもあるようです。県内でもまだ

情報交換はしていませんので、持ち帰っているところがあるか、教育長会で聞いてみ

たいと思います。 

山本委員 この間、ランドセル売り場で、タブレットを入れるスペースがあるランドセルを見

ました。タブレットを持ち帰るとさらにランドセルが重くなるのではないですか。 
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吉田教育長  タブレットはそれほど大きなものではありません。 

山本委員 先生方もタブレットをどのように使っていくか、対応に苦労しているのではないで

すか。インストラクターのような方が学校を回っているのですか。 

山崎課長 基本的にＩＣＴ支援員は、１か月に４回程度各学校へ行くように配置されています。 

山本委員 タブレットを授業でどのように使うかについては、担任の先生の独自の判断で行っ

ているのですか。担任の先生や学校によっても使い方に差が出るのではないかと思い

ます。 

吉田教育長 学校の中では、同学年の担任同士で相談して使用しています。高学年の教科担任制

が進めば、隣のクラスと使い方に差が出ることは少なくなっていくと思います。現段

階では、まず使って慣れてもらうというところです。学力も落とさないようにしなく

てはいけませんので、バランスが難しいと思います。 

鳥越委員 何年後かには、子どもたちは教科書やノートをランドセルで持ち運びしなくてよく

なるのでしょうか。 

吉田教育長 次の学習指導要領の改訂のときに、教科書のデジタル化がどこまで進んでいるかと

いうことで、紙の教科書がどうなるのかはまだ決まっていません。どちらの良さもあ

りますので、併用していかなくてはいけないという意見もありますし、教育関係者の

中でも意見が分かれています 

渡邉委員 子どもたちがパソコンを持ち運ぶための袋は用意されているのでしょうか。 

吉田教育長 学校と家の持ち運びは、ランドセルに入れる形になると思います。 

渡邉委員 パソコンというと大きいイメージでしたが、ランドセルに入る大きさなのですね。 

吉田教育長 はい。Ａ４程の大きさです。ぶつけたり落としたりしないよう、ランドセルに入れ

て持ち運んでもらいたいと思います。 

その他よろしいでしょうか。……では、以上をもちまして、令和３年第４回教育委

員会議を閉会します。お疲れ様でした。 

〔閉会〕 午後２時 41分 

 


