
令和３年 第６回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年６月２３日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時４４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14号 津幡町文化会館条例施行規則の一部を改正する規則について 承 認 

報告第15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21号 津幡町教育委員会点検・評価報告書について 継 続 

議案第22号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

議案第23号 津幡町体育施設管理運営規則及び津幡町立学校施設使用条例 

施行規則の一部を改正する規則について 

 可 決 

議案第24号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

その他（１） WROJapan2021石川地区予選について 了 承 

その他（２） 第34回つばたレガッタについて 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、議案第24号については非公開で審議に入り原案どおり可決し、議案第21号につい

ては継続審議、報告第14号、第15号、議案第22号、第23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、７月

の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

７月の教育委員会議日程：令和３年７月15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６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５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５月 19日（水）開催の第５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。５

月 20 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。 

５月 26日に県基礎学力調査、および町学力調査を実施いたしました。県の基礎学力

調査につきましては、小学校４年生の国語と算数、小学校６年生の理科と社会、中学

校３年生の社会、理科、英語です。また、町の学力調査につきましては、小学校５年

生の国語と算数です。そして、翌日の５月 27日に全国学力学習状況調査が実施されま

した。こちらは、小学校６年生の国語と算数、中学校３年生の国語と数学です。いず

れも調査結果につきましては、後日、県や全国の結果が届きますが、各学校で自己採

点をし、分析を始めているところです。この分析の結果を、今後の指導改善に役立て

ていきたいと考えています。 

５月 28日に県へき地教育振興会理事会が金沢市役所で開催されました。令和２年度

の事業報告と決算報告、令和３年度の事業計画と予算案が審議され、いずれも承認さ

れております。 

６月 16 日に河合谷宿泊体験交流施設落成式が当施設で行われました。「河愛の里キ

ンシューレ」と名付けられたこの建物は、地元の木材なども使用され、大変趣のある

宿泊施設となっています。７月下旬にオープンの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。

……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 
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＜日程第４ 報告する議案 報告第 14号、第 15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 14 号津幡町文化会館条例施行規則の一部を改正する規則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、２に基づき、津幡町文化会館条例施行規則の一部を改正する規則につい

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 報告第 15 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。 

（資料Ｐ３～23に基づき、申請５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 21～24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 21号津幡町教育委員会点

検・評価報告書について事務局からお願いします。 

山崎課長  それでは、教育総務課より説明させていただきます。 

（別冊資料に基づき、津幡町教育委員会点検・評価報告書について説明する。） 

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。 

山本委員 Ｃ評価はなしということですか。 

山崎課長 今のところ、Ｃ評価はなしとしています。 

山本委員 Ｐ17の新型コロナウイルス対策に、学校臨時休業の給食中止に伴うキャンセル料と

ありますが、これはキャンセル料を公費で負担したという意味ですか。 

北山課長 はい。公費で負担したという意味です。 

山本委員 学校の段階的再開に伴う学びの保障とはどういうことですか。 

北山課長 令和２年度４月、５月が概ね学校休業となり、６月からの再開ですぐに通常の学校

生活に戻れないということで、少しずつ元の状況に近づけていくための保障となりま

す。例えば、校外学習を行う際にバス１台の予定だったところを、密にならないため

に２台にする、また、これまで数名で共有して使用していた教材の台数を増やし、密

にならないように使用するなど、交付金を活用して行った取組になります。 

吉本部長 コロナウイルス感染拡大に伴う各種交付金を利用し、取り組んだものとして記載し 
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 ております。 

山本委員 学校再開後に従来の教育レベルを維持するために、学校現場で教員、職員一同が努

力して取り組んだことも記載して評価していただければと思います。 

吉田教育長 その他、いかがでしょうか。……それでは、後日開催する外部評価委員会で委員の

方からいただいた意見を追加し、８月の教育委員会議で再度審議をお願いしますので、

この議案に関しましては、継続審議としてよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長 それでは、続きまして、議案第 22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。 

宮崎課長  それでは、生涯教育課より４件の委員委嘱について説明させていただきます。 

（資料Ｐ25、当日資料に基づき、津幡町図書館協議会委員、津幡町文化財保護審議会

委員、津幡町埋蔵文化財調査委員会委員、津幡町文化会館運営委員会委員の委嘱につ

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。 

山本委員 図書館協議会に学校図書館司書の方は入らないのですか。 

宮崎課長 学校からは図書担当の先生に入っていただいています。 

北山課長 学校図書館司書教諭の資格を持っている先生になるかと思います。 

宮崎課長 学校図書館司書の方は、図書館職員も含めた学校司書連絡会に参加しています。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長 それでは、続きまして、議案第 23号津幡町体育施設管理運営規則及び津幡町立学校

施設使用条例施行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。 

宮崎課長 生涯教育課より報告いたします。 

（資料Ｐ27、28に基づき、津幡町体育施設管理運営規則及び津幡町立学校施設使用条

例施行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 24号就学奨励費受給者の認定について事務局より説明をお願い

します。この報告につきましては、個人情報を含んでおりますので非公開（秘密会）

としてよろしいかお伺いします。 

全委員 了承 

北山課長 学校教育課より就学奨励費受給者の認定について説明いたします。資料をお配りし

ます。 
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 （当日資料に基づき、就学奨励費申請 196 件について、所得などを調査した結果、認

定 170件、不認定 26件である旨を説明し審議を求める。） 

（委員より奨励費受給者の認定等について質問があり、説明後、全会一致で可決し、非公開を解く。） 

＜日程第６ その他の議事（１）～（４）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）WROJapan2021石川地区予選について事務

局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ29、30に基づき、WROJapan2021石川地区予選について説明する。） 

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。 

渡邉委員 参加する町内の中学生は部活動として参加するのですか。 

山崎課長 はい。科学部の生徒が部活動で参加します。 

渡邉委員  町ぐるみで科学を推進していて、とても素晴らしいですね。 

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、（２）第 34回つばたレガッタについてお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ31～33に基づき、第 34回つばたレガッタについて説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（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、７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、７月 15 日（木）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、７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、７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  ７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、（４）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 （第 51回全国選抜社会人相撲選手権大会、第 73回石川県民体育大会の中止について、 
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 及び８月 15日開催予定の町成人式について報告する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。 

山本委員 子ども会の相撲大会も中止ですか。 

宮崎課長 はい。中止となりました。 

鳥越委員 つばたまつりは開催されますか。 

吉本部長 例年開催しておりました住吉公園がプール建設のため使用できませんので、役場周

辺での開催を予定しております。役場周辺の整備が終わった後の秋頃に開催できない

か検討を行っていますが、詳細についてはまだ決まっておりません。 

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 12歳以上の生徒に対する新型コロナワクチン接種について、文部科学省が集団接種

についての方針を通知したという新聞報道がありました。接種を受けるかどうかは各

家庭に委ねられますが、津幡町教育委員会として、この件に関して何か対応はありま

すか。 

吉田教育長 文部科学省からは「集団接種を現時点では推奨しない」という方針が出されました。

町としても文部科学省の通知が出る前から検討しておりますが、学校で集団接種を行

うと同調圧力が生じるというデメリットがあります。任意の接種でもありますので、

ワクチン接種につきましては慎重に判断してまいりたいと思います。 

山本委員 保護者からも心配の声が上がっています。 

吉田教育長 未成年者の接種について不安がある保護者の方も少なからずいらっしゃると思いま

すので、そういった意見も大事にしたいと思います。 

山本委員 小学校での英語の教科化が始まり２年になりますが、町の小学５年生の学力調査に

英語を追加する考えはありますか。 

吉田教育長 県でもそういった動きは今のところありません。小学校で英語が教科化になったこ

とで、「読み」「書き」が入ってきましたが、一番大事なことは小学校の時点で英語嫌

いを作ってはいけないということです。英語に興味・関心を持たせることが第一であ

り、その中で英語によるコミュニケーションの基礎を作っていくということですので、

この段階でのペーパーテストは必要ないと考えています。 

その他、何かありますでしょうか。 

山崎課長 （今年度の教育委員視察研修の中止について確認する。） 

全委員 了承 

吉田教育長 ＧＩＧＡスクール構想のタブレットの持ち帰りについては、先日の校長会で、小学

校２年生以上で持ち帰りをすることに決めました。７月に入りましたら、各家庭に教

育委員会からの案内を配布いたします。貸出はタブレットと充電アダプターです。夏

休みのタブレットを使った課題につきましては、タブレットの使用内容が各学校で多 
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 少違いますので、課題の内容は各学校で決めるということになっております。 

山崎課長 Ｗｉ－Ｆｉ環境がない家庭へのルーターの貸出につきましては、貸出用に中古のル

ーターを 100 台準備する予定で進めています。就学援助世帯に限らず、希望の家庭に

今年度の夏休み限定で貸し出す予定としています。 

山本委員 貸し出したルーターの通信料は公費負担ですか。 

吉本部長 今年度に限り、Ｗｉ－Ｆｉ環境がない家庭へ、通信料も含めて貸し出したいと考え

ております。通信料は公費で負担いたします。 

山本委員 図書館を使った調べる学習コンクールを夏休みに実施していますが、タブレットの

使用により、図書を使った調べものは減っていくのでしょうか。 

吉田教育長 読書冊数の調査によると、小中学生ともに若干増えており、高校生は若干減ってい

ます。小中学校の取組が功を奏しているのだと思いますが、この一人一台のタブレッ

トによって、高校生のように読書冊数が減っていく可能性もあるかと思います。活字

は必要だということで、タブレットと教科書の活字をどう上手く組み合わせていくか

が今後の課題になってくると思います。 

越村委員 タブレットを持ち帰るときは、ケースに入れて持ち帰るのですか。 

吉田教育長 校長会でも話が出ましたが、教育委員会としては、ランドセルに入れて持ち帰って

ほしいということをお伝えしました。学校では、業者数社から推奨があったケースを

保護者に紹介し、強制ではありませんが購入をお勧めするという形で検討しています。 

越村委員 ケースの購入については、学校単位の判断ですか。 

吉田教育長 各学校の判断です。タッチペンについても、公費での購入はいたしませんが、保護

者の負担で購入すると決めた学校もあります。 

越村委員 学校単位よりも町で合わせて購入した方が安くなるということはありませんか。 

吉田教育長 価格は変わらないと思います。今のところ、町で一括購入する予定はありません。 

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６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 44分 

 


