
令和３年 第７回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年７月１５日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時１４分 

２ 場  所   津幡町役場２階 ２０５研修室 

３ 出席委員（４名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、鳥越千春委員、渡邉加寿子委員 

 欠席委員   越村 崇委員 

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16号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第17号 津幡町規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則に 

ついて 

承 認 

報告第18号 津幡町告示で定める申請書等の押印等の特例に関する要綱に 

ついて 

承 認 

報告第19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25号 押印等の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則について  可 決 

議案第26号 津幡町立小学校特別認定校設置規程及び津幡町教育委員会後 

援等名義使用承認に関する取扱規程の一部を改正する規程に 

ついて 

 可 決 

その他（１） 令和３年度小・中学校・幼稚園運動会日程について 了 承 

その他（２） 令和３年津幡町成人式について 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渡邉委員を指名した。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16号から19号、議案第25号、26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、８月の

会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

８月の教育委員会議日程：令和３年８月24日（火）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 



 

議   事   要   旨 

1 

 

発 言 者 発    言    要    旨 

  〔開会〕午後１時 30分  

吉田教育長は、越村委員が所用で欠席する旨を伝え、委員定数５名中４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７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、渡邉委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和３年 第６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６月 23日（水）開催の第６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。６

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。 

６月 29日に津幡町教育委員会外部評価委員会を開催いたしました。初めに委員長と

副委員長を選任し、次に事務局から令和２年度の教育委員会の取組につきまして点検・

評価したものを説明いたしました。その後、質疑応答があり、委員の皆様から意見を

伺いました。いただいた意見を基にして一部修正追加等を行い、今月 28日の第２回の

委員会で再度協議し、まとめていく予定です。教育委員の皆様には来月の教育委員会

議でお示ししたいと思いますので、審議をお願いいたします。 

７月７日に町教職員管理職研修を行いました。校長会に先立ちまして、校長対象の

研修を行いました。ここ数年、教員の大量退職が続いており、学校現場では次の管理

職となっていくミドルリーダーの育成が急務の課題となっています。そこで、本研修

では、特にミドルリーダーの育成というテーマに絞り、人材育成について私の方で話

をさせていただきました。 

７月 13日に県教委連理事会が行われました。会では、県教委連の今後の事業の確認

と、県教育委員会への要望書の提出の報告がありました。その後、統合型校務支援シ

ステムの県での一斉導入に関する進捗状況の報告があり、最後に情報交換等を行いま

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 16号～第 19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 16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。 

山崎課長 教育総務課より報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町教育委員会外部評価委員会の会議内容について報告す

る。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より報告いたします。 

（資料Ｐ２に基づき、津幡町図書館協議会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 17 号津幡町規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則について事

務局よりお願いします。 

山崎課長 教育総務課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則につ

いて報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、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 18 号津幡町告示で定める申請書等の押印等の特例に関する要綱について事

務局よりお願いします。 

山崎課長 教育総務課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町告示で定める申請書等の押印等の特例に関する要綱につ

いて報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、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 19 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Ｐ３～６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、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 25号、第 26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 25号押印等の見直しに伴 
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 う関係規則の整理に関する規則について事務局からお願いします。 

山崎課長  教育総務課より説明させていただきます。 

（当日資料に基づき、押印等の見直しに伴う関係規則の整理に関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 26号津幡町立小学校特別認定校設置規程及び津幡町教育委員会

後援等名義使用承認に関する取扱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  教育総務課より説明いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町立小学校特別認定校設置規程及び津幡町教育委員会後援

等名義使用承認に関する取扱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 

＜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）令和３年度小・中学校・幼稚園運動会日

程について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ７に基づき、令和３年度小・中学校・幼稚園運動会日程について説明する。） 

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。 

山本委員 通常の実施となりますか。 

吉田教育長 前回の校長会で確認した際には、ほとんどの学校が午前中のみの開催で、１校のみ

午後までの開催とするか検討中でした。学校規模によっては、保護者の参観者数を制

限するところもあるかと思います。昨年度は、教育委員の皆様も事務局からも各校の

運動会への出席を見合わせましたが、今年度も同様の対応とさせていただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、（２）令和３年津幡町成人式についてお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ８に基づき、令和３年津幡町成人式について説明する。） 

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。 
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 （資料に基づき、８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、８月 24 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、８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、８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  ８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。 

山崎課長 （資料Ｐ９、10に基づき、令和３年度石川県市町教育委員会セミナー日程について説

明し、教育委員の出欠を確認する。） 

（教育委員の出欠確認を行い、出発時間、集合場所について確認する。） 

吉田教育長 学校教育課からお願いします。 

北山課長 （当日資料に基づき、中学校２校の全国大会、北信越大会出場者について、及び町内

小中学校・幼稚園に勤務する教職員のコロナワクチン優先接種について報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

鳥越委員 陸上競技は、北信越大会ではなく、県大会で標準記録を突破すれば、その時点で全

国大会出場が決まるのですか。 

吉田教育長 中学生は指定の大会で標準記録を突破した場合に、即全国大会の出場が決まります。

陸上競技の他にも、相撲のように１県１代表の競技についても、県大会で優勝した時

点で全国大会出場が決まります。 

その他、何かございますか。 

渡邉委員 学校のホームページに、教育委員会からのタブレット持ち帰りについてのお知らせ

が掲載されていました。詳細な案内がいくつもあり、作成にあたっては大変苦労され

たのではないかと思います。 

先日、金沢市で、万が一に備え、家庭でのオンライン授業ができるかどうかの確認

のために、夏休みに１時間程度のオンライン授業をするという記事を見ました。津幡

町でもそのような予定はありますか。 

吉田教育長 教育委員会から学校に対して、オンライン授業をしてくださいという話はしていま

せん。ただ、昨年も夏休みに朝の会をオンラインで行った学校がありますので、学校 
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 によっては登校日の代わりにオンラインで朝の会をするというような計画を立ててい

るところもあるかもしれません。この件につきましては、学校判断としています。 

渡邉委員 １学期の学校訪問では、どの学校も子どもたちが大変落ち着いていて、学力調査で

も学力が上昇しているのではないかと思うほど、どの学校も熱心で感心しました。   

その中で感じたことですが、学校評価のまとめ方について、中学校が評価項目を精選

していて２校が揃っていました。町の教育目標の重点項目に沿って学校教育目標を作

成していると思いますので、中学校のような形にしたうえで、その中に学校の思いを

込めて２頁程度にしても十分教育効果は得られるのではないかと思います。 

吉田教育長  今年度、学校評価計画について、確かに両中学校が精選されて揃っていたと思いま

す。多忙化改善、またコロナをきっかけに行事等の簡略化をしていくという観点から

すると、学校評価についても、焦点化することでよりそこに力を入れることとなり、

むしろ効果は上がるのではないかと感じています。新年度に入る前に学校へ話をした

いと思います。 

渡邉委員 今年の学校の落ち着きは、コロナをきっかけに色々なことを精選した子どもや先生

方の姿なのではないかと思いました。学校評価についても、学校によってかなり差が

ありますので、簡略化できればと思いました。 

吉田教育長 ありがとうございます。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７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 14分 

 


