
令和３年 第８回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年８月２４日（火）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時２０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20号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第21号 就学援助受給者の認定について 【非公開】 

報告第22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27号 津幡町教育委員会点検・評価報告書について  可 決 

議案第28号 令和３年度津幡町議会９月会議提出予定案件について 【非公開】 

議案第29号 令和４年度使用教科用図書の選定について 【非公開】 

その他（１） ＷＲＯ Japan 2021石川地区予選の結果について 了 承 

その他（２） 令和３年度グッドマナーキャンペーンについて 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21号、議案第28号、第29号については非公開で審議に入り原案どおり可決

し、報告第20号、第22号、議案第27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、９月の会議の開催日を次

のとおり決定し、閉会した。 

９月の教育委員会議日程：令和３年９月21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 
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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８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７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７月 15日（木）開催の第７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。７

月 16 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。 

７月 17日に WRO Japan 2021石川地区大会が県産業展示館で行われました。ミドル

競技の中学生部門には９チームが出場しました。その中で津幡中学校の E チームが優

勝しました。８月 28日に東京で決勝大会が行われる予定でしたが、先日、大会は延期

になったということで報告がありました。 

７月 30日に市町教育委員会セミナーがＫＫＲホテル金沢で行われました。セミナー

では、野口弘県市町教育委員会連合会会長の開会の挨拶の後、講演会がありました。

山本委員にも参加をいただきましたけれども、金沢ふるさと偉人館副館長の増山仁氏

が講師となり、「石川県と感染症」というテーマで講演がありました。 

８月 17 日に中学校とオーストラリアの姉妹校とのオンライン交流会が行われまし

た。津幡中と津幡南中の３年生合計 16人が参加しました。本町の生徒はオーストラリ

アの生徒に英語で自己紹介し、オーストラリアの生徒は本町の生徒に日本語で自己紹

介をいたしました。お互いに好きなスポーツや食べ物などの質問をし合って交流をし

ました。 

８月 19日に東海北陸地区町村教育長協議会がオンラインで行われました。この会で

は、各県の教育長１名ずつがそれぞれの町村の教育委員会の取組を紹介しました。 

８月 23日に県へき地教育振興会理事会が金沢市役所で行われました。令和３年度の

功労者表彰の認定をした後、令和４年度の市町別負担金について協議を行いました。 



 

議   事   要   旨 

2 

 

 これについては承認されております。会の終了後、功労者の表彰式が行われました。 

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。 

山本委員 津幡町にへき地はありますか。 

吉田教育長 へき地はありません。この会は、複式を持つ学校がある市町が参加しています。 

その他、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 20号～第 22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 20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２件報告いたします。 

（資料Ｐ１、２に基づき、津幡町教育委員会外部評価委員会、津幡町国際交流推進委

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３件報告いたします。 

（資料Ｐ３、４、及び当日資料に基づき、豊かな心を育む津幡町民会議、津幡町文化

財保護審議会、津幡町文化会館運営委員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。 

越村委員 外部評価委員会ですが、委員長はこれまで町のＰＴＡの代表の方が選任されていた

と思うのですが、今回そうでなかったのは、外部からの意見等があったからでしょう

か。 

山崎課長 これまで、前年にも委員をしていただいていた方に委員長をお願いしていましたが、

今年は、昨年度も委員をお願いしていた方が川村委員だけであったため、川村委員が

委員長に選任されました。 

越村委員 これまで、委員長はどのような立場の方がするということは決まっていましたか。 

山崎課長 決まっておりません。 

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 21 号 就学援助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援助受給者の認定について報告いたします。資料をお配りしま

す。 

（当日資料に基づき、就学援助申請２件について、所得などを調査した結果、２件を

認定したことを報告する。） 
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全委員 承認 

（全会一致で承認し、非公開を解く。） 

吉田教育長 報告第 22 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Ｐ５～11に基づき、申請２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 27号、第 28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 27 号 津幡町教育委員会

点検・評価報告書について事務局より説明をお願いします。 

山崎課長 （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いて、何かご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

（点検・評価報告書の内容について、質疑応答を行う。） 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。ただいま、ご指摘がありましたところを修正した上

でご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 28号の審議に入る前に、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。 

山崎課長 教育総務課所管の９月補正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９月補正予算内容について説明する。） 

北山課長 続きまして、学校教育課所管の９月補正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９月補正予算内容について説明する。） 

宮崎課長  続きまして、生涯教育課所管の９月補正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９月補正予算内容について説明する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案 28号について可決し、非公開を解く。） 

＜追加日程第１ 審議する議案 議案第 29号＞ 

吉田教育長  では、続きまして、追加日程に入ります。日程第１ 議案第 29号の審議に入る前に、

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 29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）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）WRO Japan 2021石川地区予選の結果につ 
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 いて事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ13、14に基づき、WRO Japan 2021石川地区予選の結果について説明する。） 

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。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、（２）令和３年度グッドマナーキャンペーンについてお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ15、16に基づき、令和３年度グッドマナーキャンペーンについて、今年度は

のぼり旗の設置のみとすることを説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 昨年は行いましたか。 

宮崎課長 昨年は例年通り実施しました。 

吉田教育長 今年度は、残念ながら活動は中止し、啓発活動のみということになります。 

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、（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、９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。） 

 次回と 10月の教育委員会議ですが、次回は９月 21日（火）午後１時 30分から、10

月は 10 月 18 日（月）13 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、９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、９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  ９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。 

越村委員 運動会ですが、時間帯は午前中のみなど、決まっていますか。 

北山課長 運動会については、種目の精選としまして、密になる競技をしない、また、時間帯

については、概ねの学校で午前中の短時間で終了する予定で準備をしております。 

越村委員 マスクをしたまま行うのですか。 

吉田教育長 種目によってはマスクを外すことがあると思いますが、座席にいる間はマスク着用

ということになると思います。 
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鳥越委員 運動会の対応については、学校単位の判断になりますか。 

吉田教育長 詳細は学校の判断になります。保護者の観覧の制限についても、学校の規模にも差

がありますので、統一することは難しいと思います。昨年度同様、中規模校以上の学

校は保護者観覧の制限をすることになると思います。状況によっては、保護者を入れ

ないといった判断になる可能性もあるかと思います。 

越村委員 保護者の中には楽しみにしている方もいます。個々の撮影は難しいですので、運動

会の全体の雰囲気だけでも録画したものを保護者限定で見ることができればと思いま

す。入学式や卒業式など、他の行事でもそうですが、保護者の観覧制限が必要となる

ことがこれほど長い期間となると、なんとかして見ることができる方法を検討してい

ただければと思います。 

渡邉委員 学校で撮影はしていると思いますが、全ての子どもを万遍なく撮るのは難しいと思

います。学年や、低学年高学年で時間を分けて実施するなど、各学校で対応策を考え

てくださっていると思います。 

越村委員 今、ＰＴＡの行事ができないという状況ですが、今までの行事を無理に行うのでは

なく、清掃補助や、本当に学校としてやりたいことをＰＴＡにお願いしてもよいので

はないかと思います。運動会の撮影も先生ではなく、ＰＴＡの役員で行うということ

も可能かと思います。 

吉田教育長 去年、津幡中学校が修学旅行の代わりに町内のウォークラリーのようなことをしま

したが、その際も保護者の方が各ポイントにいてくださるなど、ご協力をいただきま

した。このようにＰＴＡにお願いしたり、アイディアをいただいて、学校とＰＴＡが

協力して新たな取組ができればと思います。 

鳥越委員 中学校の吹奏楽部の定期演奏会は行われるのですか。町主催ではないのですか。 

宮崎課長 学校が主催になります。文化会館の貸館のイベントになりますので、貸館について

は主催者側の判断になります。今のところ、学校から中止や延期の連絡はありません。 

吉田教育長 ３年生の引退の演奏会ですので、延期が難しいのかもしれません。観覧者の制限な

どの対策も含め、２つの中学校で相談しての判断になるかと思います。 

山本委員 演奏会をオンライン配信するというのは難しいのですか。 

宮崎課長 文化会館の貸館でのオンライン配信については、主催者側が撮影や配信を行います

ので、会館としては、あくまで技術面でできる範囲でのサポートのみを行っています。 

越村委員 クロムブックの児童生徒のＧｏｏｇｌｅアカウントを使えば、クロムブックで見る

ようにすることは可能だと思いますが、ライブとなると、クロムブックを持ち帰って

いる時でないと見られませんし、他の端末で見るとなるとセキュリティの問題もあり

難しいかと思います。ＹｏｕＴｕｂｅの視聴限定配信を期間も限定して行うという方

法もありますが、無断転用される可能性がないとも言えません。 
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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、（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 （資料Ｐ17 に基づき、令和３年津幡町成人式の延期、第 34 回つばたレガッタの中止

について報告する。） 

吉本部長 （当日資料に基づき、感染拡大を防止する観点から利用を制限する町有施設について

報告する。） 

北山課長 （当日資料に基づき、町内小中学校における教職員の時間外勤務状況、令和３年度北

信越大会・全国大会等の出場及び結果について報告する。） 

吉田教育長 ただいま、それぞれ説明がありましたが、ご質問等はございますか。 

越村委員 ２点お願いします。１点目ですが、８月の成人式は 12月に延期ということですが、

１月の成人式はそのまま行う予定でしょうか。 

宮崎課長  はい。今のところ１月に実施の予定です。 

越村委員 ２点目に、今ほどの先生方の時間外勤務時間にもつながると思うのですが、中学校

の部活動の外部コーチについて、外部コーチの方は町からの依頼で来ていただいてい

るのでしょうか。 

吉田教育長 正式に町から依頼をしているのは、部活動指導員になります。外部コーチについて

は、各部活で依頼をしています。 

越村委員  各学校の部活で依頼している外部コーチについて、コロナ禍ということもあります

し、学校に出入りをしている方ということで、どのような方に来ていただいているの

かを学校だけではなく教育委員会でもきちんと把握していただければと思います。外

部コーチの方と生徒や保護者との関係があまりよくないという話も聞きます。登録を

していただいて、保険も必ず入っていただくなどの管理を学校もしくは教育委員会で

していただけないでしょうか。ご検討をお願いします。 

吉田教育長 将来的には、部活動の指導をできる範囲で地域にお願いしていくという方向性が文

部科学省からも出ていますので、まずは現状の把握をしていきたいと思います。 

山本委員 時間外勤務時間について、中学校で増えている原因は何ですか。 

吉田教育長 中学校で令和３年度１学期の時間外勤務時間が令和２年度より増えているのは、令

和２年度は部活動の大会がなかったためと考えられます。今年度は、加賀地区大会や

県大会があったため、その分前年度より増えたものと思います。 

平成 29 年度から昨年度までの津幡町の状況をみますと、小学校は若干減っていま

す。減少の時間は少ないですが、英語の教科化やプログラミング教育などさまざまな

新しいものが入ってきている中で成果は上がっているのではないかと思います。中学

校に関しては大幅に減少しています。部活動で週２日の休養日を設けたことも含め、 
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 成果ははっきりと出ています。また、長時間勤務の教職員の割合がかなり減っていま

す。 

山本委員 基本的には、部活動の時間の減少で減っているということですか。 

吉田教育長 他にも校務支援システムの導入などもありますが、中学校では部活動が大きな要因

になっていると思います。 

山本委員 部活動の時間を減らすことによって、先程の外部コーチの問題などもあるかと思い

ますが、他にも何か問題はありますか。 

吉田教育長 部活動の時間を減らす、休養日を設けることには、教職員の多忙化改善もあります

が、子どもたちも適切な休養をとることが必要であるという意味もあります。ただ、

一部、競技によっては部活動以外でも協会の指導者の下、練習をしているということ

もあります。 

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８回教育

委員会議を閉会します。お疲れ様でした。 

〔閉会〕 午後３時 20分 

 


