
令和３年 第９回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年９月２１日（火）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時２１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23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30号 津幡町教育委員会等の委員委嘱について  可 決 

議案第31号 津幡町指定文化財の指定について  可 決 

その他（１） 令和３年度石川県市町教育委員会連合会研究大会について 了 承 

その他（２） 当面する諸行事について  

その他（３） 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山本委員を指名した。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23号、議案第30号、第31号、その他（１）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、10月の会議の開催日を

次のとおり決定し、閉会した。 

10月の教育委員会議日程：令和３年10月18日（月）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９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、山本委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和３年 第８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８月 24日（火）開催の第８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。８

月 25 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。 

８月 26日に石川県国公立幼稚園教育研究大会がシグナスで開催されました。開会行

事の後、講演会やグループワークなどで幼稚園の先生方が研究を深めております。 

９月３日に町の校長研修会を開催いたしました。２学期のスタートに伴いまして、

新型コロナ感染予防対策の強化について指示伝達を行いました。また、休校等に備え

まして、オンライン学習に関する情報交換を行い、計画的に準備を進めるよう今後の

取組について提示をいたしました。 

９月 15日に中条小学校と津幡南中学校の授業参観、校長懇談を行いました。各学校

の状況把握をするためにこの日から私が小中学校を訪問しておりますが、先週６校実

施し、今月中に全ての学校へ一度ずつ訪問して子どもたちの様子、先生方の指導の様

子、また校長先生との懇談の中で学校の状況を把握して参りたいと思っております。 

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。 

山本委員 校長懇談というのは、教育長は初めて行ったのですか。 

吉田教育長 これまでも、正式なものではありませんが、授業を見た後、例えば教職員の状況で

あるとか子どもたちの様子などを校長先生にお話をお聞きして、今後どんなことを課

題として取り組んでいくかということをお話させていただいております。 

山本委員 全校対象ですか。 

吉田教育長 全ての学校を今月中に回る予定です。以前は学校訪問が年２回ありましたが、今は 
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 年１回で訪問の回数が少ないですので、このように私が回らせてもらっていますし、

私とは別に指導主事、管理主事も定期的に計画を立てて回っております。 

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 23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 23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Ｐ１～12に基づき、申請３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 30号、第 31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 30 号 津幡町教育委員会

等の委員委嘱について事務局より説明をお願いします。 

山崎課長 教育総務課よりご説明いたします。 

（資料Ｐ13に基づき、津幡町教育委員会表彰選考委員会委員について説明する。） 

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。 

全委員 可決 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 31号津幡町指定文化財の指定について事務局より説明を

お願いします。 

宮崎課長 生涯教育課よりご説明いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町指定文化財の指定３件について説明する。） 

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。 

山本委員  指定されたものは、どこかで展示するのですか。 

宮崎課長  れきしるやシグナスの展示スペースで展示できればと思っています。 

山本委員  今は個人で所有しているのですか。 

宮崎課長  町で預かっています。 

山本委員  御門区の「御」が「見る」という漢字になっていますが、どうしてですか。 

宮崎課長  昔は「見る」という字を使っていたと思われます。 

吉本部長  展示の際には解説が必要かもしれませんね。 

渡邉委員  どうやって訳されたのですか。 

宮崎課長  文化財保護審議会の方に訳していただきました。 

山本委員  御門区は税率が高いですね。 
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吉本部長  生産性が高かったのかもしれません。 

吉田教育長  その他、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）～（３）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和３年度石川県市町教育委員会連合会

研究大会について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ15～18に基づき、令和３年度石川県市町教育委員会連合会研究大会について

説明し、委員の出欠、集合時間等の確認をする。） 

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、（２）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、10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。） 

 少し先になりますが、11 月の教育委員会議を 11 月 18 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、10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、10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  10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。 

山本委員 延期になった津幡小学校の学校訪問はいつになりましたか。 

北山課長 11月 15日(月)に延期になっています。よろしくお願いします。 

鳥越委員 今年は文化展覧会はありますか。 

宮崎課長 はい。11月１日から３日に開催する予定です。 

吉田教育長 行事に関して、その他、よろしいですか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、（３）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。 

北山課長 （当日資料に基づき、令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について報告する。） 

（調査の結果について、質疑応答を行う。） 

吉田教育長 その他、何かありましたらお願いします。 
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山本委員  昨年の 11月に東京の町田市で小学６年生の女の子が自殺をしました。原因はいじめ

で、ＧＩＧＡスクール端末を悪用され、いじめにつながったようです。パスワードが

誰でもわかるものだったようで、なりすましによる誹謗中傷が拡散され、それを苦に

自殺をしたようです。津幡町はパスワードなどは一人一人違うものになっていますか。 

山崎課長 パスワードは一人一人ランダムで設定されています。 

山本委員 他の生徒にはわからないようになっていますか。 

山崎課長  はい。わかりませんし、各家庭へも、「パスワードは他人には教えません」という形

でお願いをしております。もし、他人に知られた場合でも、すぐに変更は可能となっ

ています。 

山本委員 文部科学省からパスワードの設定の仕方などの通知はきていますか。 

北山課長 一人一台タブレットの配布に際して、一人１アカウントの発行などの通知が出てい

ます。 

山本委員 一人一台タブレットが配布されたことによって、町田市のようないじめが起こるの

ではないかと以前から心配していたところです。あらためて注意喚起をお願いします。 

吉田教育長 ＳＮＳでの誹謗中傷については、スマートフォンでも起こり得ることですので、こ

れまで以上に、子どもたちの様子をみながら学校で指導をしてもらっているところで

す。 

山本委員 根本は、いじめそのものをなくすことが大事ですので、いじめ根絶への対策をお願

いします。 

もう一点お願いします。社会科の教科書の記述で、「強制連行」「慰安婦」の記述を

訂正するというニュースを見ましたが、文部科学省からの通知はきていますか。町で

使用している教科書も訂正があるのであれば、どのような対応となるのか教えてくだ

さい。 

北山課長 本町の中学校の社会科は東京書籍を使用していますが、現在のところはまだ訂正の

通知は確認できていません。 

吉田教育長 小学校の教科書には該当箇所はなく、中学校の教科書が対象となると思われます。

確認いたします。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９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 21分 

 


