
令和３年 第１０回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年１０月１８日（月）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時３３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24号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第25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32号 令和３年度津幡町教育委員会表彰者の決定について  可 決 

その他（１） WRO Japan 2021決勝大会の結果について 了 承 

その他（２） 科学のまち・つばた「科学の祭典」について 了 承 

その他（３） 令和３年度津幡町成人式について 了 承 

その他（４） 第７回図書館を使った調べる学習コンクールについて 了 承 

その他（５） 第15回輝けシグナス芸能祭について 了 承 

その他（６） 第64回津幡町文化展覧会について 了 承 

その他（７） 当面する諸行事について  

その他（８） 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、報告第24号、第25号、議案第32号、その他（１）から（６）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、11月の会議

の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

11月の教育委員会議日程：令和３年11月18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 10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９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９月 21日（火）開催の第９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。９

月 22 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。 

９月 30日に社会教育委員会議がシグナスで開催されました。初めに、事務局から今

年度の事業の実施状況について中間報告がありました。次に、公民館の現状について、

現状の確認をするとともに意見交換を行いました。 

10月３日にスポーツ栄誉賞贈呈式がシグナスで行われました。式では、来賓の祝辞

の後、川井姉妹にそれぞれスポーツ栄誉賞が贈呈されました。また、町広報特使の蟹

瀬誠一氏、月亭方正氏、そして姉妹ゆかりの方々からお祝いのビデオメッセージがあ

り、最後にお二人からご挨拶がありました。 

10 月 12 日に町教育委員会表彰選考委員会が役場で開かれました。越村委員に出席

いただきました。今年度はスポーツ奨励賞が個人７名と２団体、教育奨励賞に 126 名

の候補者があり、審査をしていただきました。この後、議案となっておりますので、

資料を基にご審議をお願いしたいと思います。 

10 月 15 日に県市町教育委員会連合会研究大会が野々市市で開かれました。開会式

に続いて、県の教育次長杉中氏による講話があり、その後、研究協議が行われました。

研究協議では、小松市と羽咋市の教育委員会から基調発表があり、最後に３つの分科

会でテーマごとに研究協議が行われました。私は学校教育のＡグループに参加しまし

た。そこでは、コロナ禍における学校教育活動の現状について情報交換を行いました。

コロナ禍２年目の今年度は、どこの市町においても学びを止めないということを念頭 
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 にさまざまな工夫をしながら学校行事等が運営されていることがわかりました。 

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。 

全委員 了承 

＜日程第４ 報告する議案 報告第 24号、第 25号＞  

吉田教育長 続きまして、日程第４ 報告する議案について、報告第 24 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。 

宮崎課長 生涯教育課より津幡町社会教育委員会議の会議報告について報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町社会教育委員会議について報告する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。……よろしいでし

ょうか。 

全委員 承認 

吉田教育長 では、続きまして、報告第 25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件について承認したことを報告する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等はございませんか。……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 32号＞ 

吉田教育長 それでは、続きまして日程第５ 審議する議案につきまして、議案第 32号 令和３年

度津幡町教育委員会表彰者の決定について事務局より説明をお願いします。  

宮崎課長 では、生涯教育課より芸術文化奨励賞及びスポーツ奨励賞候補者について説明いた

します。なお、今年度は芸術文化奨励賞については、個人、団体ともに該当はありま

せんでした。 

（当日資料に基づき、スポーツ奨励賞候補者個人７人、２団体について説明する。）  

吉田教育長 芸術文化奨励賞及びスポーツ奨励賞の候補者について説明がありましたが、何かご

質問等ありましたらお願いいたします。 

山本委員 津幡高校のなぎなた部は団体で表彰を受けて、個人でも表彰を受けていますが、柔

道部は団体だけで個人はいないのですか。 

宮崎課長 なぎなた部は優勝メンバーに津幡町在住の生徒がいますが、柔道部は優勝メンバー

に津幡町在住の生徒がいませんでした。 

吉田教育長  その他、ご質問等はございませんか。……ないようでしたら、続きまして、教育奨

励賞候補者について事務局より説明をお願いします。 

北山課長 では、学校教育課より教育奨励賞候補者について説明いたします。 
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 （当日資料に基づき、教育奨励賞スポーツ部門の候補者 83人について説明する。） 

吉田教育長 教育奨励賞スポーツ部門の候補者について説明がありましたが、何かご質問等あり

ましたらお願いいたします。……ないようでしたら、続きまして、芸術文化部門の候

補者について事務局より説明をお願いします。 

北山課長 引き続きまして、教育奨励賞芸術文化部門の説明をいたします。 

（当日資料に基づき、教育奨励賞芸術文化部門の候補者 43人について説明する。） 

吉田教育長 教育奨励賞芸術文化部門の候補者について説明がありましたが、何かご質問等あり

ましたらお願いいたします。 

鳥越委員 選考基準要項等の資料に、選考実績がある大会がたくさん記載されていますが、こ

こに記載がある大会は今も選考対象となっている大会なのでしょうか。 

北山課長 選考対象の大会です。 

鳥越委員 では、ここにある大会でこの１年の間に実績がある生徒は候補者となっているとい

うことですか。 

北山課長 選考基準を満たしていれば候補者となります。 

鳥越委員 ここに記載されている大会で、選考基準を満たすのではないかという成績を残した

生徒がいますが、候補者に入っていないようなので、確認をお願いしてもよろしいで

しょうか。 

吉田教育長 事務局で確認し、基準を満たすようであれば、選考委員会後に判明したものについ

ては、先日の選考委員会で、選考は委員長に一任するということで委員全員の承認を

いただいておりますので、そのように進めたいと思います。 

その他、ご質問等はございませんか。……それでは、スポーツ奨励賞候補者の個人

７人、２団体と教育奨励賞スポーツ部門の候補者 83 人、芸術文化部門の候補者 43 人

ついて、ご承認ということでよろしいですか。 

全委員 可決 

吉田教育長 先ほどの追加の件につきましては、確認し、後日ご報告させていただくということ

でよろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第６ その他の議事（１）～（８）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）WRO Japan 2021決勝大会の結果

について事務局より説明をお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ７に基づき、WRO Japan 2021決勝大会の結果について報告する。） 

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 では、続きまして（２）科学のまち・つばた「科学の祭典」について事務局より説 
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 明をお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ８に基づき、科学のまち・つばた「科学の祭典」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 では、続きまして（３）令和３年度津幡町成人式について事務局より説明をお願い

します。 

宮崎課長 （資料Ｐ９に基づき、令和３年度津幡町成人式について説明する。） 

吉田教育長 ご質問はありますか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（４）第７回図書館を使った調べる学習コンクールについて事務

局より説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ10、11に基づき、第７回図書館を使った調べる学習コンクールについて報告

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 では、続きまして、（５）第 15 回輝けシグナス芸能祭について事務局より説明をお

願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ12に基づき、第 15回輝けシグナス芸能祭について報告する。） 

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 では、続きまして、（６）第 64 回津幡町文化展覧会について事務局よりお願いしま

す。 

宮崎課長 （資料Ｐ13、14に基づき、第 64回津幡町文化展覧会について説明する。） 

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 では、次に（７）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、11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、11月 18日（木）午後１時 30分から開催したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

全委員 了承 

北山課長  続きまして、学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、11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。 
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 （資料に基づき、11月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

（教育委員出席の行事等について確認を行う。） 

吉田教育長  今後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 今年のＰＴＡ大会はありますか。 

宮崎課長 今年は中止となっています。 

渡邉委員 小学校６年生の体育大会も中止でしょうか。 

吉田教育長 11月９日に予定されていましたが、残念ですが中止ということで９月下旬に学校教

育研究会から連絡がありました。 

山本委員 公民館の事業も徐々に元に戻ってきているようですが、コロナがなくなるというの

はまだまだ先になるのではないかと思われます。公民館事業についても、ネット配信

やオンラインでの開催を行えるよう、公民館の環境整備を進めるために、技術的、財

政的な支援をお願いできないかと思います。公民館だけではなく、文化会館や体育館

などの社会教育施設全般にあてはまることですが、デジタル化は避けては通れないで

すので、検討をお願いします。 

吉田教育長 ありがとうございます。検討いたします。その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（８）その他としまして、事務局からお願いします。 

宮崎課長 （北國街道観光施設整備完成式について説明する。） 

吉田教育長 その他、この際に確認しておきたいことはありませんか。 

越村委員  成人式についてです。８月の成人式が来月に延期になり、こちらは令和３年度の成

人式ということですが、来年の１月に開催する成人式は、何年度の成人式になるので

しょうか。年度ではなくなりますか。 

宮崎課長 年度ではなく、令和４年津幡町成人式とする予定です。 

越村委員 もう一点お願いします。以前、教育委員会議の資料の電子化ということで、紙では

なくタブレットなどの電子機器で資料を見ながら話をすることはできないかというお

話をさせていただきました。議会ではすでにタブレットが採用されていると聞きまし

たが、議会での運用で、良い点悪い点等ありましたら教えてください。 

吉本部長 議会では今年度からタブレットを使い始めまして、９月議会までは併用期間という

ことで紙とデータベースの両方を準備し、議員の皆様には極力タブレットを主として

見ていただいて会議が進められるかの確認をしていただきました。今月の会議からは

ペーパーレスとなっています。初めのうちは少し苦労もあったようですが、段々と慣

れてきていると聞いています。ただ、メモをしたいときに、タブレットでもメモはで

きるのですが、やはり紙があった方がメモがしやすいということで、完全にペーパー 
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 レスというよりは、レジュメの紙が１枚あるとメモもとれてよいと聞いています。 

越村委員 ありがとうございます。役場全体となると資料の量は莫大になると思います。すべ

てデータということは難しいと思いますし、タブレットと紙の併用になるかと思いま

すが、例えば学校の管理運営計画の冊子などもかなり厚みがありますし、データベー

スになると、何年分であっても簡単に確認することが可能になります。庁舎内から少

しずつ紙を減らす取組を実践していってほしいと思います。 

吉田教育長 ありがとうございます。他にありませんか。……では、以上をもちまして、令和３

年第 10回教育委員会議を閉会します。お疲れさまでした。 

〔閉会〕 午後２時 33分 

 


