
令和３年 第１１回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年１１月１８日（木）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時５１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26号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第27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33号 令和３年津幡町議会12月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 当面する諸行事について  

その他（２） 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、議案第33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26号、第27

号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、承認した。また、12

月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

12月の教育委員会議日程：令和３年12月17日（金）午後３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、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 11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 10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 10月 18日（月）開催の第 10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。10

月 19 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。 

10月 22日に県へき地複式教育研究大会が金沢市の内川小中学校で開催されました。

公開授業参観後、全体会と講演会に参加しました。講演会では、北陸学院大学の村井

万寿夫教授が「少人数を生かした教育の方法～１人１台端末をどう活用するか～」と

いう演題で講演をされました。 

10 月 30 日に図書館を使った調べる学習コンクール表彰式がシグナスで開催されま

した。今年度は 300 点以上の応募がありました。入賞作品の内、最優秀と優秀の５点

を全国審査へ送っております。 

11月３日に町表彰式がシグナス大ホールで開催されました。教育委員会関係では、

個人７名と２つの団体にスポーツ奨励賞を授与しました。また、小中学生には、128

名に教育奨励賞を授与しました。 

11 月 16 日に住吉公園温水プール整備委員会がサンライフ津幡で開催されました。

工事の行程について説明があり、その後、現地の視察をしました。来年度中に完成の

予定と聞いております。 

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 津幡町にへき地として登録された学校はあるのですか。 

北山課長 津幡町の学校には、へき地と認定されている学校はありません。この県のへき地複

式教育というのは、複式学級を採用している学校を対象としています。 
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山本委員 へき地認定されていると起債など有利な財源があるはずですが、町内の学校は認定

されていないのですね。 

吉田教育長 津幡町にへき地認定されている学校はありません。かつて、河合谷小中学校が準へ

き地認定を受けていました。 

山本委員 もう１件お願いします。温水プールですが、教育委員会としてはどのような関わり

がありますか。 

吉田教育長 現在、各学校のプールで行っている夏の水泳の授業を、将来的には計画的に温水プ

ールを利用するという形になっていくとは思いますが、温水プールを利用し始める時

期は未定です。中学校の水泳部については、学校のプールが使えない季節に部活動で

使用するということは考えられます。 

山本委員 今後の整備委員会で教育委員会としての運用方法をしっかりと提示し、オープン後

にスムーズに学校が温水プールを利用できるよう、担当課と連携を図りながら対応を

お願いしたいと思います。 

吉本部長 現在、民間会社への指定管理委託が予定されていますので、学校関係、スポーツ事

業での利用についても指定管理の中に盛り込む形で協議を進めているところです。 

吉田教育長 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 26号、第 27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 26 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 教育総務課より津幡町科学のまち推進委員会の会議報告について報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町科学のまち推進委員会について報告する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より津幡町図書館協議会の会議報告について報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町図書館協議会について報告する。） 

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。 

山本委員 小林館長は嘱託職員ですか。 

山崎課長 嘱託職員ではなく、任期付職員です。任期を定めて任用する正規職員になります。 

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 では、続きまして、報告第 27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Ｐ３～15、当日資料に基づき、申請４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。 
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鳥越委員 こういったバスケットやトランポリンなどのお子さんが対象の大会は、保護者の観

覧はできるのですか。 

宮崎課長 競技によって違いますが、選手のみという大会もありますし、保護者は観覧席のみ

立入可という大会もあります。 

鳥越委員 体育館で決めている訳ではなく、大会の主催者側が決めているのですか。 

宮崎課長 はい。競技によって観覧スペースが違いますので、各協会等、主催者が決めていま

す。 

吉田教育長 その他、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 33号＞ 

吉田教育長 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 33 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 条例改正議案と教育総務課所管の 12月補正についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、条例改正議案、教育総務課所管の 12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 12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 12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 12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 12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 33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）～（２）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）当面する諸行事について事務局

よりお願いします。 

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、12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、12月 17日（金）午後３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、12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、12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。） 
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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。 

山本委員 ３学期の始業式はいつですか。 

吉田教育長 １月７日です。１学期のスタートを遅らせましたので、その分３学期のスタートを

１日早くし、１月７日からのスタートとなります。 

その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（２）その他としまして、事務局からお願いします。 

北山課長 （第 72回石川県中学校駅伝大会結果について報告する。） 

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。 

渡邉委員  先日の学校訪問で、不登校が増えているということが少し気になりました。効果的

な指導方法など、県の方からご指導があったのでしょうか。 

吉田教育長 特に不登校に特化しての指導はありませんでしたが、授業が楽しいと感じられる授

業づくり、いじめに対してのアンテナを高くすることなどのお話がありました。町全

体で徹底していきたいと思います。社会全体として、不登校が必ずしも悪いことでは

ない、そういう選択肢もあるという考え方がありますし、考え方が多様化しています

ので、この問題に関しては、全国的にどの学校でも苦慮している問題であると強く感

じています。子どもたちが集団の中で育つことで学ぶことは多いですので、学校が楽

しいと感じられる学校づくりをしていくことが大事だということを学校現場と共有し

ていきたいと思います。 

山本委員 選択肢の一つという考え方によって、先生方の不登校に対する対応が緩やかになっ

ては本末転倒ですので、あらためて先生方に対する指導をお願いしたいと思います。 

吉田教育長 他にありませんか。……では、以上をもちまして、令和３年第 11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 51分 

 


