
令和３年 第１２回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和３年１２月１７日（金）開会 午後３時３０分、閉会 午後４時３７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28号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第29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34号 令和３年社会教育功労者表彰候補者について  可 決 

議案第35号 第３次津幡町子ども読書活動推進計画について  可 決 

その他（１） 第14回津幡町英語スピーチコンテストについて 了 承 

その他（２） 成人式について 了 承 

その他（３） 令和３年度津幡町立志式について 了 承 

その他（４） 令和３年度津幡町青少年健全育成標語について 了 承 

その他（５） 当面する諸行事について  

その他（６） 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28号、第29号、議案第34号、第35号、その他（１）から（４）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、１

月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

１月の教育委員会議日程：令和４年１月17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３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 12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 11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 11月 18日（木）開催の第 11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。当日資料をご覧ください。11

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。 

11 月 27 日に第 100 回河北潟一周駅伝競走大会記念式典が福祉センターで開催され

ました。式典では、大会開催にこれまで多大な貢献のあった企業に感謝状が贈呈され

ました。その後、来賓の祝辞に続いて、大会実行委員長の池野忠氏からこれまでの大

会の歩みについて報告がありました。大変興味深く拝聴させていただきました。 

12月１日に中条小学校指導主事訪問が行われました。この訪問で、町内小中学校の

今年度の訪問は終了となります。３学期は、町教育委員会の管理主事と指導主事が各

学校の教員の指導の様子や子どもたちの学習の様子を参観し、指導助言を行う予定と

なっております。 

12月４日に科学の祭典がシグナスで開催されました。ホールでの科学ショー、こど

も科学館のイベントは、今年度も準備した整理券が全てなくなるほどの大変な人気で

した。また、今年度は 10周年ということで、特設のプラネタリウムとデジタルスポー

ツミュージアムのコーナーを設けたところ、こちらも大変人気があり、親子で楽しむ

姿が数多く見られました。 

12月５日に町成人式がシグナスで開催されました。今年度も、新型コロナ感染対策

のため、中学校区に分けての開催といたしました。式はどちらも厳粛な中で行われま

したけれども、この式の様子につきましては、ケーブルテレビや広報１月号で町民に

発信の予定となっております。 
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 主なものについての報告は以上です。何かご質問等がございましたらお願いします。

……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 28号、第 29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 28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内容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 29 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Ｐ３～10に基づき、申請２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。……ないようでし

たら、承認ということで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 34号、第 35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 34号 令和３年度社

会教育功労者表彰候補者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。 

（別冊資料に基づき、令和３年度社会教育功労者表彰候補者について説明し、表彰者

として決定してよいか諮る。） 

吉田教育長 事務局より候補者について説明がありましたが、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 この要項に該当される方は全て候補者として名前が挙がってきているのでしょう

か。 

宮崎課長 各公民館で一度審議され、各館長から推薦があった方になります。 

山本委員 これまでの表彰者については、各公民館で把握していますか。 

宮崎課長 別冊資料Ｐ６～９の、これまでの表彰者一覧が各公民館にありますので、この方々

以外で推薦していただいています。 

山本委員 全員が候補になっている訳ではないのですね。 

宮崎課長 辞退される方もいらっしゃいますので、全員ではありません。 



 

議   事   要   旨 

3 

 

山本委員 候補者のことではありませんが、資料に「町文化財に指定されていた「祐閑寺名月

椿」」とありますが、もうこの椿はないのですか。 

宮崎課長 はい。挿し木は残っていますが、文化財に指定されていた原木は枯れてしまって現

存していません。 

山本委員 保存会もなくなってしまったのですか。 

宮崎課長 保存会は活動しており、原木が枯れてからは、挿し木から育てたものを管理してい

ます。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。……ないようでしたら、令和３年度社会教育功労者

表彰候補者について可決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 35 号 第３次津幡町子ども読書活動推進計画について事

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。 

（別冊資料に基づき、第３次津幡町子ども読書活動推進計画について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、何かお気づきの点やご質問等はございませんか。 

山本委員 電子書籍というのは、どのようなものですか。 

宮崎課長 パソコンやスマートフォン、タブレット等で書籍を読むことができるもので、町民

の方でしたら、図書館でＩＤ等を発行する手続きをしていただくことで利用すること

ができます。 

山本委員 図書館に所蔵していない書籍ですか。 

宮崎課長 はい。所蔵されていないものから選定する予定にしています。 

山本委員 図書館に書籍をデータ化したＣＤが置いてあり、それを借りるということではない

のですね。 

宮崎課長 はい。何も借りることなく、インターネット上で電子書籍を借りる手続きをするこ

とで読むことができます。メリットとしましては、目が不自由な方でしたら、音声で

の読み上げが可能な書籍もありますし、図書館が開いていない時間帯でも借りられ、

貸出期間が過ぎれば自動的に返却されますので、返し忘れもなくなります。図書館か

ら遠い地域の方でも、一度図書館で電子書籍利用の手続きをしていただければ簡単に

ご自宅等で読むことができます。 

山本委員 県立図書館の建物が完成したようですが、県との連携は以前と変わっていませんか。 

宮崎課長 以前同様、県立図書館との蔵書の貸し借りは可能です。 

渡邉委員 このような詳細な計画を子どもたちのために作成していただき感謝いたします。成

果が上がっていることを期待しますが、デジタル化による本離れも進む中、津幡町の

子どもたちの読書の現状はどのようになっていますか。 
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北山課長 今年度の生活状況調査では、ゲームやインターネットなどのメディアを使用してい

る時間が長くなっている児童が増加し、反対に学習や読書の時間が減っているという

結果になっています。 

渡邉委員 難しい問題ですね。各学校から町の図書館へ子どもたちが見学に来ているかと思い

ますが、小学校何年生で必ず町の図書館を見学するというふうに決まっているのです

か。 

宮崎課長 ３年生４年生の社会科見学で、シグナスや役場の見学を行っていると思いますが、

必ず図書館を見学すると決まっている訳ではありません。 

渡邉委員 本に対する興味関心が高まる環境が大事だと思いますで、そういった機会を増やし

ていただいて、図書館の楽しさを伝えていただきたいと思います。このように大変な

ご苦労をされて子どもたちのために読書活動を推進していただいていますので、よい

姿が見られるようになればと思います。 

鳥越委員 先ほどのお話の電子書籍の貸出は、他の市町ですでに稼働しているということです

が、主に若い方が利用しているのでしょうか。 

宮崎課長 若い方の利用が多いと聞いています。デジタル機器に慣れている方ですと、こちら

の方が利用しやすいという方もいます。 

鳥越委員 小中学生は本よりもこちらの方が興味を持ちやすいのでしょうか。 

北山課長 子どもたちはパソコン等に慣れているため、ペーパーの本よりも電子図書の方が興

味を持ちやすいという時代になっているのかもしれません。 

鳥越委員 ペーパーで読むのとデジタル機器を通じて読むのとでは、理解度に違いがあるので

しょうか。 

吉田教育長 読書ではないですが、記憶の定着の点では、紙で読んだ方が定着度が高いという研

究があります。読書は記憶とは違い、読み込んでいくものですが、機器を通して読む

ことで読書から離れないきっかけにはなると思います。 

渡邉委員 今、感染の問題もあり、借りる方も敏感になっているかもしれませんね。図書は消

毒しているのですか。 

宮崎課長 図書館の図書は殺菌機にかけています。 

渡邉委員 百科事典にしても、学校で使い方は教えているとは思いますが、今はインターネッ

トで簡単に調べることができますので、本の価値や意味を学校で教えていく必要があ

ると思います。 

山本委員 電子書籍も必要ですが、実際に本がたくさんある図書館の良さをアピールする施策

を考えていく必要があると思います。 

吉田教育長 図書館の魅力を発信していくことは大事ですし、小さい頃から親子で一緒に図書館

へ足を運んでいただいて、一緒に絵本を手に取って読み聞かせをして、本に慣れ親し 
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 んでいくという機会を設けていくことが、図書離れ、活字離れ対策につながると思い

ます。電子図書に関しては、例えば、中々図書館へ足を運べない方にも親しんでいた

だく機会を設けるという点では意味があると思います。図書館の蔵書を減らす形には

ならないよう図書館として努力をしていかなければならないと思います。 

山本委員 他県の情報を見ていましたら、図書貸出預金通帳のようなものが出ていました。多

く借りると利息のような特典があるようです。このように色々な方法があるでしょう

が、図書館へ足を向けさせる取組を考えていただきたいと思います。 

吉田教育長 いただいたご意見を参考にしながら、図書館の魅力の発信方法を工夫していきたい

と思います。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）～（６）＞ 

吉田教育長 では、続きまして日程第６号 その他の議事（１）第 14回津幡町英語スピーチコン

テストについて事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ11、12に基づき、第 14回津幡町英語スピーチコンテストについて説明する。） 

吉田教育長  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 了承 

吉田教育長 では、続きまして（２）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Ｐ13、14に基づき、成人式について説明する。） 

吉田教育長 何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員 出席率が低いですが、何か理由はありますか。 

宮崎課長 県外の学生の出席率が低かったのではないかと思われます。 

山本委員 １月開催の場合も同様でしょうか。 

宮崎課長 一昨年までと比べると出席率は低くなるかとは思いますが、１月開催の式は３連休

の真ん中の日程ですので、今回より出席率が上がる可能性はあるかと思います。 

山本委員 県外の学生は何割程度いるのでしょうか。 

宮崎課長 県外の学生の割合はわかりませんが、津幡町以外に住民票がある対象者は１割程度

です。 

山本委員 出席者が５割というのは少ないですね。 

宮崎課長 一昨年までは８月 15日の開催でしたので、お盆や夏休みで帰省していたということ

があると思います。 

吉本部長 昨年は８月から 12月に延期しましたが、12月 12日の開催でした。今年も８月から

延期しましたが、12月５日開催ということで、１週遅ければ帰省できたといった声も

聞いています。 

山本委員 今後、２回に分けず、１回に戻す予定はありますか。 

宮崎課長 令和５年には１回に戻せればと思っています。 
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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、続きまして（３）令和３年度津幡町立志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Ｐ15に基づき、令和３年度津幡町立志式について説明する。） 

吉田教育長  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 了承 

吉田教育長 では、続きまして（４）令和３年度津幡町青少年健全育成標語について事務局より

説明をお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ16に基づき、令和３年度津幡町青少年健全育成標語の審査結果について報告

する。） 

吉田教育長  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 了承 

吉田教育長 では次に、その他の議事（５）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、１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、１月 17 日（月）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、１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、１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。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（６）その他としまして、事務局からは特にないようですので、委員の皆

様から、この際ですので何かございましたらお願いします。……ないようでしたら、

以上をもちまして、令和３年第 12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４時 37分 

 


