
令和４年 第１回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年１月１７日（月）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時１０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１号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

議案第１号 令和４年度津幡町教育方針について 継 続 

議案第２号 令和４年津幡町議会１月会議提出予定案件について 【非公開】 

議案第３号 令和４年度予算主要施策について 【非公開】 

議案第４号 就学援助費受給者の仮認定について 【非公開】 

その他（１） 令和３年度津幡町児童生徒生活状況調査について 了 承 

その他（２） 令和３年度小中学校卒業式・つばた幼稚園卒園式等の日程に
ついて 

了 承 

その他（３） 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（４） 第67回津幡町公民館大会について 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１号、議案第２号から第４号については非公開で審議に入り原案どおり承

認、可決し、議案第１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説明し、

質疑応答が行われ、可決、了承した。また、２月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

２月の教育委員会議日程：令和４年２月１６日（水）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１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 12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 12月 17日（金）開催の第 12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。12

月 18 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。 

１月６日、金沢教育事務所指導課との懇談を行いました。今年度の学校訪問からみ

た成果と課題について、学習指導や生徒指導など項目ごとに詳細に報告をいただきま

した。今後これらを参考にして、校長会等を通じて各校に指導助言を行ってまいりま

す。 

１月７日、小中学校の３学期の始業式を行いました。今年度は、３学期の始業を例

年より１日早めて１月７日としております。県内では金沢市、河北郡市の２市２町が

１月７日を始業としております。 

１月９日、町成人式を行いました。先月に令和３年度の成人式を行いましたが、今

回の成人式は令和４年の成人者を対象とした成人式です。感染対策をとり、前回と同

じく中学校区の２回に分けての実施となりました。詳細は、この後事務局から報告い

たします。 

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。

……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１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１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 
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 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１件について、所得などを調査した結果、１件を

認定したことを報告する。） 

（審議のうえ、全会一致で報告第１号について承認し、非公開を解く。） 

＜日程第５ 審議する議案 議案第１号～第４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１号 令和４年度津幡町教

育方針について事務局からお願いします。 

山崎課長  それでは、教育総務課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和４年度津幡町教育方針教育総務課分について説明する。） 

北山課長  学校教育課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和４年度津幡町教育方針学校教育課分について説明する。） 

宮崎課長  生涯教育課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和４年度津幡町教育方針生涯教育課分について説明する。） 

（審議のうえ、議案第１号については継続審議とする。） 

吉田教育長  では、議案第２号 令和４年津幡町議会１月会議提出予定案件について審議に入る前

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。 

全委員 了承 

（審議のうえ、全会一致で議案第２号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 それでは、続きまして、議案第３号 令和４年度予算主要施策について審議に入る前

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、全会一致で議案第３号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 それでは、続きまして、議案第４号 就学援助費受給者の仮認定について事務局より

お願いします。この議案につきましては、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仮認定について説明いたします。資料をお配りし

ます。 

（当日資料に基づき、就学援助申請 22 件について所得などを調査した結果、認定 21

件、不認定 1件である旨を説明し審議を求める。） 
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（審議のうえ、全会一致で議案第４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）～（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）令和３年度津幡町児童生徒生活

状況調査について事務局より説明をお願いします。 

北山課長 （別冊資料に基づき、町内児童生徒の生活状況調査の結果分析概要について報告す

る。） 

吉田教育長 ただいま分析の内容説明がありましたが、ご質問等はございますか。 

山本委員 今回の調査で、１日の中でメディア利用に費やす時間が増えることにより、睡眠や

運動、読書の時間が減るなどの影響が出ていることがわかります。文部科学省は 2022

年度から英語のデジタル教科書を小中学校に無料配布し、2024年度からは他教科も含

めてデジタル教科書を本格導入するとしており、子どもたちがパソコンを使う時間が

学習面でも今後益々増えることが予想されます。授業では操作に集中することで先生

との会話や子ども同士のコミュニケーションが減ることも危惧されますし、視力の問

題もあります。ゲームやタブレット、スマートフォンも含め、メディアとどのように

付き合っていくか、総合的に検討していく必要があると思います。 

吉田教育長 デジタル教科書については、文部科学省は、先行的に英語の教科書について小学校

５年生から中学校３年生までの全ての小中学校にデジタル教科書を配布、そして 2024

年度の本格導入を目指すとしています。本格導入の詳細はまだ示されておりませんが、

紙の教科書との併用、場合によっては将来的に紙の教科書をなくすというふうに大き

く舵をきる可能性もあります。今後、子どもたちがパソコンを使う機会は確実に増え

ていきます。目の健康も心配ですし、コミュニケーション能力の低下も危惧される、

そういった中で一人一台端末をどう有効に活用していくか、今後、学校現場の授業づ

くりの中に求められてくると思います。当然、鉛筆を持ってノートに字を書くという

ことも必要ですし、そういった力もつけていかなければなりませんので、どうバラン

スをとるかが今後の課題になってくると思います。また、家庭へパソコンを持ち帰る

ことも多くなりますし、家庭でもタブレットやスマートフォンなどのメディアが普及

していますので、学校から家庭への働きかけだけではなく、保護者と一体となって考

えていく必要があると思います。メディアの利用時間のルールを家の人と決めている

かという調査を見ますと、今年度は昨年度に比べ、ルールを決めている割合が大幅に

下がりました。子どもの意識として「ルールがない」と答えた子どもが約４割いると

いうことで、保護者の意識とはズレが生じているのではないかと考えられます。保護

者はルールを決めていると思っていても、子どもはルールがないと思っている割合が

増えているとも考えられますので、再度、メディアとの付き合い方を学校で子どもた

ちへ指導するとともに保護者に対しても働きかけていきたいと思います。子ども自身 
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 の自己管理能力を高めることが一番大事になってくると思います。小学校低学年はル

ールを守るというモラル意識を高め、高学年以上になれば自分で管理することを意識

できるよう学校と話をしていきたいと思います。 

山本委員 もう一点、朝食を食べない子が多いようですが、全く食べない子に対して「生活習

慣改善に向けての支援が必要」とあります。この支援というのは具体的にどのような

ことを指していますか。保護者に対しての支援でしょうか。 

北山課長 前の晩に遅くまで起きていたため、朝起きられずに朝食を食べられなかったといっ

た場合もありますので、子どもを通して「早寝早起き朝ごはん」の大切さを伝えてい

くという支援になります。 

渡邉委員 「１日４時間以上ゲームをしている」と答えた子と「１日４時間以上パソコンなど

をしている」と答えた子が同じ子だとすると合わせて８時間になってしまいます。先

ほども保護者の意識と子どもの意識にズレがあるというお話がありましたが、保護者

が一生懸命ルールを決めても、子どもは何となく答えているのか、正直に答えている

のか、信憑性も含めどのような気持ちで答えたのだろうかといった背景を考えさせら

れました。逆に、平日２時間以上読書をする子がいるということに驚き、うれしく思

いました。悪い面ばかりではなく、肯定的に、共感的に、温かい目で見るとまた違っ

た面にも気がつくのではないかと思います。これはあくまで全体を把握する実態調査

かもしれませんが、担任の先生が個々の結果を見て個として把握し、日々の指導に活

かしていただきたいと思います。 

吉田教育長  この状況調査は町として小中学生の傾向をまとめたものですが、それぞれのデータ

は各学校で把握していますので学校で活かしてもらい、また、個別に状況を把握し、

それぞれ指導に活かしてもらいたいと思います。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、（２）令和３年度小中学校卒業式・つばた幼稚園卒園式等の日程につい

て事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ１、２に基づき、卒業式、卒園式の日程を確認し、各委員が出席する小中学

校、幼稚園を決定し、教育委員会告示は昨年同様書面とすることを確認する。） 

吉田教育長 では、続きまして、（３）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

お願いします。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、図書館を使った調べる学習コンクールの結果について報告す

る。） 

吉田教育長 ただいまの報告について、ご質問等はございますか。……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）第 67回津幡町公民館大会について事務局より説明をお願 
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 いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ３に基づき、第 67回津幡町公民館大会の日程概要について説明する。） 

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  次に（５）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、２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。） 

総合教育会議を２月８日（火）午後１時 30分、２月の教育委員会議を２月 16日（水）

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  それでは、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、２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、２月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

（教育委員出席の出席する行事等について確認を行う。） 

吉田教育長  ２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。 

全委員 了承 

吉田教育長  では、（６）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 （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。） 

宮崎課長 （令和４年津幡町成人式の出席者数、文化会館「シグナス」自主事業公演案内につい

て報告、説明する。） 

山崎課長 （令和４年度教育委員会主要行事年間予定について説明する。） 

吉田教育長  ただいま、事務局よりいくつか説明がありましたが、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  その他、何かありましたらお願いいたします。……では、以上をもちまして、令和

４年第１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３時 10分 

 


