
令和４年 第２回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年２月１６日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時１６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２号 行政委員会等の会議及び委員委嘱の報告について  承 認 

報告第３号 津幡町立幼稚園保育料徴収条例施行規則を廃止する等の規則
について 

 承 認 

報告第４号 津幡町学校等給食燃料費補助要綱及び津幡町ホームページ有
料広告掲載取扱要綱の一部を改正する要綱について 

 承 認 

報告第５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５号 令和４年度津幡町教育方針について 可 決 

議案第６号 津幡町立幼稚園管理規則を廃止する等の規則について 可 決 

議案第７号 津幡町立幼稚園評議員設置規程及び津幡町立幼稚園経営及び
幼稚園評価に関する規程を廃止する規程について 

可 決 

議案第８号 津幡町特別支援教育支援員配置規程の一部を改正する規程に
ついて 

可 決 

議案第９号 第３次津幡町子ども読書活動推進計画について 可 決 

議案第10号 令和４年津幡町議会３月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 津幡町立つばた幼稚園の閉園式について 了 承 

その他（２） 令和４年度小中学校入学式の日程について 了 承 

その他（３） 第14回津幡町英語スピーチコンテスト実施報告について 了 承 

その他（４） 令和４年度津幡町中学生海外派遣交流事業について 了 承 

その他（５） 令和４年度津幡町小学生国内派遣交流事業について 了 承 

その他（６） 第30回つばた健勝マラソン大会について 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、議案第10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２号から第

５号、議案第５号から第９号、その他（１）から（８）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、３月の会議の開催日を次のとお

り決定し、閉会した。 

３月の教育委員会議日程：令和４年３月２３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 



 

議   事   要   旨 

1 

 

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２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４年 第１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４年１月 17日（月）開催の第１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。１

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 22日に町英語スピーチコンテストをシグナスで開催しました。新型コロナウイ

ルスの感染者数が増加し始めた頃ということで、当初の予定より時間短縮等感染予防

策をより強化して実施をいたしました。詳細につきましては、後程担当から報告させ

ていただきます。 

２月１日に町立志式を今年度はオンラインを活用して行いました。中学２年生が対

象ですけども、両中学校共に生徒は自分の教室でモニターを見ながらの参加となりま

した。代表生徒２名ずつによる立志の主張は、校長室からライブで配信しました。町

長式辞と津幡中ＯＧで世界トランポリン選手権で活躍した太村成見選手からのお祝い

メッセージは、あらかじめ録画してあったものをオンラインで配信いたしました。 

２月４日に全国町村教育長会常任理事会リモート会議が行われました。先日お伝え

しましたとおり、今年度、石川県の市町教育長会の副会長を内灘町教育長から引き継

いだため、全国町村教育長会理事となりました。今年度は石川県が常任理事の年とい

うことでこの会議に出席いたしました。当初は東京で開催の予定でしたが、急遽リモ

ート会議に切り替わりました。午前中は令和３年度の歳入歳出の決算と監査報告、令

和４年度の総会の開催方法や国への要望事項等について協議をいたしました。午後は、

ライブ配信での研修会という形で文部科学省からの行政説明がありました。 

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。 
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 ……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２号～第５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２号行政委員会等の会議及び委員委嘱の報告について事務局よりお願いしま

す。 

山崎課長 教育総務課より報告いたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町国際交流推進委員会の会議内容について報告する。） 

北山課長 引き続き、学校教育課より報告いたします。 

（資料Ｐ２に基づき、津幡町学校給食共同調理場運営委員会の委員委嘱について報告

する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、豊かな心を育む津幡町民会議の委員委嘱について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、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  承認 

吉田教育長 続きまして、報告第３号津幡町立幼稚園保育料徴収条例施行規則を廃止する等の規

則について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ３～５に基づき、津幡町立幼稚園保育料徴収条例施行規則を廃止する等の規

則について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、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  承認 

吉田教育長 続きまして、報告第４号津幡町学校等給食燃料費補助要綱及び津幡町ホームページ

有料広告掲載取扱要綱の一部を改正する要綱について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ７、８に基づき、津幡町学校等給食燃料費補助要綱及び津幡町ホームページ

有料広告掲載取扱要綱の一部を改正する要綱について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、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  承認 

吉田教育長 続きまして、報告第５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等名義使用申請について報告いたします。 

（資料Ｐ９～12に基づき、申請１件について１件承認したことを報告する。） 
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吉田教育長 ただいまの報告につきまして、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 承認 

＜日程第５ 審議する議案 議案第５号～第 10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５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  前回会議から継続審議となっておりました、令和４年度津幡町教育方針について説

明いたします。 

（別紙に基づき、令和４年度津幡町教育方針について説明する。） 

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 可決 

吉田教育長 では、続きまして、議案第６号津幡町立幼稚園管理規則を廃止する等の規則につい

て事務局からお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ13～17に基づき、津幡町立幼稚園管理規則を廃止する等の規則について説明

する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員 こども園と保育園の言い方の違いはどこにあるのですか。条例上はどのような使い

分けになっているのですか。 

山崎課長 町立保育園は、認定こども園として運営していますが、町の条例規則上、名称は保

育園のままになっています。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長 続きまして、議案第７号津幡町立幼稚園評議員設置規程及び津幡町立幼稚園経営及

び幼稚園評価に関する規程を廃止する規程について事務局からお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ19に基づき、津幡町立幼稚園評議員設置規程及び津幡町立幼稚園経営及び幼

稚園評価に関する規程を廃止する規程について説明する。） 

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 可決 

吉田教育長 続きまして、議案第８号津幡町特別支援教育支援員配置規程の一部を改正する規程

について事務局からお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ21、22に基づき、津幡町特別支援教育支援員配置規程の一部を改正する規程

について説明する。） 
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吉田教育長 ただいまの説明につきまして、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 可決 

吉田教育長 続きまして、議案第９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から

お願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より説明いたします。 

（当日資料に基づき、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 可決 

吉田教育長  では、議案第 10号令和４年津幡町議会３月会議提出予定案件についての審議に入る

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。 

全委員 了承 

山崎課長 では、教育部の令和４年度当初予算額及び教育総務課所管の当初予算についてご説

明いたします。 

（当日資料に基づき、教育部の令和４年度当初予算額及び教育総務課所管の当初予算

内容について説明する。） 

北山課長 学校教育課所管の令和４年度当初予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、学校教育課所管の令和４年度当初予算内容について説明する。） 

宮崎課長 生涯教育課所管の令和４年度当初予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、生涯教育課所管の令和４年度当初予算内容について説明する。） 

吉田教育長  引き続き、３月補正予算の説明をお願いします。 

山崎課長 教育総務課所管の３月補正予算についてご説明いたします。 

（当日資料に基づき、教育総務課所管の３月補正予算内容について説明する。） 

北山課長 学校教育課所管の３月補正予算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３月補正予算内容について説明する。） 

宮崎課長 生涯教育課所管の３月補正予算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３月補正予算内容について説明する。） 

（質疑応答がなされ、全会一致で議案第 10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）～（８）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）津幡町立つばた幼稚園の閉園式について

事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ23に基づき、津幡町立つばた幼稚園の閉園式について説明し、教育委員の出 
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 席について確認する。） 

吉田教育長 では、続きまして、（２）令和４年度小中学校入学式の日程について事務局よりお願

いします。 

北山課長 （資料Ｐ24、25に基づき、令和４年度小中学校入学式の日程を確認し、新型コロナウ

イルス感染症の拡大予防のため、教育委員会告辞は書面によるものとすることを確認

する。また、各委員の出席する小中学校を決定する。） 

吉田教育長 では、続きまして、（３）第 14 回津幡町英語スピーチコンテスト実施報告について

事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ26 に基づき、第 14 回津幡町英語スピーチコンテストの実施について報告す

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 続きまして、（４）令和４年度津幡町中学生海外派遣交流事業について事務局より説

明をお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ27に基づき、令和４年度津幡町中学生海外派遣交流事業について現在の状況

と今後の予定を説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、ご質問等はございますか。 

山本委員 今後、派遣者が決まっても、その生徒がその時点でコロナワクチンを２回接種して

いない場合、派遣までに２回接種することは可能ですか。 

北山課長 中学生のワクチン接種希望者については、すでに２回接種は済んでいますが、ワク

チン接種を希望していなかった生徒で派遣が決定した場合でも、派遣決定後に２回接

種することは可能です。 

山本委員 ワクチンを接種しない生徒は参加できないということになるのですね。 

吉田教育長 オーストラリアの入国条件がそうなっている以上は、参加できないということにな

ります。 

山本委員 身体的な理由でワクチン接種できない場合もあるでしょうし、このような状況で事

業を実施してよいかよく考えないといけませんね。 

吉田教育長 現時点では、日本へ帰国した際に待機などの厳しい条件がありますし、オーストラ

リアでホームステイを受け入れてくれる家庭を確保できるかという問題などもあり、

現状が続けば派遣実施は難しいと思われます。 

渡邉委員 ３月には決定し、４月以降にコロナが落ち着いても変更はないということですか。 

吉田教育長 はい。このまま条件が緩和されなければ３月上旬には中止を決定し、その後変更は

いたしません。中止となった場合は、今年度同様、オンラインでの交流は継続して実

施していきたいと考えています。 
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山本委員 派遣については慎重に検討をお願いします。 

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、（５）令和４年度津幡町小学生国内派遣交流事業について事務局

よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ28、29に基づき、令和４年度津幡町小学生国内派遣交流事業について現在の

状況と今後の予定を説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございませんか。……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、（６）第 30 回つばた健勝マラソン大会について事務局よりお願

いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ30～33に基づき、第 30回つばた健勝マラソン大会について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等ございませんか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（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、３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、３月 23 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  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、３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、３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  ３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、（８）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。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、いしかわ百万石文化祭 2023 津幡町実行委員会について説明す

る。） 

北山課長 （当日資料に基づき、令和３年度小中学校卒業式・幼稚園卒園式の日程、教育委員の

出席について確認をする。） 



 

議   事   要   旨 

7 

 

吉田教育長 その他、何かありますでしょうか。 

鳥越委員 私立高校の入試の日に金沢で崖崩れがありましたが、町内の生徒はトラブルなく受

験できましたか。 

吉田教育長 受験に影響があったという報告は受けておりません。その他よろしいでしょうか。

……では、以上をもちまして、令和４年第２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 16分 

 


