
令和４年 第３回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年３月２３日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時３４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６号 行政委員会等の会議報告について  承 認 

報告第７号 一般職の職員の給与の支給に関する規則及び一般職の職員の

初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則

について 

 承 認 

報告第８号 津幡町職員被服等貸与規程等の一部を改正する訓令について  承 認 

報告第９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11号 教育委員会の委嘱等について 可 決 

議案第12号 津幡町町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針
について 

可 決 

議案第13号 津幡町教育委員会職員職名規則及び津幡町教育委員会事務局
組織規則の一部を改正する規則について 

可 決 

議案第14号 津幡町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程につい
て 

可 決 

その他（１） 第74回石川県民体育大会冬季大会スキー競技の成績について 了 承 

その他（２） 令和３年度津幡町少年少女美術展結果について 了 承 

その他（３） 津幡かるたについて 了 承 

その他（４） 当面する諸行事について  

その他（５） 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、報告第６号から第９号、議案第11号から第14号、その他（１）から（５）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、

４月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

４月の教育委員会議日程：令和４年４月２２日（金）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３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４年 第２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２月 16日（水）開催の第２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。２

月 17 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。 

２月 22日に川井姉妹ユニフォーム等展示除幕式がシグナスで行われました。川井姉

妹の出席はなりませんでしたが、川井姉妹のお母さまの初江さんにご出席いただき、

ご挨拶をいただきました。シグナス１階の展示コーナーに川井姉妹が東京オリンピッ

クとリオデジャネイロオリンピックで着用したユニフォーム等たくさんの関連グッズ

を展示し、町民をはじめ来館のみなさまに楽しんでいただけるようにいたしました。

川井さんのお母さまからも、「子どもたちに見てもらい、目標や夢を持つきっかけにな

ってくれればうれしい」というお言葉をいただきました。 

３月 11日に中学校の卒業式がそれぞれの学校で行われました。私は津幡中学校の卒

業式に出席をいたしましたが、コロナ感染対策のため、在校生は代表者のみ、卒業生

と保護者、教職員の出席で行いました。非常に厳粛な中で行われた卒業式でした。 

３月 17 日、18 日の２日間に亘って小学校の卒業式が行われました。小学校は各学

校で規模が違いますので、それぞれの学校で規模に応じた感染対策を行い卒業式を執

り行いました。 

３月 17日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開かれました。会議では、県

内全域を対象としていたまん延防止等重点措置が３月 21 日を以て解除されるとの方

針を受け、解除後の町の対応について協議をしました。特に教育委員会関係では、管

轄の施設関係について、時間制限を設けていたものを一部を除いて解除するなどを決 
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 定いたしました。しかし、今後とも基本的な感染対策は引き続き徹底していくという

確認を行いました。 

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。

……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６号～第９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６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１件報告いたします。 

（当日資料に基づき、津幡町社会教育委員会議の会議内容について報告する。） 

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７号一般職の職員の給与の支給に関する規則及び一般職の職員

の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則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。 

（当日資料に基づき、一般職の職員の給与の支給に関する規則及び一般職の職員の初

任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する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 課長補佐がなくなるのですか。 

山崎課長 はい。課長補佐がなくなり、管理職である主幹と、管理職ではない副主幹になりま

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 続きまして、報告第８号津幡町職員被服等貸与規程等の一部を改正する訓令につい

て事務局よりお願いします。 

山崎課長 （当日資料に基づき、津幡町職員被服等貸与規程等の一部を改正する訓令について説

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 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第９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。 
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宮崎課長 生涯教育課よりについて津幡町教育委員会後援等名義使用申請報告いたします。 

（資料Ｐ１～４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。） 

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 11号～第 14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 11号教育委員

会の委嘱等について事務局からお願いします。 

宮崎課長  それでは、生涯教育課より２件の委嘱について説明いたします。 

（資料Ｐ５、当日資料に基づき、津幡町地区公民館長、及び津幡町スポーツ推進委員

の委嘱について説明する。） 

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 12号津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針

について事務局からお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ７に基づき、津幡町立学校における教職員多忙化改善に向けた取組方針につ

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。 

山本委員  お願いですが、例えば不登校やいじめのような緊急を要する、または重大な事案に

ついては、この方針の定時退校日や休養日だからといって対応が遅れるということが

ないようにしていただきたいと思います。こういった事案への対応で時間外勤務が増

えることになろうともきちんとした対応をお願いしたいと思います。 

吉田教育長 ご指摘の件につきまして、当然学校では子どもたちの安全安心を最優先に対応いた

しますので、緊急的、或いは臨時的な勤務ということで、こういった場合には月の勤

務時間が目標時間を超えることも認めていくという方針で学校へ周知をしていきたい

と思います。 

越村委員 ＰＴＡに関してですが、ＰＴＡの保護者が集まるのはどうしても先生方の時間外勤

務の時間になってしまいますが、その会議に先生も出席いただくことが多いと思いま

す。また、ＰＴＡ行事は休みの日に行われることもありますので、ＰＴＡの執行部の

方には、この取組方針を周知していただき、ＰＴＡの会議や行事が先生の負担になら

ないようにしていただきたいと思います。例えば、これまではＰＴＡ行事は学校行事

とは別に設けられることが多かったと思いますが、通常の学校行事にＰＴＡがお手伝

いで参加するなどの関わり方をしていけば保護者も先生も負担が減るのではないかと 
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 思います。 

吉田教育長 保護者、特にＰＴＡの役員の方へご理解いただけるよう進め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 

吉田教育長 続きまして、議案第 13号津幡町教育委員会職員職名規則及び津幡町教育委員会事務

局組織規則の一部を改正する規則について事務局からお願いします。 

山崎課長 （当日資料に基づき、津幡町教育委員会職員職名規則及び津幡町教育委員会事務局組

織規則の一部を改正する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。……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 14号津幡町教育委員会事務決裁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 （当日資料に基づき、津幡町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程について

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 

＜日程第６ その他の議事（１）～（５）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）第 74回石川県民体育大会冬季大会スキー

競技の成績について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ９に基づき、第 74回石川県民体育大会冬季大会スキー競技の成績について報

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、（２）令和３年度津幡町少年少女美術展結果について事務局より

お願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ10、当日資料に基づき、令和３年度津幡町少年少女美術展結果について報告

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、（３）津幡かるたについて事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （別紙資料に基づき、津幡かるたについて報告する。） 

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。 
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全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（４）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、４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、４月 22 日（金）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、４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、４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  ４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、（５）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。 

山崎課長 （当日資料に基づき、令和４年度教育委員が委員となる会議等について説明する。） 

北山課長 （当日資料に基づき、中学生海外派遣交流事業の中止についての報告、及び令和４年

度小中学校入学式日程と教育委員の出席について確認をする。） 

宮崎課長 （第 30回つばた健勝マラソン大会の中止について報告する。） 

吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

山本委員  最近、各学校において教員が不足しているという話を聞きますが、津幡町では、産

休育休の代替講師は 100％配置されているのですか。 

吉田教育長  産休育休の代替講師については、なんとか 100％の補充ができています。ただし、

病休に関しましては、急に休みに入る場合が多く、すぐには代替講師が見つからず、

少し期間を置いて補充されるということがあります。また、フルタイムの講師を充て

ることができず、２名の非常勤講師に１名の代替講師として入っていただくというこ

ともあります。 

山本委員 教員の定年も数年かけて延長されるようですし、その間は教員ＯＢの採用も難しく

なるのではないですか。 

吉田教育長 定年退職後、再任用を希望される方が多いのですが、再任用は教諭という形ですの

で正規職員の扱いになります。ですので、再任用の方を産休育休や病休の代替講師と

して充てることはできません。教員の採用倍率も下がってきていることからも、教員 
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 志望者が減ってきているということがわかるとおり、講師の不足については大変厳し

い状況です。教員の定数改善が進んでいませんので、根本的な解決には至っていませ

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３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 34分 

 


