
令和４年 第４回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年４月２２日（金）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時４１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  𠮷岡洋教育部長、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  松岡美夏教育総務課主事 

５ 議題及び審議結果 

報告第10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11号 令和４年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学習

サークル登録について 
 承 認 

報告第12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15号 教育委員会の委嘱等について  可 決 

その他（１） 令和４年度教育委員会事務局事務分掌について 了 承 

その他（２） 令和４年度石川県市町教育委員会連合会定期総会について 了 承 

その他（３） 令和４年度津幡町学校訪問計画について 了 承 

その他（４） 令和４年度図書館事業計画について 了 承 

その他（５） 令和４年度津幡町民大学実施予定計画について 了 承 

その他（６） 文化会館「シグナス」自主事業公演について 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10号から第12号、議案第15号、その他（１）から（６）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、５月の会

議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

５月の教育委員会議日程：令和４年５月１８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、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４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４年 第３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。 

松岡書記 （令和４年３月 23日（水）開催の第３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。３

月 24 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。 

３月 25日に中学生姉妹校交流事業が福祉センターで行われました。８月に続いて２

回目のオンライン交流会でした。津幡中学校と津幡南中学校両校から１・２年生１８

名が参加して行われました。交流会では、３人から４人のグループごとに相手に英語

で質問をして、交流を深めました。生徒の感想では、英語への関心を一層高めたとい

う声がありました。 

３月 26日につばた幼稚園の卒園式と閉園式が行われました。閉園式では、町長式辞、

それから来賓、園長の挨拶に続き、園児８名のお別れの言葉と園歌があり、これを以

て終了となりました。津幡町立幼稚園につきましては、昭和 38年の大西山幼稚園の開

園から約 60年続きましたが、昨年度を以て町立幼稚園が閉園となりました。 

４月 12 日に町公民館連絡協議会がシグナスで開催されました。開会に先立ちまし

て、新しく笠野公民館長となった山本秀欧氏に委嘱状を交付しました。協議会では、

令和３年度の事業報告、会計決算報告、そして令和４年度の事業計画、予算が承認さ

れております。 

４月 15日に全国町村教育長会の理事会が東京で開催されました。この２年間はコロ

ナのために開催が見送られてきましたが、現時点では来月 16 日と 17 日に３年ぶりに

総会が開催予定となっております。今後、コロナの状況次第で変更することもありま

すが、この理事会では総会での提出議案について審議を行っております。 
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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 10号～第 12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。報告

第 10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１件の会議報告をいたします。 

（資料Ｐ１に基づき、津幡町科学のまち推進委員会の会議内容について報告する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より３件の会議報告をいたします。 

（資料Ｐ２～４に基づき、津幡町文化会館運営委員会、津幡町文化財保護審議会、津

幡ふるさと歴史館運営委員会の会議内容について報告する。） 

北山課長 引き続き、学校教育課より委員委嘱の報告をいたします。 

（当日資料に基づき、令和４年度学校医等の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。 

山本委員  龍ヶ峰城跡公園に北國街道観光施設として北國街道倶利伽羅峠道三十三体観音を入

れる御堂を設置して、現在５体を納めていますね。この５体以外はどこにあるのか把

握しているのですか。 

宮崎課長 はい、把握しています。津幡町に１７体だったと思うのですが、どこにあるか把握

しています。先祖代々保管してきて、現在も個人で管理できているものについては、

私たちから保管させてほしいとは申し出をしておりません。 

山本委員 町が作った施設には何体まで入るのですか。 

宮崎課長 ７体まで入ります。 

山本委員 倶利伽羅手向神社の横にも８体ほどありますね。 

宮崎課長 はい。あとは街道沿いや各集落の墓などに点在しています。 

山本委員 あと１，２体出てきても御堂には納めることができるのですね。 

宮崎課長 はい、あと２体は納められます。 

山本委員 コウノトリの営巣についてお聞きします。営巣庫は誰が建てたのですか。 

宮崎課長 河北潟干拓土地改良区が建てました。 

山本委員 この間見てきましたが、結構高さがありますね。二羽いるのが見えました。 

宮崎課長 定点カメラで毎日観察しています。 

山本委員  雛が孵るのはいつでしょうか。 

宮崎課長  今はまだわかりません。定点カメラで毎日確認して、コウノトリが座った状態がず

っと続けば卵を産んだと考えられるそうです。 

山本委員  この間見たときは立っていたので、まだということですね。 
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鳥越委員  コウノトリのカップリングというのは貴重なことなのでしょうか。 

宮崎課長 貴重だと思います。天然記念物で、成功例があまりないそうです。コウノトリが来

るということは、環境のよいところということだそうです。石川県では今のところ津

幡町と、能登の方でも確認はされているのですが、巣作りをしているのは津幡町だけ、

という状況です。 

山本委員 カラスや鳶にやられる心配はないでしょうか。 

山崎課長 聞くところによるとコウノトリは、先にカラスや鳶が巣を作っていてもどかしてし

まうくらい強いそうです。 

山本委員 学校医の委嘱について記載がありますが、いま学校での健康診断の項目に心電図は

ありますか。 

北山課長 心電図は、小学１年と４年、中学１年で行われています。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 11号令和４年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学

習サークル登録について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ５～11に基づき、令和４年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学

習サークル登録について報告する。） 

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 12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Ｐ13～20に基づき、申請２件について承認と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。 

山本委員 近年新聞を読んでいて思うのが、子どもたちの作文力が弱くなっている風潮の中で、

高・中・小学生の子どもたちからの投稿がとても増えています。毎日２、３件の子ど

もたちからの投稿が掲載されています。例えば、「クラスの役員で役に立てて嬉しい」

とか、「コロナで行事がなくなって寂しい」、「いじめをなくしたい」などといったいろ

んな想いを書いて投稿しているわけですが、こういったことを学校の先生方はきちん

と把握しているのでしょうか。 

渡邉委員 以前に比べ、投稿は随分増えてきていると思います。 

山本委員 子どもたちは自身の想いなど非常によいことを書いていて、なおかつきちんとした

文章で書いています。学校名までは載っていませんが、名前・学年・町名は載ってい
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ます。先生方はそれらを把握して、子どもたちの想いをそこから読み取っておられる

のでしょうか。 

北山課長 投稿を推進している学校はあります。 

山本委員 推進してほしいということではないのですが、子どもたちはしっかりした文章で投

稿しているので、一度目を通して子どもたちの想いを感じてもらえたらと思いますが、

いかがでしょうか。 

吉田教育長 小学生の場合は、わりと個人での投稿がほとんどだと思います。中学生に関しては

３年前に津幡中学校が、学校の生徒会役員や部活動の部長などといったリーダー的な

人たちに働きかけて、投稿するようになりました。頻繁に津幡中学校の生徒の投稿が

載るようになり、昨年度くらいから津幡南中学校の方も、そのときの津幡中学校の教

頭が校長に着任されてから、同じように投稿が増えたように思います。中学生の投稿

に関しては、おそらく一度は教員が目を通しているのではないかと思います。前向き

な内容の投稿がたくさん載っていると思います。 

山本委員 非常に感心するようなことが書いてありますね。小学生も、「小説を読んでとても感

動した」という内容など…。 

吉田教育長 そうですね。最近ですと、戦争を題材にした「はだしのゲン」などといったお話を

読み聞きして戦争について思ったことや、津幡南中学校の生徒ですと、ボート部の子

たちが「大会に参加して、このようにして目標を定めた」といった投稿が載っていま

した。新聞の投稿に関しましては、限られた字数の中で自分の伝えたいことをきちん

と伝えるということで、非常によい取り組みだと思います。 

山本委員 原稿用紙に自分の想いを書くことは、社会に出てからもありますからね。要点をま

とめて書き上げるというのは難しいことですから、非常によいことですね。先生方に

も読んでいただけたらいいなと思います。 

渡邉委員 子どもたちの表現力は確かに高まってきており、誰でも自由に表現できるという点

で、スマートフォンも一概に悪いとは言えないところがあります。一昔前は授業で発

言したり書くことで自分を表現していた子もいたと思うのですが、いまは誰でもどの

ような手段でも表現できるということで、例えばスポーツ選手のメダルなどを獲った

後のコメント力というのは素晴らしく、子どもたちはそれを見て憧れたりします。い

まの子どもたちは、想いを的確に自由にのびのびと、しかも正しく的を射た表現をす

ることができるようになっていると思います。一昔前は、ただ長く書けばよい、とい

うところがあったんですね。学力調査の中でも、何字以内でという指定等が与えられ

るようになり、そのためではないのですが、簡潔に論旨が誰でもわかるように、試行

錯誤して表現することができる子が増えたと思います。新聞に投稿ができるのも、自

信があることの表れなので、よい傾向だと思っています。 
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吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 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 15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。 

北山課長  それでは、学校教育課より説明させていただきます。 

（当日資料に基づき、令和４年度津幡町学校評議員の委嘱について説明する。） 

宮崎課長  引き続き、生涯教育課より説明させていただきます。 

（当日資料に基づき、令和４年度津幡町社会教育委員組織について、津幡町青少年育

成センター運営協議会委員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 

＜日程第６ その他の議事（１）～（６）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和４年度教育委員会事務局事務分掌に

ついて事務局よりお願いします。 

𠮷岡部長 （資料Ｐ21～26に基づき、令和４年度教育委員会事務局事務分掌について説明する。） 

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。……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４年度石川県市町教育委員会連合会定期総会について

事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ27～29に基づき、令和４年度石川県市町教育委員会連合会定期総会の日程等

について説明し、参加委員を確認する。） 

吉田教育長 ただいまの説明のとおり、参加してまいります。よろしくお願いいたします。 

全委員 了承 

山崎課長 加えまして、例年、４月の教育委員会議で河北郡市教育委員会連合会定期総会につ

いてご報告させていただいているのですが、今年度につきましては、事務局に確認し

たところまだ日程が決まっていないとのことでしたので、決まり次第ご案内させてい

ただきます。 

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。……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４年度津幡町学校訪問計画について事務局よりお願い

します。 

北山課長 （資料Ｐ30に基づき、令和４年度津幡町学校訪問計画について説明する。） 
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吉田教育長 では、ご都合のつく日に参加をよろしくお願いいたします。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年度図書館事業計画について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ31～34に基づき、令和４年図書館事業計画について説明する。） 

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。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（５）令和４年度津幡町民大学実施予定計画について事務局よりお願い

します。 

宮崎課長 （資料Ｐ35～36に基づき、令和４年度津幡町民大学実施予定計画について説明する。） 

吉田教育長 今年度は 17 講座予定しておりますので、コロナ渦ではありますが、できるだけ多く

開催できることを願っております。ただいまの説明について、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、（６）文化会館「シグナス」自主事業公演について事務局よりお願いし

ます。 

宮崎課長 （資料Ｐ37に基づき、文化会館「シグナス」自主事業公演について説明する。） 

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。……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、５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、５月 18 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、５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、５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  ５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 
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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。 

𠮷岡部長 （県民みどりの祭典への参加について報告する。） 

宮崎課長 （令和４年度小学生国内派遣交流事業の中止について報告する。） 

山崎課長 （令和４年度教育委員会主要行事年間予定表の変更点について報告する。） 

吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

山本委員  いま問題となっているヤングケアラーについて、文部科学省の調査報告書では小学

６年生全体の６．５％、約 15人に１人が対象児童だと報道がありました。津幡町のこ

ういった情報はありますか。 

北山課長 学校教育課で把握している限りでは、現在１、２名の児童が該当するのではないか

と思われます。学校からの情報と、健康福祉部の子ども総合相談室からの「家庭での

養育に課題のある家庭」ということで把握している家庭の中で、おそらくヤングケア

ラーに該当すると思われる家庭を、福祉部門と学校教育課と学校とで情報共有して見

守っている状況です。 

山本委員  いま母子家庭も多くなってきていますが、小・中学生の子が病気の親などの世話を

する家庭が増えてきている実態の中で、それにより不登校や学習の遅れが生じる心配

がありますが、教育委員会として把握・対策をされているのでしょうか。津幡町でそ

ういった事例はありませんか。 

吉田教育長  国の統計というのが、どう処理するかによってインパクトのある数字となって表れ

ているのではないかと思います。小学６年生で６．５％というのは、当然多い数字だ

と感じられるのですが、中身をよくみてみますと、１日に１、２時間程度、弟・妹の

面倒をみるといった例も含まれての数字だとのことです。一方で、より深刻な親の世

話であったり、兄弟が多くて親の手が回らず、助けとなるため毎日きちんと世話をし

なくてはいけなかったり、といった家庭もあるでしょうし様々です。どこからが支援

の必要なヤングケアラーなのか判断は難しいですが、津幡町では各学校から気になる

児童・生徒として毎月報告してもらっています。その中で昨年度、支援が必要な子も

１人いましたし、過去にはやはり兄弟が多くてどうしても上の子が弟・妹の世話をし

なければならないという子もいましたが、文部科学省から出ている数字ほどの対象児

童生徒はいないというのが津幡町の現状です。 

山本委員  もしも先程申したように不登校や学習の遅れが生じるようでしたら、きめ細かな対

応をお願いしたいです。 

吉田教育長  教育委員会と福祉部門とで連携をとり、きちんと情報共有しながら取り組んでいき

ます。ありがとうございます。 

 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４回教育

委員会議を閉会します。お疲れさまでした。 
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〔閉会〕 午後２時 41分 

 


