
令和４年 第５回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年５月１８日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時２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  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13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14号 津幡町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について  承 認 

報告第15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
サークル登録の追加について 

 承 認 

報告第16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16号 教育委員会の委嘱等について  可 決 

議案第17号 津幡町教育委員会事務局における文書取扱規程の一部を改正
する規程について 

 可 決 

議案第18号 令和４年津幡町議会５月会議提出予定案件について 【非公開】 

議案第19号 令和４年津幡町議会６月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） 令和４年度津幡町小中学校学校研究主題について 了 承 

その他（２） 当面する諸行事について  

その他（３） 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、議案第18号、第19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13

号から第16号、議案第16号、第17号、その他（１）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、６月の会議の開催日を次のとおり決

定し、閉会した。 



６月の教育委員会議日程：令和４年６月２４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５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４年 第４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４月 22日（金）開催の第４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。４

月 23 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。 

４月 25日の午前に石川県市町教育委員会連合会の理事会が行われました。令和４年

度の活動重点目標と事業計画について協議し、年間事業予定の確認を行いました。午

後は、市町の教育委員会教育長会議が石川県地場産業振興センターで行われました。

こちらは馳知事にもご出席いただき、教員研修やコロナ禍における学校運営等につい

て意見交換を行いました。その後は石川県市町教育委員会連合会から行政説明があり

ました。県の教育委員会とも意見交換を行いました。 

翌日４月 26日に県民体育大会の河北郡市の打ち合わせ会が行われました。今年度の

県民体育大会は、加賀市での開催となりますが、来年度は河北郡市での大会開催とな

っております。その運営について、今後どのように準備を進めていくか確認を行いま

した。 

５月 10日に石川県市町教育委員会連合会の定期総会が行われました。総会では、令

和３年度の事業報告と収支決算報告、それから令和４年度の活動の重点目標と事業計

画や予算等について審議され、いずれも原案どおり了承されました。その後の講演会

では、文部科学省の初等中等教育局財務課長の村尾崇氏から、「小学校高学年の教科担

任制の推進等と学校の働き方改革」という演題でお話がありました。 

５月 16 日と 17 日の２日間、全国町村教育長会の定期総会と研究大会が東京都で行

われました。直近２年間は新型コロナウイルス感染症対策のため書面開催でしたが、
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３年ぶりの対面での開催となりました。研究大会では、東京工業大学副学長の上田紀

行氏が「幸せに生きる若者を育てる」という演題でお話をされました。日本の若者が

他の先進国と比べて自信が持てないとか、自己肯定感が低いとか、そのようなことに

対してどう生きるか、どう立て直すかが大事だ、などという内容でした。２日目は、

文部科学省から初等中等教育施策の動向について 14 項目にわたって行政説明があり

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。 

山本委員 石川県市町教育委員会連合会の研究大会の日程を確認させてください。 

山崎課長 10 月 28 日に珠洲市で開催されますので、教育委員の皆さんのご出席をお願いしま

す。また、８月２日に教育委員会セミナーが開催されますので、こちらもご出席をお

願いします。 

山本委員 ５月 10日の石川県市町教育委員会連合会の定期総会では、先程教育長からお話があ

りましたように、文部科学省の財務課長から現在文部科学省として取り組んでいる義

務教育の事業の紹介があったのですが、中でも特に力を入れているのは 35人学級の年

次進行で、もうすでに進んでいて今年は３年生です。引き続き順番に４年、５年、６

年という風に、計画通り進めていくとのことです。もうひとつは、小学校高学年の教

科担任制の導入を促進していきたいということで、これは今現在でも算数、理科、英

語、体育を加配で行っていますが、それを拡大していきたいというお話がありました。

また、石川県市町教育委員会連合会の総会では、５歳児教育を充実させていきたいと

いうお話があり、国が主な取り組みとして進めていきたいこととして紹介がありまし

た。 

吉田教育長 その他、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 13号～第 16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 13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２件の委員委嘱について報告をいたします。 

（資料Ｐ１、２に基づき、科学のまち推進委員会委員、国際交流推進委員会委員の委

嘱について報告する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課より１件の委員委嘱、及び２件の会議報告をいたします。 

（資料Ｐ３～12、当日資料に基づき、公民館運営審議会委員の委嘱、及び津幡町青少

年育成センター運営協議会、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。 

越村委員  資料Ｐ８の英田公民館運営審議会委員名簿の役職名について、能瀬区の区長会とい
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うものがあるのでしょうか。 

宮崎課長 各地区に区長会があるのですが、英田地区につきましては、旧能瀬小学校があった

区域で構成されている能瀬地区の区長会と、旧種小学校区の区域で構成されている種

地区の区長会と二つあります。それらの会長であるお二人が各地区の区長会の代表と

して英田地区には選出されております。 

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 14号津幡町招致外国青年任用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 （資料Ｐ13～18に基づき、津幡町招致外国青年任用規則の一部を改正する規則につ

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 15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

習サークル登録の追加について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ19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

ークル登録の追加について報告する。） 

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 16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Ｐ21～23、当日資料に基づき、申請３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。……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 16号～第 19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 16号教育委員

会の委嘱等について事務局よりお願いします。 

山崎課長  それでは、教育総務課より説明させていただきます。 

（当日資料に基づき、津幡町教育委員会外部評価委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。 



 

議   事   要   旨 

4 

 

（資料Ｐ25、当日資料に基づき、令和４年度豊かな心を育む津幡町民会議組織につい

て、津幡町図書館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 

吉田教育長 続きまして、議案第 17号津幡町教育委員会事務局における文書取扱規程の一部を改

正する規程について事務局よりお願いします。 

山崎課長  （資料Ｐ27、28に基づき、津幡町教育委員会事務局における文書取扱規程の一部を

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 

吉田教育長 では、議案第 18号の審議に入る前に、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。 

山崎課長  教育総務課所管の５月補正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５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５月補正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５月補正予算内容について説明する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第 18号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 では、続きまして、議案第 19号の審議に入る前に、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。 

山崎課長  教育総務課所管の６月補正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６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６月補正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６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６月補正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６月補正予算内容について説明する。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第 19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）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和４年度津幡町小中学校学校研究主題

について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ29に基づき、令和４年度津幡町小中学校学校研究主題について説明する。） 

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。 

山本委員 エネルギー教育の推進についてはこの研究主題の中に含まれないのですか。 
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北山課長 学校研究には相当せず、理科の授業内容の充実化となります。 

山本委員 最近話題の SDGs という課題がありますが、こういったものに対する取り組みは各

学校で検討されていますか。 

吉田教育長 教育委員会では SDGs に関して特に何も指示、伝達はしておりません。各学校で総

合的な学習や教科の中で、そういったことに関しての知識、理解を深めていくような

取り組みがそれぞれでなされています。 

山本委員 例えばこの研究主題の中で、その内容の一部として SDGs に関することを含むこと

も考えられますか。 

吉田教育長 この研究主題というのは、教員の指導力向上を目的とした指導法についての研究で

あり、そういった面でどのような子どもたちを育てていくか、そのために教員の指導

はどうしたらよいかということにスポットを当てているものですので、研究の内容、

例えば SDGs のことや環境問題、実験などに関しては、直接的に研究主題の中には含

まれません。 

山本委員 学校の中でそういったことをテーマにして、例えば総合的な学習の時間などで議論

をしてほしいという思いがあります。 

吉田教育長 総合的な学習につきましては、各校で年間計画や内容等について毎年それぞれ更新

していますので、昨今の時代の流れの中で学校によってはそういったことに取り組ん

でいくところもあるかと思います。 

その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（２）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、６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、６月 24 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、６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、６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  ６月の教育委員会の行事について説明がありましたが、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、（３）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 （令和４年度津幡町小学校音楽会の中止について、及び６月５日開会予定の第 63回津

幡町総合体育大会について報告する。） 

北山課長 （当日資料に基づき、令和３年度町内小中学校の教員の時間外勤務状況について報告

する。） 

吉田教育長  ご質問等はございますか。 

全委員  了承 

吉田教育長  先程の報告で教員の時間外勤務状況の表がありましたが、例年小学校は空き時間が

少ない中でいろいろな準備が必要となる４月に一番時間外勤務が多くなっている傾向

がありますし、あとは学校訪問がある月も少し多くなっているように思います。中学

校はやはり４月は多いのですが、それに加え令和３年度は部活動が再開されたので、

令和２年度と比較すると大会等があるような６月、７月あたりが多くなっているよう

に思います。ただコロナ禍以前と比べますと、小中学校ともに時間外勤務は着実に減

っています。特に中学校に関しましては、部活動の週２日の休みが非常に大きく影響

していて、その流れで 10 時間以上時間外勤務は減っており、小中学校ともに特に 80

時間超えの教員の割合が減ったように思います。とはいえまだまだ改革の道半ばでし

て、今後さらにもう少し時間外勤務を減らしていく必要があると考えています。 

 その他、何かありましたらお願いします。 

鳥越委員 生涯学習センターサークルのジュニアクラブの会費について、津幡町としての認定

基準はあるのですか。 

宮崎課長  特に基準は設けておりません。おそらくどのクラブも会費は昔から同じくらいの金

額です。講師の方への謝金を参加者の会費で賄うかたちになるので、高い金額となる

クラブもあるようです。 

吉田教育長 謝金に関しての具体的な決まりはないので、あくまで営利目的ではなく、社会通念

上妥当と考えられる謝金等の支払いのために、受益者負担という考え方により保護者

負担を求めることは認められています。 

鳥越委員 わかりました。 

吉田教育長 今後中学校の部活動で地域移行をしていくという話がいまスポーツ庁から出ていま

す。来年度以降３年間くらいで土日の地域への移行ということを進めていかなくては

ならないということで、非常に困惑している自治体も多いのですが、そうなってくる

とやはり土日であるため指導者の確保という観点から、中学校の部活動の部費という

のは元々ありますが、これとはまた別に謝金等の支払いのために参加費というものを

今後検討していく必要があると考えています。また新たな動きがありましたら皆様に

お知らせいたします。 
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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５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２分 

 


