
令和４年 第７回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年７月１５日（金）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時３６分 

２ 場  所   津幡町役場２階 ２０５研修室 

３ 出席委員（３名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、渡邉加寿子委員 

 欠席委員   鳥越千春委員、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23号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第24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25号 令和４年津幡町議会７月会議提出予定案件について 【非公開】 

議案第26号 津幡町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する 

規則について 

 可 決 

その他（１） CIR（国際交流員）・ALT（外国語指導助手）の退任・着任に 

ついて 

 了 承 

その他（２） 令和４年度小・中学校運動会日程について 了 承 

その他（３） 当面する諸行事について  

その他（４） 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、議案第25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23号、第24

号、議案第26号、その他（１）、（２）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、８月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会

した。 

８月の教育委員会議日程：令和４年８月24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３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７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６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６月 24日（金）開催の第６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。６

月 25 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。 

７月１日に外部評価委員会を開催しました。令和３年度の教育委員会の事業につい

て自己評価した内容を各課より説明いたしました。その後質疑の時間をとり、委員の

皆様からご意見を頂いております。こちらにつきましては、本日の日程のその他のと

ころでもう一度取り上げたいと思っております。 

７月７日から８日にかけて、全国町村教育長会常任理事会が東京都で開催され、参

加して参りました。１日目は、各地区における活動状況の情報交換や、１人１台端末

の活用や中学校部活動の地域移行等について意見交換を行いました。２日目は、令和

４年度の活動についての反省や改善点の洗い出しを行い、今後の予定について確認を

行いました。その日の午後に、全国町村教育長会の要望書を文部科学省へ提出する要

請活動を行いました。 

７月 13 日に石川県教育委員会へ石川県教育委員会連合会要望書を提出して参りま

した。石川県教育委員会連合会の野口会長と大久保副会長とともに、石川県教育委員

会連合会が取りまとめた要望書を石川県の北野教育長に提出しました。要望内容の主

なものは、35人学級の早期実現、スクールカウンセラーや加配教員の配置の拡充、部

活動の地域移行における財政的支援など、全部で 10項目ありました。これを提出し、

しばらく懇談して参りました。 

 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 23号～第 24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 23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。 

山崎課長 教育総務課より１件の会議報告をいたします。 

（当日資料に基づき、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。） 

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 24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Ｐ３～11、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 25号～第 26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 25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。 

北山課長  学校教育課所管の７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７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７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７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 25号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 続きまして、議案第 26号津幡町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関す

る規則について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ13～14に基づき、津幡町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関す

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 教職員の時間外勤務の削減について、各学校で事務の見直しなど努力をされている

ことと思います。３年ほど経ちますが、数字的にはあまり下がっていないようです。

時間制限を徹底するというのは構わないのですが、もう見直す余地がほぼ限界までき
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ているのではないかと思います。その中で、時間のことをあまり強く押し付けていく

と本来の生徒指導にしわ寄せがいかないか、非常に懸念しています。そのようなこと

になれば本末転倒ですので、そうならないように文部科学省では部活動の一部外部委

託というものを提案・実施してきているのですが、石川県教育委員会連合会が石川県

教育委員会に要望した中にもあった少人数学級や専任教員の増加促進、さらに加えて

音楽や家庭科などの専門教科を外部講師に委託すれば、教員の負担軽減になるのでは

ないかと思います。今のところは教育課程上できないとのことですが、そういったこ

とを含めてもう少し具体的なところを推し進めていくことを、いろんな団体や機会を

通じて国や県に強く要望していっていただきたいと思います。 

吉田教育長  教育長会や教育委員会連合会のそれぞれが県や国へ要望書を提出していますが、文

部科学省も財政の壁をうまく破らないとなかなか実現が難しいです。小学校の 35人学

級化が一歩進んだというのは、教育関係団体だけではなく全国の知事会等も含めて要

望したことにより実現できたと思っています。教育界だけに留まらず、この現状を様々

な団体に働きかける活動を推し進めていく必要があると思うので、また県の会合等で

も伝えていきたいと思います。町としては、県や国のいろいろな事業を効果的かつ積

極的に使って、スクールサポートスタッフを増員するなどして学校の支援を図ってい

きたいと思います。 

渡邉委員 長年教員をやっていると 18 時に帰る、19 時に帰る、などと身体に染みついている

方もいらっしゃって、先生方にとっては自分で満足してその時間までいらっしゃるの

かもしれないですが、負担感としては、前から言われている子どもと向き合う時間を

増やしてほしいという先生方の想いというのはだいぶ解消されているのでしょうか。

書類等の締切に追われるなどの負担感は減っていますか。先生方は時間よりも中身を

大切に考えておられると思うので、子どもと向き合う時間が以前より確保できるよう

になっていれば、精神衛生上よいことなのかなと思うのですが、先生方はいまどう思

っていらっしゃるのでしょうか。５年ほど前よりは健全な精神で臨めるようになった

方が多いのでしょうか。 

吉田教育長  県の教育委員会も、改革が言われた５年前よりも書類等を削減してきておりますし、

我々も削減しつつ報告の効率化も図ってきたのですが、それが現場で実感として減っ

たと感じられているかどうかは別問題で、やはりベテランの方にすると昔よりまだま

だ報告等が多いので、その辺りの実感はまだないのではないかと思います。ただ、校

務支援システムによって、今までペーパーで提出していたものをデータですぐ提出で

きるようになったので、少し効率化が進んだと実感している先生は結構いらっしゃる

と思います。 

渡邉委員 ちょうど成果がみえてくる頃に新型コロナウイルスの感染拡大が始まったので、な
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かなか先生方も変わったなという実感を得られていないのは残念な気はしますね。 

吉田教育長  新型コロナウイルス感染症対応の仕事が増えたというのはありますね。スクールサ

ポートスタッフに関しては、学校現場から非常にありがたいとの声を聞いていますし、

電話の自動応答装置も一定時間を過ぎると電話がかかってこなくなるので、仕事に集

中できるのでよいとの声も聞いております。あとは渡邉委員さんがおっしゃったよう

に、従来から自分で 18時に帰るなど時間を決めて仕事をしている方は、そこのところ

の切り替えが個人的に難しいという方もいらっしゃると思います。実際には主任層で

も月の時間外勤務が 45時間を超えない主任はいらっしゃるので、その先生たちがどう

効率的に仕事をしているかということを学校の中でもっと広めてもらうことも大事か

なと思います。部活動に関しては大会等があるので、一定期間ある程度時間外勤務が

増えるのは、現状の部活動のやり方では仕方がないことなのかなと思っています。特

に６月の報告では、中学校は大会等があった分やはり増えていました。８月は夏休み

でぐっと減ることが見込まれます。 

 その他、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）～（４）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）CIR（国際交流員）・ALT（外国語指導助手）

の退任・着任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 CIR（国際交流員）の退任・着任についてご説明いたします。 

（資料Ｐ15に基づき、CIR（国際交流員）の退任・着任について説明する。） 

北山課長 学校教育課より ALT（外国語指導助手）の退任・着任についてご説明いたします。 

（資料Ｐ16に基づき、ALT（外国語指導助手）の退任・着任について説明する。） 

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 了承 

吉田教育長 続きまして、（２）令和４年度小・中学校運動会日程について事務局よりお願いしま

す。 

北山課長 （資料 P17に基づき、令和４年度小・中学校運動会日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 了承 

吉田教育長 では、続きまして、（３）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、８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。） 
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 次回の教育委員会議ですが、８月 24 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、８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、８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  ８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 

吉田教育長 それでは（４）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 教育総務課からは、先月継続審議とさせていただきました教育委員会の点検・評価

報告書について、訂正した方がよいところやご意見等ございましたらお願いいたしま

す。 

渡邉委員 P７の「教育センター事業の充実」の中の「さまざまな問題を抱える児童生徒につい

て…」のところで、「警察などの関係機関とも必要な情報を共有し」とあるのですが、

そういうことが必要なケースがやはりあるのでしょうか。学校訪問の際は落ち着いて

いるように感じるのですが…。 

北山課長 その部分については、なにか警察案件があってその事件について共有し合っている

というものではなく、日常的に昔でいうスクール＆ポリスの連携事業のような方式で

教育センターと警察と連携しまして、小中学校、教育センター、津幡高校、津幡警察

署のそれぞれの生徒指導担当の方に集まっていただき、定期的に、この一か月間にあ

った生徒の問題行動などを情報共有しながら、町全体としてこの課題に取り組んでい

こうといったものとなっております。 

渡邉委員 わかりました。それはとても大切なことですね。 

もう１件お聞きします。P８の③の「優れた技術をもつ教員の授業を若手職員が参観

することで…」のところについてですが、各学校の中で優れた技術をもつ教員の授業

をその学校内で参観したということでしょうか。それとも、町で何人かの優れた技術

をもつ教員の授業を、若手教員がその学校に集まって参観したということでしょうか。 

北山課長 教職員の研修の一環として、モデル的な授業をしてくださる先生の授業を実際に観

に行ったり、新型コロナウイルス感染症拡大のため参観が難しかったときにはオンラ

インで観てもらったりして、先進授業から学んでいただく研修を重ねております。令

和３年度においても、各学校それぞれでではなく、どこかの学校の先生のモデル授業
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をみせてもらうといったものでした。 

渡邉委員 わかりました。 

もう１件お願いします。P11 の①の「適正な修繕及び費用対効果を考慮した更新に

努めながら…」のところで、施設機能の統廃合を含めた検討というのは、具体的にど

のような統廃合があったのでしょうか。 

山崎課長 今のところ学校の統合などの話は出ておりません。笠野小学校のプールが水漏れし

ているのですが、どこから漏れているかもどのくらいの修繕を要するかもわからない

ということで、いま笠野小学校の児童は刈安小学校または萩野台小学校へ赴いてプー

ルの授業を行っています。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 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。 

（当日資料に基づき、中学生の部活動の全国大会等出場について報告する。） 

宮崎課長 引き続き、生涯教育課からご説明いたします。 

（資料 P18～20、当日資料に基づき、第 35 回つばたレガッタについて、第 74 回石川

県民スポーツ大会夏季大会と応援体制について、及び令和５年成人式（仮称）につい

て報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 成人式は１回で行うのですか。 

宮崎課長 新型コロナウイルス感染症の拡大状況次第ではありますが、今のところは１回で全

部やりたいと思っています。もし２部制に切り替えることになっても、ノウハウはあ

るので対応できると思います。１部制は３年ぶりくらいになります。 

吉田教育長 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７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 36分 

 


