
令和４年 第８回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年８月２４日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時１７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25号 津幡町学校等給食費助成金交付要綱の制定について 承 認 

報告第26号 津幡町教育委員会後援等名義使用申請について  承 認 

報告第27号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

議案第27号 津幡町教育委員会点検・評価報告書について 可 決 

議案第28号 就学援助費支給単価の変更について 可 決 

議案第29号 津幡町立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 可 決 

議案第30号 令和４年津幡町議会９月会議提出予定案件について 【非公開】 

その他（１） WRO Japan 2022石川地区予選の結果について 了 承 

その他（２） 令和４年度北信越大会・全国大会等の出場及び結果報告につ 

いて 
 了 承 

その他（３） 小中学校教員の時間外勤務の状況について 了 承 

その他（４） 第51回全国選抜社会人相撲選手権大会の結果について 了 承 

その他（５） 第35回つばたレガッタの結果について 了 承 

その他（６） 令和４年度グッドマナーキャンペーンについて 了 承 

その他（７） 電子図書館の開設について 了 承 

その他（８） 当面する諸行事について  

その他（９） 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



諸般の報告を行い、本日の議件について審議に入った。 

  審議に入り、報告第27号、議案第30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25号、第26号、議案第27号から第29号、その他（１）から（７）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、９月の会議の開催日

を次のとおり決定し、閉会した。 

９月の教育委員会議日程：令和４年９月21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８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７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７月 15日（金）開催の第７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 教育長の諸般の報告に入ります。別紙資料をご覧ください。

７月 16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 22 日に石川県教育委員会連合会の理事会がいしかわ総合スポーツセンターで

行われました。令和４年度の研修事業や研究大会等について協議を行いました。今年

度の研究大会は 10月に珠洲市での開催となっております。日程等につきましては、後

程事務局から報告させていただきます。 

８月９日に町の教職員管理職研修会を行いました。中条小学校の坂本校長先生に講

師をお願いし、組織的な学校運営の取組について、具体的な実践を紹介していただき

ました。特に、「揃える、やりきる、確かめる」をスローガンとして掲げ、全教職員が

足並みを揃えた取組は、他の校長先生や教頭先生の参考になったと思います。 

８月 10 日に WROJapan2022 決勝大会及び中学生全国大会等出場者激励会を津幡町役

場で開催しました。全国大会等に出場する津幡・津幡南中学校の生徒、顧問の先生に

集まっていただき、全国大会への抱負を述べてもらいました。そして、矢田町長から

激励の言葉をいただきました。結果等につきましては、後程事務局から報告させてい

ただきます。 

８月 17日に安全管理講習会をシグナスで開催しました。シグナスで勤務する職員の

ほか、れきしるや公民館関係の職員を対象に、特に不審者対応で気をつけなければい

けないことなどを研修しました。 

８月 18日に東海北陸地区町村教育長会研究協議会がオンラインで開催されました。
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講演では、慶應義塾大学特任准教授の若新雄純さんが「まともな学校、あやしい社会」

というテーマでお話をされました。特に印象に残ったことは、「学校エリートからは新

しい価値はなかなか生まれにくい。これからの社会では正解にこだわらずに、ビック

リとかハテナを尊重して実験していくことが新たな発見を増やすことになる。それが

創造的な活動に繋がり、新たな価値を見出すことになる。」という内容で大変斬新なお

話でした。この若新雄純さんは、2014 年に福井県鯖江市で JK 課というものをつくっ

た方で、女子高生のアイデアをまちづくりに取り入れていくプロジェクトを進めた方

として知られています。 

 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 25号～第 26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 25号津幡町学校等給食費助成金交付要綱の制定について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ１～３に基づき、津幡町学校等給食費助成金交付要綱の制定について報告す

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 この要綱は今年度限りの時限要綱ですよね。来年度についてはどのようにお考えで

すか。 

北山課長 現時点では、来年度につきましては未定です。 

山本委員 全体的に物価が下がって落ち着けばよいのですが、来年度も物価が下がらなかった

ら、この助成金を廃止してしまうと保護者の負担になるのではないかと懸念していま

す。できれば来年度も引き続き継続していただきたいと思いますので、是非ご検討く

ださい。 

北山課長 はい、検討してまいります。 

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 26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Ｐ５～12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。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 
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 ＜追加日程第１ 報告する議案 報告第 27号＞ 

吉田教育長 続きまして、追加日程に入ります。追加日程第１ 報告第 27号就学援助費受給者の

認定について事務局よりお願いします。この報告につきましては、個人情報を含んで

おりますので非公開（秘密会）としてよろしいかお伺いします。 

全委員 了承 

北山課長 学校教育課より就学援助費受給者の認定について報告いたします。資料をお配りし

ます。 

（当日資料に基づき、就学援助申請２件について、所得などを調査した結果、２件を

認定したことを報告する。） 

全委員 承認 

（全会一致で承認し、非公開を解く。） 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 27号～第 30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 27号津幡町教

育委員会点検・評価報告書について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （別冊資料に基づき、津幡町教育委員会点検・評価報告書について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明について、何かご質問、ご意見等がありましたらお願いします。 

（点検・評価報告書の内容について、質疑応答を行う。） 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。ご意見等がありませんでしたら、原案どおりご承認

いただくということで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 28号就学援助費支給単価の変更について事務局よりお願いしま

す。 

北山課長 （資料Ｐ13に基づき、就学援助費支給単価の変更について説明する。） 

山本委員 これは国からの交付金によるものですか。 

北山課長 元々この就学援助費の支給は、国庫補助によるものではなく町の単独事業です。 

山本委員 地方交付税は入っているのですよね。 

𠮷岡部長 はい。しかし、今回のこの支給単価増額分につきましては、臨時交付金を活用しま

す。 

山本委員 来年度も継続するのでしょうか。 

𠮷岡部長 もし継続するとなると、町の単独でということになります。先程の報告でもありま

した給食費助成金の単価増額分も臨時交付金を活用するので、同様になります。 

来年４月以降の物価については不透明ですが、前もってなんらかの見通しは立てら

れると思います。今年度の２学期、３学期分については支給単価を８割相当額から全

額にすることとしましたが、割合については教育委員会で決定することになっており
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ますので、そのときの物価の状況をみながら検討し、教育委員の皆様にお伺いするこ

とになるかと思います。今のところ、継続できればなと事務方としては考えておりま

すが、先程申し上げたように今年度は臨時交付金という財源があったので思い切るこ

とができましたが、来年度からはおそらくその交付金は見込めないと思うので、慎重

に検討してまいりたいと思います。 

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 29号津幡町立図書館管理運営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。 

宮崎課長 （資料Ｐ15、16に基づき、津幡町立図書館管理運営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 それでは、議案第 30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９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９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９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９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９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９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 30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）～（９）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）WRO Japan 2022石川地区予選の結果につい

て事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ17、18に基づき、WRO Japan 2022石川地区予選の結果について説明する。） 

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年度北信越大会・全国大会等の出場及び結果報告について

事務局よりお願いします。 

北山課長 （当日資料に基づき、令和４年度北信越大会・全国大会等の出場及び結果報告につい

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 了承 

吉田教育長 続きまして、（３）小中学校教員の時間外勤務の状況について事務局よりお願いしま

す。 

北山課長 （当日資料に基づき、小中学校教員の時間外勤務の状況について説明する。） 

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 中学校の部活動における北信越大会や全国大会では、各クラブの顧問の先生が引率

されていると思いますが、それは出張扱いなのでしょうか。それとも時間外勤務扱い

なのでしょうか。また、先生の旅費や宿泊費の負担はどのようになっていますか。校

務になっているのか、それとも校務外になっているのか、どのような勤務体制になっ

ているのですか。 

北山課長 教員は勤務として引率しており、旅費や宿泊費につきましては、町が補助金として

負担しています。 

吉田教育長 校務として出張扱いになっていますが、その出張旅費等は県からは出ないので、そ

れぞれの市町で負担しております。日本中学校体育連盟の競技につきましては、教員

が引率しなければならないと明示されておりますので、必ず教員が校務として同行し

ています。 

山本委員 出張で公費から費用を出すというのは難しいのですか。 

吉田教育長 そうですね。県はそこまでは負担しません。例えば出張の中で土曜、日曜、祝日に

かかったときには、その分に関しては通常の部活動指導と同じようにして、特殊勤務

手当の対象となっていると思います。 

山本委員 そういった出張にかかる勤務時間は、この時間外勤務状況表に含まれていますか。 

吉田教育長 はい、含んでいます。大会等の引率をするとその月の時間外勤務がぐっと増えるこ

とになります。今後また、部活動の地域移行という課題がありますが、地域移行にな

るときに引率をこれまでどおり教員がしなければならないのかということがまだ決ま

っていないので、今後大きな課題になっていくと思います。 

その他、よろしいでしょうか。 

越村委員 現場の先生方は残業を減らすということに注力していると思うのですが、この取組

が逆に足かせになって、業務に弊害が生じるなどといったことは起こっていないでし

ょうか。 

吉田教育長 町内の学校では、そういった弊害が出てきたという声はあがってきていません。全

国的ないろいろなニュースを見ていますと、時間外勤務を減らすことに対して、例え

ば管理職からのいろいろなハラスメントのような言動などがあるという一部のネット
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ニュースは見たことはあります。町内では時間外勤務をきちんと正しく報告するよう

校長会でも毎回指導しておりますし、特にそのことが足かせになっているという話は

あがってきておりません。 

越村委員  やりがいという面でみると、時間を削られ、成果を求められ、といった中で仕事を

こなしていかなければならない現状ですが、きちんと成果を求める場合にはやはり時

間のかかることもあると思います。そういったかけるべき時間を削っていないかとい

うことを危惧していて、それにより先生方にとってのやりがいが削がれることになる

とよくないので、難しいですがある程度実務の中でのバランスをとっていかなければ

ならないと思います。現場の先生方の声を上の方が拾い上げられる空気感であればよ

いなと思います。 

吉田教育長 教員の本分である授業や、それに関しての教材研究の時間、実際に子どもの指導に

あたる時間などは絶対に必要な時間です。そういった時間はきちんと確保できるよう

に、それ以外の部分で効率化できるところをしていくというこのスタンスは崩しては

いけないので、実態をさらに把握していきたいと思います。 

越村委員 もっと PTA も活用してもらえたらよいと思います。 

吉田教育長 PTA の方は伝えれば本当にいろいろなことに協力してくださるので、是非また校長

会等でも話をしていきます。 

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、（４）第 51 回全国選抜社会人相撲選手権大会の結果について事

務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料 P19 に基づき、第 51 回全国選抜社会人相撲選手権大会の結果について説明す

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、（５）第 35 回つばたレガッタの結果について事務局よりお願い

します。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、第 35回つばたレガッタを中止としたことを報告する。） 

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、（６）令和４年度グッドマナーキャンペーンについて事務局より

お願いします。 
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宮崎課長 （資料 P20、21 に基づき、令和４年度グッドマナーキャンペーンの概要、日程につい

て説明する。また、教育委員の出務日の確認を行う。） 

吉田教育長 （６）については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、（７）電子図書館の開設について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料 P22に基づき、電子図書館の開設について説明する。） 

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。 

越村委員 具体的には、どのようにして閲覧できるのですか。 

宮崎課長 津幡町図書館のホームページもしくは役場のホームページから津幡デジタルライブ

ラリーのサイトに入り、図書カードに記載の IDとパスワードを入力すると、貸出の画

面になります。そこで自分の借りたい本を検索しクリックすると、現在貸し出されて

いたら「貸出中」と表示されますし、貸し出されていなければその日から２週間借り

ることができます。読み終えたら２週間経たずに返していただくこともできますし、

そのままにしておくと２週間経ったら自動で返却となります。もし借りたい本が貸出

中であれば予約することもできます。 

越村委員 これは特定のアプリをインストールするわけではなく、ブラウザ上で利用可能なの

ですね。期限ありの本で 52回貸し出したらなくなる、２年経ったらなくなる、という

ものは、なくなったらまた同じ本を町として購入するのですか。 

宮崎課長 要望の声が多い本で、例えば１年も経たずして 52回貸出を終えるようなものは再度

町として購入します。逆に２年間で１回も貸出されていないような本は、再度購入す

ることはせず、新しい本を入れていく予定です。 

越村委員 利用できる端末はパソコン、スマートフォン、タブレットのみですか。 

宮崎課長 携帯電話でも利用できます。 

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、（８）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、９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、９月 21 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、９月の学校教育課関係諸行事について説明をする。） 
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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、９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  ９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。 

渡邉委員 運動会の日程について、平日の学校と休日の学校とでわかれているのですが、コロ

ナ禍において今年もそれぞれの学校の要望で日程が決められたのですか。 

北山課長 町としては何も指示していません。 

渡邉委員 保護者の参観についても、人数制限等は状況に応じてということでまだわからない

のですよね。大半が半日開催なのでしょうか。 

北山課長 概ね午前中で終了しますが、中学校では閉会式だけ午後にかかるところがあります。 

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 それでは（９）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、教育委員会表彰選考委員会の出席委員について、及び令和４年

度石川県市町教育委員会連合会研究大会の日程等について確認を行う。） 

北山課長 （町立中学校の制服の変更予定について報告する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

越村委員 制服の変更にあたり、業者はもう選定されているのですか。 

北山課長 現在デザインサンプルをあげてもらうために、津幡町制服組合にイメージ資料など

をお願いしているところです。 

越村委員 制服は長く着るものなので、しっかりした作りでなければならない反面、高価なも

のなので、なるべく買い求めやすい値段にしていただきたいと思います。現在の男子

生徒の学生服だと指定業者からでなくても購入できますが、決まった制服となるとお

そらく指定業者からでないと購入できなくなると思うので、柔軟に購入の選択肢をも

てるよう、模索していただけたらと思います。 

北山課長 価格については、これまでのものより安くなることはないと思うのですが、急な増

額とならないよう、少し高くなるものと、廉価版のような比較的これまでとあまり変

わらない価格で購入できるものと、二種類から選んでもらうのもよいのではないかと

いう案も出ています。 

吉田教育長 女子生徒の制服に関しては、おそらくこれまでと同等、もしくは少し安くなるかも

しれません。男子生徒の制服に関しては、かなり安いものも流通しているので、それ

に比べると若干高くなるかもしれません。できるだけこれまでの制服と同価格帯での
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選定を予定しています。 

越村委員 通学鞄はこれまでどおりですか。 

北山課長 通学鞄については学校ごとに選定しているので、この議論の中には入っていません。 

越村委員 津幡南中学校の通学鞄が、リュックとして使う際とても使いにくいという声を生徒

さんからよく聞きます。 

吉田教育長 だんだん教科書等が重くなってきているので、リュックとして使うときは肩パッド

が必要となったりして、開校した導入時よりは使いづらいと感じるお子さんが増えて

きているのかもしれませんね。体操服や鞄、通学シューズ等はそれぞれの学校で選定

しています。 

制服に関しては、学校と教育委員会とで一緒に考えていきます。 

渡邉委員  令和５年度の２年生、３年生は新・旧どちらの制服でもよいということになるので

すか。１年生だけが新しい制服を着ることになるのですか。 

北山課長 急に決まった話ですので、令和５年度、６年度は移行期間として、１年生を含め全

学年がどちらの制服でもよいこととします。令和７年度に入学する１年生は新しい制

服で、ということで順繰りに切り替わっていくようにしたいと考えています。 

渡邉委員 ではやはり、価格が大事なポイントとなりますね。 

吉田教育長 アンケートでは価格についてと、洗えてメンテナンスが楽な制服がよいという要望

が多かったので、そのあたりも業者と相談していきたいと思っています。 

その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（９）その他としまして事務局からは以上となりますが、委員の皆様から

何かございましたらお願いします。 

越村委員 最近、報道される新型コロナウイルス感染症の感染者数が増えてきたにも関わらず、

行動制限がまったくなされていません。夏休み中、かなりの数の子どもに関わる行事

が中止になりました。最近こども園では、２日に１回ほどの頻度で保護者に「園内で

陽性者が出たので、お迎えに来てください。」との連絡がくるような状況です。小中学

校においても、夏休みが終わって新学期が始まったときに、今のこども園のような感

染拡大が想定されることを懸念しています。「本当に学校始まるの？」と仰っている保

護者の方など、かなり心配されている保護者の方何名かからご連絡もいただいていま

す。新学期が始まったときに、通常の授業はもちろん、修学旅行や運動会などといっ

た行事も、状況をしっかり見据えながら慎重に判断していただきたいなと思います。 

吉田教育長 学校関係でいいますと、校内での感染対策というのはこれまでもできることを精一

杯やってきており、２学期以降も当面変わらないと思います。ただひとつ変化がある

のが、学級閉鎖等の基準についてです。まだ正式な書面では届いていないのですが、
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８月 20日の新聞等で文部科学省から発表がありました。これまではガイドラインで、

学級から複数の感染者が出た場合は学級閉鎖の措置をとること、となっており、町内

でもいくつかそうなった学級がありました。しかし、その文部科学省からの発表では、

学級から複数の感染者が出ても、それぞれが家庭内感染で、学校内での感染でないと

いう場合には、学級閉鎖をする必要がないという見解が出されていますので、今後は

それに沿って、複数の感染者が出たとしても特に関連性がない場合には学級閉鎖をし

ない方向で、これから学級閉鎖等について決定していくことになると思います。学級

閉鎖等の基準の若干の緩和ということで、全国がそのように動くと思います。 

修学旅行に関しましては、今のところは実施の方向で、キャンセル等の保険もかけ

ながら準備を進めていることと、３年生はすべて部活動も終わっていますので、家庭

内感染以外はほぼないだろうと認識しており、それぞれの学校がこのような場合には

どうする、というようなフローチャートをつくって、なんとか実施したい思いで進ん

でいるところです。 

越村委員 新学期が始まってみないと何とも言えない部分は当然あると思うのですが、なるべ

く周りに流されすぎず、また適切な判断をしていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

吉田教育長 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８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 17分 

 


