
令和４年 第９回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年９月２１日（水）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時２４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28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29号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

議案第31号 津幡町教育委員会等の委員委嘱について 可 決 

議案第32号 令和４年度津幡町ＰＴＡ功労者表彰及び推薦について 可 決 

その他（１） 令和４年度石川県市町教育委員会連合会研究大会について 了 承 

その他（２） 令和４年度全国大会等の結果報告について 了 承 

その他（３） 全国学力・学習状況調査の結果について 了 承 

その他（４） 町立中学校の制服の変更予定について 了 承 

その他（５） 第８回津幡町少年少女美術展結果について 了 承 

その他（６） 当面する諸行事について  

その他（７） 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29号については非公開で審議に入り原案どおり承認し、報告第28号、議案

第31号、第32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、１０月の会議の開催日を次のとおり決定し、

閉会した。 

１０月の教育委員会議日程：令和４年１０月１４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９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８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８月 24日（水）開催の第８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。

８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。 

８月 31日に津幡町デジタルライブラリー・オープニングセレモニーを行いました。

デジタルライブラリーは、インターネット環境があれば 24時間いつでもどこでも電子

図書が借りられるというシステムです。この日は除幕式に続いて、貸出体験を行いま

した。このシステムは９月１日より運営しております。 

９月６日と７日に本町の津幡中学校、津幡南中学校の３年生が、それぞれ２泊３日

の日程で関西方面への修学旅行に出発しました。元々５月に実施予定でしたが、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大により、９月初旬に延期していたものです。両中学

校とも、大きなトラブルもなく無事に終了したと中学校長から報告がありました。 

９月 19 日に台風 14 号への対応について、教育委員会事務局で協議しました。小中

学校につきましては、翌日 20日の始業時間を少し遅らせて、３時間目から授業を開始

することにしました。また体育施設につきましても、この日の夜６時から翌日の正午

まで閉館することとしました。いずれも台風による大きな被害はありませんでした。

町内全体を見渡しても、施設関係で大きな被害はなかったようです。 

 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 28号、第 29号＞  
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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 28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Ｐ１～26、当日資料に基づき、申請９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 「森の青空アート 2022」は、具体的にどのような内容なのですか。 

宮崎課長 自然体験がメインの内容です。昨年までは森林公園で実施されていましたが、今年

は北部公園で実施されます。 

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 29 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 31号、第 32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 31号津幡町教

育委員会等の委員委嘱について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ27に基づき、津幡町教育委員会表彰選考委員会委員について説明する。） 

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。…

…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 32号令和４年度津幡町ＰＴＡ功労者表彰及び推薦について事務

局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ29～35に基づき、令和４年度津幡町ＰＴＡ功労者表彰及び推薦について説明

し、表彰者として決定してよいか諮る。） 

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。…

…よろしいでしょうか。 

全委員  可決 
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＜日程第６ その他の議事（１）～（７）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和４年度石川県市町教育委員会連合会

研究大会について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ36～39に基づき、令和４年度石川県市町教育委員会連合会研究大会について

説明し、集合時間等の確認をする。） 

吉田教育長 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、（２）令和４年度全国大会等の結果報告について事務局よりお願いしま

す。 

北山課長 （資料Ｐ40に基づき、令和４年度全国大会等の結果報告について説明する。） 

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 全国中学校体育大会に出場した生徒は、例年より多かったですか。 

吉田教育長 卓球男女の団体での出場もあったので、出場した生徒数は多かったです。両中学校

ともに頑張っている様子が伝わってきます。なお、津幡南中学校の吹奏楽部が 10月に

全日本吹奏楽コンクールに出場することが決まっております。 

その他、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）全国学力・学習状況調査の結果について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ41に基づき、全国学力・学習状況調査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。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（４）町立中学校の制服の変更予定について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料 P42に基づき、町立中学校の制服の変更予定について説明する。） 

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 ブレザーは男女で同じデザインですか。 

北山課長 デザインは同じです。 

山本委員 価格について、従来の制服と同程度になるよう押さえていただきたいと思うのです

が、まだ価格は決まっていませんか。 

北山課長 価格についても検討中で、従来の制服よりは少し価格が上がる見込みなのですが、

素材の材質を少し落として従来の制服と同程度の価格で購入できる廉価版も作りたい

と考えています。 

吉田教育長 素材のしっかりした方の新制服は、従来の女子のセーラー服と比較するとほぼ同程

度の価格です。男子の詰襟の学生服は全国的な学生服ですので、素材のあまりよくな

い安いものから、かなり高いものまで値幅があります。よって、特に安く流通してい
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るものと比較すれば高いのですが、高価なものと比較すると、少し安くなるようです。 

山本委員 子どもたちが毎日着るものなので、安くするために質を落とすのはあまりよくない

と思います。値段と質とを勘案しながら決めていただきたいと思います。 

吉田教育長 上下揃いで大体４万円ちょっとくらいで、従来の女子のセーラー服と同程度になる

見込みです。 

山本委員 制服の購入費用は就学援助費に含まれていますか。 

北山課長 新入学学用品費として６万円給付しているので、全額ではなくともその中から賄っ

ていただいています。 

山本委員 中学校の制服の変更ということですが、小学校の制服についてはどうお考えですか。 

北山課長 小学校の制服については、変更の話は全く出ておりません。 

山本委員 全国的にみて、このように男女ともに自由に選択できる制服を採用している小学校

はあるのでしょうか。 

吉田教育長 性の多様性への対応として小学校の制服を変更したという情報は、聞いたことはあ

りません。中学校、高校の子どもたちが思春期でだんだん目覚めていく時期に対応す

るという意味で、同様の変更をしている中学校は全国にはあります。石川県内ではま

だありません。 

山本委員 この中学校の制服の変更について、よいことだという喜びの声をいくつか聞いてお

りますので、しっかりと進めていただきたいと思います。 

ただ学年進行での移行なので、長い期間を要することになるのですね。完全に全生

徒が新制服着用になるのは、令和９年度からなのですか。 

吉田教育長 制服検討委員会で慎重に審議したところ、もっと早い段階で変えることも可能では

あるのですが、上の兄・姉の制服を下の弟・妹に着せたい、とお考えの家庭もあるか

もしれないので、どちらでも選べる移行期間を設けたというのが実情です。いまの小

学４年生からは、全員新制服になりますが、いまの５・６年生に関してはどちらを選

んでもよいこととします。いまの中学１・２年生についても、来年度から新制服に変

えてもよいので、しばらくは従来の制服と新制服の生徒とが混ざることになると思い

ます。 

山本委員 発注は教育委員会が一括して行うのですか。 

北山課長 教育委員会は発注に関しては関与しません。これまでも、発注は保護者の方が行っ

ています。 

山本委員 町がデザインを示せば、制服業者が自ら制服を作るということですか。 

吉田教育長 制服組合から委託を受けたメーカーが制服を作ります。そして町内、近隣の店舗が

販売しますので、保護者の方がそちらへ行って実際に購入するという流れになります。 



 

議   事   要   旨 

5 

 

鳥越委員 体操服も変わるとの話を耳にしたのですが、それは津幡中学校、津幡南中学校の両

方でしょうか。 

吉田教育長 現在聞いているのは、津幡中学校だけです。いま体操服も素材が進化しているので、

従来と価格が変わらない程度で、よりよいものに変えたいということで変更する旨を

津幡中学校から聞いております。津幡南中学校はまだ変更は検討していないようです。 

今回の制服の変更については、たまたま両中学校一緒に共通のものに変えたいとの

提案があったので、共通のものであれば教育委員会も相談役として検討会に加わりま

しょう、ということになりました。元々、体操服や通学用シューズ、通学用鞄などに

関しては教育委員会はまったく関与せず、学校単独で業者とやりとりをして決定して

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 では、続きまして、（５）第８回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 （当日資料に基づき、第８回津幡町少年少女美術展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、（６）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、10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、10月 14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、10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、10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  10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。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（７）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。 
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山崎課長 （前回の教育委員会議にて配布した津幡町教育委員会点検・評価報告書に一部訂正が

あった旨を説明する。） 

北山課長 （10月５日開催予定の小学校体育大会について報告する。） 

吉田教育長 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 それでは（７）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。 

渡邉委員 ２学期のスタートは順調にいっていますか。不登校の子どもが増えたりはしていま

せんか。 

北山課長 ９月の欠席日数については、10月に報告があがってくるのでまだわかりませんが、

電話等で状況確認を行っている限りでは、不登校の子どもが増えているといった話は

聞いておりません。 

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９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 24分 

 


