
令和５年 第１回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和５年１月１７日（火）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時６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長、北山ゆかり学校教育課長、 

宮崎寿生涯教育課長 

 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１号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

報告第２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１号 令和５年度津幡町教育方針について  継 続 

議案第２号 令和５年津幡町議会１月会議提出予定案件について 【非公開】 

議案第３号 令和５年度予算主要施策について  【非公開】 

議案第４号 津幡町教育センター規則の廃止について   可 決 

議案第５号 津幡町教育支援センター設置規則の制定について   可 決 

議案第６号 就学援助費受給者の仮認定について 【非公開】 

その他（１） 令和４年度小中学校卒業式の日程について 了 承 

その他（２） 令和５年津幡町二十歳のつどい開催報告について 了 承 

その他（３） 図書館を使った調べる学習コンクールについて 了 承 

その他（４） 第68回津幡町公民館大会について 了 承 

その他（５） 第31回つばた健勝マラソン大会について 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１号、議案第２号、第３号、第６号については非公開で審議に入り原案ど

おり承認、可決し、議案第１号については継続審議、報告第２号、議案第４号、第５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、２月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

２月の教育委員会議日程：令和５年２月１５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１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。本日の議事録署名員には、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 12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 12月 21日（水）開催の第 12回教育委員会議内容を報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告で何かご質問等ございますか。……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。

12 月 22 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。 

１月５日に金沢教育事務所指導課との懇談を行いました。今年度の学校訪問からみ

えた各校の成果と課題について、学習指導や生徒指導など、項目ごとに教育事務所か

ら詳細な報告をいただきました。今後、その報告を基にいろいろ参考にしながら、校

長会を通して学校への指導・助言を行っていまいりたいと思います。 

１月８日に町二十歳のつどいをシグナスで開催しました。今年度から名称を「成人

式」から「二十歳のつどい」と改めて、実施いたしました。昨年度は、新型コロナウ

イルス感染症の感染対策として、中学校区ごとに午前と午後にわかれて２部制で行い

ましたが、今年度は感染対策をしながら一斉の開催といたしました。詳細につきまし

ては後程事務局から報告させていただきます。 

 主なものについての報告は以上です。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 

＜日程第４ 報告する議案 報告第１号、第２号＞  

吉田教育長 それでは、続きまして日程第４ 報告する議案に入りたいと思います。報告第１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 
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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。） 

吉田教育長 続きまして、報告第２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Ｐ１～６に基づき、申請１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１号～第６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１号令和５年

度津幡町教育方針について事務局より説明をお願いします。 

山崎課長 教育総務課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和５年度津幡町教育方針教育総務課分について説明する。） 

北山課長 学校教育課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和５年度津幡町教育方針学校教育課分について説明する。） 

宮崎課長 生涯教育課分を説明させていただきます。 

（別紙に基づき、令和５年度津幡町教育方針生涯教育課分について説明する。） 

（審議のうえ、議案第１号については継続審議とする。） 

吉田教育長 では、議案第２号令和５年津幡町議会１月会議提出予定案件について審議に入る前

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。 

全委員 了承 

（審議のうえ、全会一致で議案第２号について可決し、非公開を解く。） 

吉田教育長 それでは、続きまして、議案第３号令和５年度予算主要施策について審議に入る前

に、この議案につきましては、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 

（審議のうえ、全会一致で議案第３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４号津幡町教育センター規則の廃止について事務局よりお願い

します。 
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北山課長 （資料Ｐ７に基づき、津幡町教育センター規則の廃止について説明する。） 

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 現在の津幡町教育センター規則では、教育に関する研究・調査や児童生徒の適応指

導、教職員の研修などを行うという内容になっていますが、今後もそういった業務内

容は引き継ぐのですよね。いまの業務がなくなるということではなくて、規則から条

例に移行するということですね。 

北山課長 はい、そうです。 

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５号津幡町教育支援センター設置規則の制定について事務局よ

りお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ９～14 に基づき、津幡町教育支援センター設置規則の制定について説明す

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 教育支援センターでは、誰が子どもたちの指導にあたるのですか。 

北山課長 町で任用予定の教育相談員という職員を配置し、その職員が指導や支援を行います。 

山本委員 その方は教員 OBですか。 

北山課長 教員 OB でもよいですし、なにかそれに相当する資格などをお持ちの方でもよいで

す。 

山本委員 定数内の学校の教員をこちらに配置するということではないのですね。教員でない

方が子どもたちの学習をみることもあるのですか。 

北山課長 そういったこともあるかもしれません。学校のように授業をする場ではないので、

概ね教員 OB のような方が多くなるとは見込まれますが、必ずしも教員 OB を配置する

わけではありません。ただ、ある程度学校のこともわかっていて、それなりの指導が

できる方でないと難しいだろうと思われます。 

吉田教育長 現在公募中です。例えば特別支援教育支援員は、資格や経験の有無は関係なく募集

していますが、この教育相談員に関しましては、教員や教育相談業務等の経験など、

そういった経験や資格等がある方、という要件で募集をしています。 

山本委員 この規則の中に「通室の終了」とありますが、なにをもって終了とするのですか。

学校へ通えるようになったら終了とするなど、そういった基準はあるのですか。 

北山課長 学校に戻ることを最終目的としているわけではないので、どの時点で終了となるの

かは個々によってさまざまになると思います。「通室してみたけれど、やっぱり行きた

くない」となって終了する子もいるかもしれませんし、「もう一度学校へ行ってみよう」

となって終了する子もいるかもしれません。通室し始めて何年経ったので終了、とい
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うものでもありません。 

山本委員 決まりがあるわけではなくて、成り行きや状況に応じて、ということですね。 

渡邉委員 こちらへの通室日数は、学校の出席日数に含めますか。 

北山課長 はい、含める予定です。 

渡邉委員 学校に戻ることができるのが理想ではありますが、いろいろな事情により、それに

至らず終了することもあるということですね。現時点で４月１日から通う子が決まっ

ているというわけではないですよね。 

北山課長 こちらに何人の子がいつから通うことになるかについては、今のところまったくわ

かりません。 

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 それでは、続きまして、議案第６号 就学援助費受給者の仮認定について事務局より

お願いします。この議案につきましては、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受給者の仮認定について説明いたします。資料をお配りし

ます。 

（当日資料に基づき、就学援助申請 21 件について所得などを調査した結果、認定 17

件、不認定 4件である旨を説明し審議を求める。） 

（審議のうえ、全会一致で議案第６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）～（７）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）令和４年度小中学校卒業式の日程につい

て事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料Ｐ15に基づき、卒業式の日程について確認し、各委員が出席する小中学校を決

定し、教育委員会告辞は昨年同様書面とすることを確認する。） 

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５年津幡町二十歳のつどい開催報告について事務局よりお願

いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ16に基づき、令和５年津幡町二十歳のつどい開催報告について説明する。） 

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、（３）図書館を使った調べる学習コンクールについて事務局よりお願い

します。 
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宮崎課長 （当日資料に基づき、図書館を使った調べる学習コンクールの結果について報告す

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 続きまして、（４）第 68回津幡町公民館大会について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ17に基づき、第 68回津幡町公民館大会の日程概要について説明する。） 

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、（５）第 31 回つばた健勝マラソン大会について事務局よりお願いしま

す。 

宮崎課長 （資料Ｐ18、19に基づき、第 31回つばた健勝マラソン大会要項について説明する。） 

吉田教育長 ご質問等はございますか。 

山本委員 今後はずっとこの津幡運動公園陸上競技場を発着点としたコースになるのですか。 

宮崎課長 はい、その予定です。 

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 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、２月の教育委員、教育総務課関係諸行事について説明する。） 

 次回の教育委員会議を、２月 15 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、２月の学校教育課関係諸行事について説明する。） 

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、２月の生涯教育課関係諸行事について説明する。） 

（教育委員の出席する行事等について確認を行う。） 

吉田教育長  ２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。 

北山課長 （当日資料に基づき、第 15回津幡町英語スピーチコンテストについて説明する。） 

山崎課長 （令和５年度教育委員会主要行事年間予定について説明する。） 

吉田教育長  ただいま、事務局よりいくつか説明がありましたが、ご質問等ありましたらお願い
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します。……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。 

山本委員 少人数学級、35人学級が石川県単独で１年前倒しで行うことはもう決まったのです

か。 

吉田教育長  ほぼ決まりました。 

山本委員  令和５年度から小学校５年生が少人数学級になり、国の動きと比べ１年早くなるの

ですね。６年生も同時に行うのですか。 

吉田教育長  石川県では、６年生は令和６年度からです。 

山本委員 ただ、津幡町はそれに該当する学校はないのですね。ひとまず、県が早く進めてく

れるのは一歩前進でありがたいことなのですが、教育長にお願いがあります。中学校

２年、３年が残っていますので、こちらの方も早く少人数学級を進めてもらえるよう

に強く要望していただきたいと思います。それから、教職員の残業が多い、少ないと

いう議論がありますが、どういう理由でこれだけの残業をしているのかという、残業

の具体的な内容は把握しているのでしょうか。それとも、ただ時間だけの問題として

とらえているのでしょうか。 

吉田教育長  何の業務での残業であるかという調査はしています。小学校ではやはり教材研究等

が中心となっていました。なかには、個人的に校務ですごく時間がとられている先生

も、主任層を中心に一部いました。中学校ではやはり部活動が圧倒的に多かったです。 

山本委員  どこに手を入れれば残業を減らすことができるかということがよくみえなかったの

ですが、要するに多くの原因は教材研究等と、漠然としていますがそういうことです

か。 

吉田教育長 小学校では、教材研究の時間をいかに勤務時間内に確保できるかということで、会

議の精選など、いまそういった取組を学校の方でなんとか工夫している状況です。直

近の残業時間の報告をみていますと、12月は冬休みがあることも理由なのでしょうけ

れど、残業が 45時間以内の先生方が 50％を超えたという報告がありました。特に中

学校は大きな大会等もなかったので、秋に比べると 12月は残業時間が随分減ったよう

です。 

山本委員 なんだかんだ言っても、定数改善が一番ですね。 

吉田教育長  そうですね。中学校は部活動を週２日休みにしたことによって、以前からみるとぐ

っと残業は減ってきてはいるのですが、また運動部や吹奏楽部などの大会があると、

残業時間が増える先生は多くなります。小学校はどうしても先生方の空き時間が少な

いことが一番の原因だと思います。 



 

議   事   要   旨 

7 

 

山本委員  定数改善もそうですし、あとは小学校の教科専任を増やしてほしいと思います。 

吉田教育長  県単独でできることには限界があるので、県教育委員会もそうですが、我々教育長

会も全国組織を通じて文部科学省の方に要望等、意見書を出しています。 

これまで町ができることとして、電話の自動応答装置の導入や校務支援システムの

活用、特別支援教育支援員の配置などを行ってきて、来年度は部活動指導員を２名増

員します。それからいま考えているのは、中学校でテストの採点分析システムを入れ

ていきたいということで、予算要求していくところです。根本的な解決に関しては、

やはり山本委員がおっしゃったように定数改善に尽きます。自治体でできることは少

しでも、効果が見込まれることはやっていきたいと考えております。 

 その他、よろしいでしょうか。……では、以上をもちまして、令和５年第１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６分 

 


