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令和２年 第 10 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和２年７月 21日（火曜日）午後 1時 30分開会／午後 2時 45分閉会 

招 集 場 所 中央図書館２階 視聴覚ホール 

教 育 長 山田利明  

出 席 委 員 篠原隆一、山下裕嗣、瑓幹子、佐野明子 

会議列席者 梶谷事務局長、公下次長兼学校指導課長、渡部教育庶務課長、宮下生涯学習課長、新家中央図書館長、 

山下山中図書館長、宮本教育総合支援センター所長、田中スポーツ推進課長、中蔵教育庶務課長補佐 

 

令和２年第 10回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  今日７月 21日は、例年ですと昨日が終業式、今日から小中学校が夏休みという

ことで、街にも子ども達が溢れているという状況だったんですが、今年はコロナの影響で、３

カ月余りのお休みがありましたので、加賀市では８月７日までが１学期ということになりまし

た。 

  その関連で、中学生の体育大会の県大会、全国大会も中止ということで、加賀市だけの大会

をこの前の土日から始めております。３年生主体の大会ということで、３年生がほとんど出て

おりました。バスケットの大会では自分の不甲斐ないプレーに涙する姿も見られて、３年生に

とっては良い大会だったんじゃないかなと思います。そして卓球の会場はスポーツセンターで、

去年の同じような時期にバトントワリングの大会があったんですが、そのときは２階のギャラ

リーは本当に息もできないくらい暑かったんですが、この間の卓球の大会は本当に涼しくて快

適でした。今週はバレーボールがありますので、またお時間があれば見に行っていただければ

と思います。 

  それでは議件に入っていきたいと思います。本日の審議事項は１件です。  

議案第 23号、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書（案）について渡

部課長お願いいたします。 

 

 議案第２３号 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書（案）について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  大変なボリュームがありますので、例年通り、委員の皆様には持ち帰って見て

いただくこととして、継続審査としたいと思っておりますが、現時点でお気づきの点やご意見

等ございましたら伺いたいと思います。いかがですか。   

本当にたくさんありますので、またご覧になっていただきたいと思います。 

  それではこの件は継続審査とするということでご異議ございませんか。 

○委員  異議なし。 

○山田教育長  では、ご異議なしということですので、継続審査といたします。もしご覧にな

っていただいて疑問な点などございましたら、事務局の渡部課長までお電話等いただければと
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思います。よろしくお願いいたします。 

続きまして報告事項に入りたいと思います。報告第 36号、ＧＩＧＡスクール構想の進捗につ

いて渡部課長お願いいたします。 

 

 報告第３６号 ＧＩＧＡスクール構想の進捗について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  ２学期早々にはすべての環境が整って、１人１台のパソコンを授業でフルに使

うことができるということでございます。 

これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○山下委員  これで１人１人にタブレットが配布されるんですが、「具体的な機器の活用につい

ては検討を進めていきます。」ということで、何かしらこういったことに使いたいということが

あればお聞きしたいと思います。 

○山田教育長  関連してございますか。 

○篠原委員  タブレットで１人１台の環境ができることを大変嬉しく思います。家庭でのオン

ライン学習環境ということで、またコロナ問題が都会を中心に広がっていますけれども、石川

県もいつそういうことが起きるかわからない状況です。それに対してオンライン授業とか、オ

ンライン学習が将来的に予想されますので、そのときにはこれらのものも学校指導課として貸

し出して、学習の一環で使う予定があるのかどうか教えていただきたいです。 

○山田教育長  その他、関連してよろしいですか。では公下次長、お願いします。 

○公下次長  まず環境が整っていない家庭の児童生徒には、モバイルルーターの貸し出しとい

うことで、将来的な考えとしては今お話がありましたように、各家庭に持って帰ってそれが使

えるようなかたちにしていきたいと最終的に考えています。その上で学校の先生方にもいろい

ろと利用していく計画を立てていただきながら、そこに対応できるようなかたちを現在考えて

おります。 

○篠原委員  １人１台という環境が整備できましたので、これは積極的に活用していただきた

いです。これは一番大切なことです。私が現役のときは、例えばパソコンを家に持ち帰って、

家庭学習の課題をするというようなところも、先進的な自治体では行われていました。環境が

整ったということで、ぜひ有効に積極的に活用していただけるようなご指導をしていただきた

いと思っております。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○山下委員  具体的なものはまだ見えていないと思いますが、前にも言いましたが、大雪のこ

ともあったりします。加賀市としてＩＣＴ教育が先行していますというかたちで、計画的に持

ち帰り授業の、なにかしら具体的なものを計画されて、この冬辺りから動かしていただければ

いいかなと思います。ただのオンラインではなくて双方向でできるものを検討していただいて、

それを実施してみることで、次に何かあった場合に即対応できるような体制を、モデル地区み

たいなかたちで進めていくことができないかと提案させていただきます。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○篠原委員  教育総合支援センターにお願いしたいです。今１人１台の環境が整いましたので、
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研究員の方で双方向の授業とか端末を利用した学習を考えていただきながら、加賀市の子ども

達がそれを使って学習できるような体制の構築に取り組んでいただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。これは意見です。 

○山田教育長  他、ございませんか。積極的に、計画的に有効に使ってということで、教育委

員会事務局としても考えております。また随時実施状況を報告させていただきますので、ご助

言いただければと思います。またよろしくお願いいたします。 

続きまして報告第 37 号、外国語指導助手（ALT）の増員と新規採用について公下次長お願い

いたします。 

 

 報告第３７号 外国語指導助手（ALT）の増員と新規採用について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  小学校でも英語活動が授業の中に入ってまいりましたので、このようにＡＬＴを

増員していただくことは大変有難いことだと思います。具体的には９月以降に１名増えて、新

規で３名を採用しますと書いてあるんですが、名前が出ていないところを見ますと、まだ正式

には決定していないのではないかと予想されます。もちろんネイティブの方が原則となります

ので、日本人ではなく、できればそういう方を採用していただきたいと思っています。次回、

どのような方がいらっしゃるのかお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  ＡＬＴの方は英語を母国語にする方ということで採用の方をしていきます。ただ

コロナの状況の関係で、９月にその方達がすぐ来られるかは少し状況を見ている部分もありま

すので、日程的なもの、あるいはどういう方が採用されているかはまだ決まっておりませんけ

れども、そういう状況もあるということだけはお伝えしておきます。ご理解ください。 

○山田教育長  申請はしてあるけれども、９月末までちょっと状況がわからないということで

す。 

  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 38号、令和２年度第一四半期における小中学校教員の時間外勤務時間集計

結果について公下次長お願いいたします。 

 

 報告第３８号 令和２年度第一四半期における小中学校教員の時間外勤務時間集計結果について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  コロナの関係で４、５月は直接比較はできないけれどもということですが、こ

れについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  続きまして報告第 39号、令和２年度加賀市教育総合支援センター業務評価計画書について宮

本所長お願いいたします。 
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 報告第３９号 令和２年度加賀市教育総合支援センター業務評価計画書について 

宮本所長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  評価計画書ということでありがとうございました。教育開発室部門においては、

評価の観点が非常に具体的でわかりやすく理解できると思うんですが、教育支援相談室のとこ

ろで、このＡＢＣＤを見ていますと、評価の方法としては職員、あるいは通室生等々のアンケ

ートがほとんどになってきています。アンケートとなってくると、主観的な評価にならざるを

得ない可能性がありますので、そうするとなかなか評価としては、いわゆる客観的な評価がで

きるのかどうか疑問を感じております。評価の方法、あるいは検証の方法についてもう一度具

体的な評価ができるような、例えば子ども達に対してこのようなことをしてきたとか、教職員

の活動に対してできたかできなかったとか、内容についてはお任せいたしますが、そのような

具体的な活動の中から評価・検証をなさった方がいいのではないかと思いました。 

○山田教育長  宮本所長、お願いします。 

○宮本所長  子ども達や保護者からもいろいろとアンケートをとっていきたいと思っているん

ですが、現実には通室生というのは、１年間で通室を開始されて、通室を終了していかれたお

子さんとか、あるいは途中から入られて続いていくお子さんとか、非常にこの部屋の場合は継

続的ではない場合が多いんです。もちろん学校復帰になれば有難いことですし、本来ならばそ

の時その時ということで、アンケートやご意見をいただいてということにすればいいんだろう

と思うんですが、そういう方々にアンケートをとる時もなかなかデリケートなものがあります

ので、これから委員の方からいただいたご意見を参考にしながら、より検証可能になるように

やっていきたいと思います。またこちらでは毎回振り返りをしたりはしているんですが、出来

るだけ保護者や通室生からの評価を見ながら次に繋げるようにしていきたいと考えております。 

○篠原委員  ありがとうございます。私も実情は若干存じ上げておりますので、利用者の方か

らアンケートを取るのは非常に難しいのではないかと思います。私自身が思うのは教職員です。

職員の皆様方の方で具体的にこのようなことをしたと、だからこのような成果があがったとか、

そのようなものができればいいのではないかと感じました。またご参考になさってください。

よろしくお願いいたします。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○山下委員  先般のオンラインセミナーをご覧になった方もいらっしゃると思います。その中

でショックだったのが、明治時代の教室と今の教室で変わらず板書でやっているというのが、

非常にショックを受けました。この教育開発室の教職員研修、または先進研究の中で例えばＩ

ＣＴを活用して、先生方が教えるということは一般の企業で言えばプレゼンであります。今プ

レゼン資料はほとんどパワーポイント等のメディアを使っておりますし、今タブレットが全員

に配布されます。そういった中でそういうメディアを活用していった授業方法を、加賀市は常

にＩＣＴ教育を先行しているということも見せるためにも、併せて研究課題として進めていた

だきまして、特に若い先生方というのは、こういうパソコンを触る分に関しては割と苦になら

ない方が多いと思われます。そういった方に対しての研修に併せて、こういった方法もありま

すと何かしら発信ができたらいいのかなと思っております。これは意見でございます。 
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○山田教育長  宮本所長、お願いします。 

○宮本所長  研究部の方でも、先進研究のＩＣＴを活用した授業実践とその実践事例というこ

とで、昨年度も思いはあったんですが、タブレットがなかなか配布されていなかったので、空

論でずっと進んでいたんですが、具体的に揃ったところで実践事例を各研究員の方に持ってき

てもらって、それをまた先生方にも見ていただいて、各先生方が効果的に使える参考になれば

ということで考えていきたいと思います。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 40号、加賀市立図書館のコロナ対策における制限緩和について新家館長お

願いいたします。 

 

 報告第４０号 加賀市立図書館のコロナ対策における制限緩和について 

新家館長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  私自身も本を借りるときは、インターネットを利用して予約をすることでできる

だけ滞在時間を短くしております。やはり図書館は皆さんに来ていただくことが非常に大事だ

と思います。もちろんこのような状況ですので、どういうかたちで緩めていくのか、あるいは

制限をかけていくのかは非常に難しい問題だと思いますが、１点だけお伺いします。この中で

レファレンスサービスというのが書いてないんですが、現状ではできるんですか。 

○山田教育長  新家館長、お願いします。 

○新家館長  ７月１日からはレファレンスサービスは可能ということで、対応させていただく

こととしました。 

○篠原委員  ありがとうございます。図書館でいろんな資料を調べるということは非常に大切

だと思います。特に郷土史関係に関しては、図書館はセンターとしての役割が大きくなってま

いりますので、県外からもよく問い合わせがあります。ですからレファレンスサービスを実施

していただきたいし、また対応できる職員の皆さんも研修を深めながらよろしくお願いをした

いと思います。以上です。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  それではその他に入ります。    

人事異動について渡部課長お願いいたします。 

 

 人事異動について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  小茂出課長に変わって渡部課長が新任されたということです。よろしくお願い

いたします。 

  続きましてその他ということで、緊急学生支援貸付金について公下次長お願いいたします。 

 

 緊急学生支援貸付金について 
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公下次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  大変たくさん申し込みがあったということでございます。これについて何かご

意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  続きましてグッドマナーキャンペーンについて宮下課長お願いいたします。 

 

 グッドマナーキャンペーンについて 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  コロナの関係でいつもと日程が変わるということです。これについて何かご意

見、ご質問ございませんか。よろしいですか。以上で議件はすべて終わりました。 

その他のその他ということで、委員の皆さんから何かございますか。 

○佐野委員  新聞等で羽咋市や七尾市の中学生の修学旅行が取りやめという話が出ているんで

すが、加賀市の方ではどういった対応をするのか話は出ているんでしょうか。 

○山田教育長  本来５月に実施予定だったものを秋に変更しました。そして日も２泊３日から

１泊２日に変更しました。７月末くらいがリミットなんですが、全国的に、特に大都市圏に感

染が広がってきて、おそらく保護者にも不安が広がっているだろうし、校長先生方も非常に不

安であるということで、こないだから校長先生方と協議をしていて、結論はまだ出ていないん

ですが、今月中には結論を出して発表したいと思っています。 

今年の３年生は本当にかわいそうで、いろんなことが中止とか延期になって、中学校の思い

出というのがどうなるんだろうということも考えながら、校長先生方と前向きに検討できない

かということは話し合っている最中です。 

ちなみに川北町から南の４市町もまだ決定はしていません。近いうちに出さないとキャンセ

ル料等もかかってくるので、７月中には結論を出したいと思っております。 

他、ございませんか。 

○篠原委員  加賀市としての夏休み期間はいつからいつまでですか。 

○山田教育長  管理規則ですと７月 31日までが１学期で、８月１日から２学期になっているん

ですが、このような状況ですので、今年度だけは８月７日までが１学期で、それから夏休みに

入りまして８月 24日に始業式となります。 

○篠原委員  関連してですが、通知簿を８月７日にもらうと思います。各学校でそれぞれ評価

をしていただければと思いますが、４月５月のこともありますので、１学期の通知簿は出す予

定ですか。出さない学校もあるんですか。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  通知簿に関しては、統一はしていませんが、出す学校と、それから１学期は出さ

ずに夏休み明けに出すところもあり、出さないところもあり、やり方はそれぞれになります。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○瑓委員  高校受験の教科の範囲はどうなりますか。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  入試日程は例年のかたちというふうに聞いております。範囲に関しても特に狭め
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るとか、そういった連絡は今のところありません。 

○山田教育長   他、ございませんか。 

それでは次回の教育委員会定例会の日程について渡部課長お願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会日程について 

渡部課長   説明 

 

○山田教育長  ８月 20日の 13時 30分からということで予定にいれておいてください。 

それでは以上で第 10回教育委員会定例会を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 

 

 

以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 

 


