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令和２年 第 13 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和２年９月 25日（金曜日）午前 10時 30分開会／午前 11時 30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、澤出文化振興課長、 

中蔵教育庶務課長補佐 

 

令和２年第 13回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  例年ですと、この時期の土日は必ず運動会が行なわれている頃ですけど、今年

は１校も行っていないという状況だと思います。そんな中で昨日、動橋小学校の運動場が新し

くなったということで、学習発表会という名前で、低中高３つに分かれて発表会がありました。

民放のテレビ局も３つほど来ておりまして、昨日の夕方のニュースで見させていただきました。

やはり子ども達は行事ができると嬉しいんですね。満足したようなインタビューの答えもあり

ましたし、保護者からもよかったという声があり、私も見ていてこういうかたちでもいいから

やっていかなくてはいけないと思いました。安全のためにはやらないのが一番ですけれども、

やらないことによって、付けるべき行事で育てる力が付けられないということもあるので、こ

れからはどうやったらできるか、どんなかたちならできるかを考えながら、安全第一ですけれ

ども、そのようなかたちでやっていくことが必要なんじゃないかというふうに改めて感じさせ

ていただきました。これからコロナとの長い付き合いになると思いますけれども、行事の精選

等含めて、来年の学校の姿を模索しながら、これからもやっていきたいなと思っております。

よろしくお願いいたします。  

それでは議件に入りたいと思います。審議事項は１件です。議案第 27号、小中学校の水道蛇

口のレバー式及び自動水栓式への変換について渡部課長お願いいたします。 

 

 議案第２７号 小中学校の水道蛇口のレバー式及び自動水栓式への変換について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  高学年はレバー式で低学年は自動水栓式ということで、感染防止ということを考

えれば自動水栓 100％の方が間違いないのではないかと思いますけれども、これはコスト的な

ものの差が結構あるのかなと思いましたので、ご質問させていただきました。 

〇山田教育長  渡部課長、お願いします。 

〇渡部課長  コスト的なものですが、自動水栓式はレバー式のおよそ３倍くらいかかるかなと

思っております。それに自動水栓式というのは、付けたあとの管理費が今後かかってくるとい
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うこともありまして、そういった意味でレバー式を主体に考えたいというふうに思っておりま

す。 

〇山田教育長  ひとつ付け加えると、習字の筆を洗う時に、水の強さをある程度調整しないと

飛び散るんですね。自動水栓式というのは水の勢いが決まってしまうので、高学年でいろんな

使い方をするときには不便だということもございます。 

  他、ございませんか。 

〇瑓委員  ソーシャルディスタンスを保つため使用させていない水栓は含めないと書いてあり

ますが、蛇口が４つくらい並んでいたら、そのうちの２つだけを使っているというような感じ

なんですか。 

〇山田教育長  渡部課長、お願いします。 

〇渡部課長  使い方は学校によって違うと思いますけれども、イメージはそういった感じです。

〇瑓委員  使っていないところの蛇口は前のものがそのまま付いているということですか。 

〇渡部課長  はい。 

〇山田教育長  水が出ないように取っ手をはずして、間のものは使えないようにしてしまうと

いうことですね。 

  他、ございませんか。 

〇篠原委員  18ページの議会答弁の中で、感染症対策のレバー式のことが書いてあります。レ

バー式は小学校では８校、中学校では１校と書いてあるんですが、自動水栓の学校もあると思

います。現在の状況がわかれば教えていただきたいと思います。 

〇山田教育長  渡部課長、お願いします。 

〇渡部課長  教育委員会で各学校の調査をしておりますので、後で資料をお渡しいたします。 

〇篠原委員  基本的には原案通りでいいと思うんですけれども、すべて自動水栓の学校もある

と思いますし、あるいはない学校もあると思います。今はとりあえずソーシャルディスタンス

を保つためにということで、使用されていない水栓は含めないということなんですけれども、

今は使わせていない水栓のところも、将来的にはレバー式や低学年においては自動水栓式に変

えるという計画はありますか。 

〇山田教育長  渡部課長、お願いします。 

〇渡部課長  今回、年内を目標にしておりますけれども、またコロナウイルス対策を進めまし

て、検討課題が出てきたときに対応していきたいと思っております。 

〇篠原委員  できれば昔のカラン式よりもレバー式、自動水栓式の方が子ども達も使いやすい

と思いますので、とりあえずはコロナ対策ということを考えて現状のままですが、将来的には

使っていないカランも変えていただければ大変有難いと思います。 

〇山田教育長  今年中、12月末までに変換をして、そのあとは更新していくことを検討してい

くということになります。 

他、ございませんか。 

〇佐野委員  手洗いの石けんはどういうものを使われているんですか。自動で出るものもあり

ますが、そういうものもこれから考えたりしていますか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  自動のディスペンサーなんですが、今回、補正でそれをあげて、各学校に学級数
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プラス１というかたちでこのあと配備していくことになっております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 27号、小中学校の水道蛇口のレバー式及び自動水栓式への変換について賛成

の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇山田教育長  全会一致で可決といたします。以上で審議事項は終わります。 

  続きまして報告事項に入ります。報告第 44号、動橋小学校屋外グラウンド整備について渡部

課長お願いいたします。 

 

 報告第４４号 動橋小学校屋外グラウンド整備について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  整備に至る経緯の中で、100 メートル走の授業に支障があるということが書いて

あるんですが、100 メートル走に支障がある学校は他にいくつもあるんじゃないかなと思いま

す。100 メートル走ができるように他の学校も整備する計画があるのかどうかお聞きしたいで

す。 

〇山田教育長  渡部課長、お願いします。 

〇渡部課長  今のところ、個別にグラウンドを順番に整備していく計画はない状況であります。

今回の動橋小学校に関しましては、いろいろな理由が重なって整備になったということであり

ます。 

〇山下委員  今後、統合のこともあるんですが、100 メートル走に支障がある学校については

少し調査されて、前向きに整備が検討できればという意見です。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇篠原委員  駐車場の整備が 10月からということでお聞きしておりますが、この資料を見ます

と、このバックネットの県道側のところを整備するということですか。 

〇山田教育長  渡部課長、お願いします。 

〇渡部課長  カラー写真の左下の写真になりますが、築山がありまして、その手前一帯に駐車

場を整備します。バックネットはとります。 

〇篠原委員  これはコンクリートを張るんですか。 

〇渡部課長  はい、張ります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  続きまして報告第 45号、学校施設の外部利用及び部活動等について公下次長お願いいたしま

す。 

 

 報告第４５号 学校施設の外部利用及び部活動等について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  計画訪問も９月から始まっておりますが、指導主事、教育関係者の立ち入りは
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許可してい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。 

〇山下委員  学校施設の外部利用について、新型コロナウイルスの感染状況による判断と書か

れているんですが、なにかしらの判断の基準を持っていらっしゃるのかなという質問でござい

ます。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  特に数値の基準はありません。子ども達の安全を重視ということで、全体の様子

を見ていく感じで、今、山下委員が言われたように何かしっかりとした数字の基準がないとい

うのが現状でございます。 

〇山下委員  教育委員会だけではなく医師等々の専門の方に助言をいただいて、だいたいこれ

くらいになったらというひとつの目標を定めたら、１回１回そろそろどうしようという必要が

ないんじゃないかと思うので、その準備があればいいんじゃないかと思います。 

〇篠原委員  関連してお願いいたします。私も山下委員に賛成なんですが、ガイドラインを設

けておかないと、とくに外部の社会体育等で利用している方がたくさんいらっしゃると思うん

です。一体いつになったら体育館を開放してもらえるのかと。そのためにはしっかりガイドラ

インがあって、こういう状態になったら開放しますよということを、こちらでアナウンスして

おかないとよくないと思います。学校施設だけでなく、地区会館なんかもどんなガイドライン

があるのかお聞きすると、やはり現状では明白な答えが返ってこないです。そうするとそれぞ

れ施設ごとに決めていくのでは、施設で対応が変わってくることがありますので、対応が緩い

施設のところに人が殺到するということも起き兼ねません。やはりきちんとしたガイドライン

を市当局、あるいは教育委員会の方で、特に学校施設に関してはお決めいただいた方がいいの

ではないかと思います。今、県では３原則などといっていますし、そういうことも踏まえて明

確なガイドラインを設定していただきたいと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇山下委員  来客業者の対応とあります。これも必要な範囲での立ち入りは可能というかたち

になっていますので、立ち入りをするときに例えば電話連絡をするとか、それから検温をして

いただきますとか、そういうことをしっかりと伝えて、できれば事前連絡、時間指定でお越し

くださいというようなことを通知化できれば、割と対応もしやすいのかなと思います。これは

意見でございます。 

〇山田教育長  公下次長、いかがですか。 

〇公下次長  まず施設面のことですが、学校で子ども達の授業等では外部より厳しく対応して

いる状況ではあると思います。ただ学校の施設等に関しては外部の方、他の施設もありますの

で、使用禁止の場合にはスポーツ推進課とも打ち合わせをして、体協の方とも連絡をとってお

ります。今お話をいただいたように、やはり学校医や医師会とも相談して、ある程度のライン

を持ちながら進めていきたいと思います。 

そして来客等の対応ですが、これは学校の方も事前に連絡をとって時間を決めたり、あるい

は手洗い、体調面に関しては確認をしております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 46号、加賀市ＧＩＧＡスクール構想の取組状況について公下次長お願いい
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たします。 

 

 報告第４６号 加賀市ＧＩＧＡスクール構想の取組状況について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  加賀市が全国に先駆けて、すべての学校に１人 1 台のパソコンということであり

がとうございました。現状としては子ども達に入ったんですが、これが実践されるのが一番大

事なことだと思います。そこで今年度が終わるときでも結構ですので、ぜひそれがどういうか

たちで使われていたのか、具体的な実践状況についての調査をお願いしたいです。でないと、

全員分パソコンは入ったけれども、何も使われていないということではいけないので、やはり

入れられたのであれば、最低 10回くらいは使っていただきたいと思います。その調査をぜひお

願いしたいと思っております。 

確認ですが、１人１台ＰＣ活用研修会をすべての学校で実施とありますが、これは全員の職

員が必ず受けたということで理解してもよろしいですか。 

〇公下次長  はい。 

〇山田教育長  使用状況の調査について公下次長、お願いします。 

〇公下次長  せっかく入ったのに使わないということがないように、調査の方はしていきたい

と思っております。現状を市教委としても把握をしていきたいと思っておりますし、今現在だ

いぶ活用が進んでいる学校もあります。また先日、中学校の校長先生と担当のお話の中でも、

大変意欲的にお話を聞いておりましたので、今後進んでいくことかと思いますが、先ほど言わ

れたように、最終的な利用状況については確認していきたいと思っております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 47号、令和２年 加賀市成人式の開催について宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第４７号 令和２年 加賀市成人式の開催について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  冒頭の私の挨拶でもありましたが、どうすればできるかということを考えて、

今考えられる最善の策ということで、教育委員会の方で考えたということでございますが、こ

れについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  一番心配なのは密になることだと思います。参加者は大幅に制限すると、特に成

人された方の保護者の方の参加がないんじゃないかと思うんですが、そうなってくると、座席

を１つ２つ開けて座るのかなとそういうようなことも想像されます。そんなかたちで密を防ぐ

ということでよろしいでしょうか。 

〇山田教育長  宮下課長、お願いします。 

〇宮下課長  イベント等は国の方で 50％未満の収容率にすることと指針が出ておりますので、

ここは座れませんというような指定をさせていただき、記念撮影ごとのブロックに分けて座っ

ていただくことを前提に考えております。 
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〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇山下委員  保護者、特におじいちゃんおばあちゃんが楽しみにされていると思います。そう

いう方に向けての YouTube 等を使ったライブ配信であるとか、もしくは加賀ケーブルに依頼し

てフルで後日放映していただくとか、そういったことはお考えでしょうか。 

〇山田教育長  宮下課長、お願いします。 

〇宮下課長  現時点では、YouTube での配信というのは考えておりません。ケーブルテレビさ

んの方にそういったことが可能かどうかは一度相談してみたいと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 48号、文化祭・音楽祭の報告について宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第４８号 文化祭・音楽祭の報告について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  音楽祭の方に、ガイドラインを作成し出演者に事前周知を行なうと書かれていま

す。来場者に事前に把握できるように整理券を配布するなど、そういうことを考えているんで

しょうか。 

〇山田教育長  宮下課長、お願いします。 

〇宮下課長  来場者につきましては、協会に入っている会員さんが対象になりますので、そち

らの方から周知していただくことになります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 49号、「加賀温泉郷マラソン 2021」の中止について田中課長お願いいたし

ます。 

 

 報告第４９号 「加賀温泉郷マラソン 2021」の中止について 

田中課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  過去に金沢マラソンと七尾のマラソンと３つのマラソンで提携があったと思いま

す。その辺について連絡はしているんでしょうか。 

〇山田教育長  田中課長、お願いします。 

〇田中課長  今年度、いずれも中止というかたちになってしまっているんですが、３大会の連

携の会議は継続しておりまして、来週の火曜日にすべて中止ではありますが、今後に向けてと

いうことで、会議を金沢市の方でさせていただくことになっております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇篠原委員  今後は単に中止ではなく、オンラインマラソンとか、そういうことも検討してほ

しいということで、金沢市では今年度からオンラインマラソンを選べるみたいですが、加賀市

はどのような状況ですか。わかる範囲で教えていただければと思います。 

〇山田教育長  田中課長、お願いします。 
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〇田中課長  加賀市におきましては、現段階ではオンラインマラソンに関する予算等の確保も

まだできていない状況ということで、現時点では未定ということになっておりますが、加賀温

泉郷マラソンが２年連続で中止になってしまいましたことから、その知名度を維持し、再開後

の参加ランナーを確保するためにも、なんらかの代替事業が必要であるというふうに考えてお

ります。ですが、オンラインマラソンについては、全国どこからでも参加できるということで、

多くの自治体で開催することが検討されており、加賀市で開催した際に内容がマンネリ化して

しまうことも懸念されておりますので、実施に向けては、本市独自の特色のあるものを検討し

ていく必要があるのではないかと考えております。同じ時期にオンラインマラソンが全国で重

なると、そこら中にエントリーして、１回だけ走って終わるということにもなってしまう可能

性も考えられますので、実施時期や全国の実施状況を把握しながら、より効果的な事業を見出

していきたいと考えております。 

〇篠原委員  大変ご苦労だと思いますけれども、これを機に新たな視点で、ぜひ加賀市の名前

が全国に響くような特色ある行事を行なっていただきたいなと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 50号、令和元年度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

告書に関する説明について 

 

 報告第５０号 令和元年度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に関

する説明について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  家庭学習の質と量の向上のところでお願いします。中学校は１時間以上学習をし

ている生徒数ということでお答えがありました。データは小４、小６、中３のみのデータであ

るということだったんですけど、中１、中２、中３と各学校で全部調査していらっしゃると思

うんです。そういうこともきちんと教育委員会で把握していただきたい。各学校で小学校は学

年掛ける 10分ということをやっていますけれども、中学校が１時間でいいのかどうか、１時間

以上という大変曖昧な家庭教育時間にしていますので、それぞれの学校によって状況は違うと

思いますが、そういうことも併せて、家庭学習の状況についてまず量を増やすというところか

ら始めたらいいんじゃないかなと思いますので、そういう調査も行なっていただけないかとい

う要望でございます。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  県との比較ということで、学力調査を基準に出しておりますけれども、今委員が

おっしゃったように、各学校がどんなかたちでやっているのかも確認しないといけないと思っ

ております。また中学校の方は学年プラス１時間で、だいたいどの学校でもそういったかたち

になっております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。なければ後日でも読まれて何かありましたら、いつでも

教育委員会の方にお問い合わせいただければと思っております。 
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  続きまして報告第 51号、加賀市議会９月定例会の答弁について渡部課長、お願いいたします。 

 

 報告第５１号 加賀市議会９月定例会の答弁について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  以上で報告事項は終わりました。 

  続きましてその他に入ります。石川県市町教育委員会連合会研究大会（中能登町開催）につ

いて渡部課長お願いいたします。 

 

 石川県市町教育委員会連合会研究大会（中能登町開催）について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

  続きまして加賀市立図書館の新型コロナウイルス対策について新家館長お願いいたします。 

 

 加賀市立図書館の新型コロナウイルス対策について 

新家館長   説明 

 

〇山田教育長  近隣の市と同じような制限を設けながら、12月末までは継続するということで

あります。 

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。 

 それではその他のその他で、次回教育委員会定例会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 

 

〇山田教育長  10月 22日木曜日の、10時 30分からということで予定に入れておいてください。 

  この際ですから委員の皆様から何かございますか。よろしいですか。 

それでは以上で第 13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。 

 

令和２年  月 

 


