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令和２年 第 7 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和２年５月 27日（水曜日）午前 10時開会／午前 10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、小茂出教育庶務課長、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７回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  いよいよ５月 20日から学校の分散登校が始まりました。子ども達の登校する姿

が見られるようになって、街にも活気が出てきたかなと喜んでおりますが、やはりコロナがな

くなったわけではないので、細心の注意は引き続き払っていかないといけないと思っておりま

す。 

この３月上旬から３ヵ月近く、本当に毎日手探りの状況で、明日はどうしよう、これから休

みが続くがどんなふうにしようということで、毎日試行錯誤でやってまいりました。６月１日

からいよいよ正常に戻りますけれども、これから先も今までにないいろんな行事、事業の在り

方を手探りで進めていかなければいけない状況で、学校も緊張の毎日が続いていくと思ってお

ります。その中で学校で今まで当たり前にあったいろんな行事がなくなりました。その行事が

ないことで、この行事は実はなくてもよかったかなと、前例踏襲でやっていたものを見直す機

会、先生方の働き方を見直す機会になったんじゃないかと。これはいいことだと思いますし、

もう一つは GIGAスクールですね。文科省がコロナの休校を踏まえて前倒しで進めたということ

で、加賀市の方では秋に１人１台のタブレット、そして家庭に持ち帰った場合の Wi-Fi 環境を

全児童生徒に提供できる見通しをもつことができました。そして次は１人１台の環境の中でど

れだけ素晴らしい授業ができるのか、どれだけ授業に役立てていけるのか、授業改善というの

が喫緊の課題になってきます。あるデータによると、従来の授業の中に無理にタブレット等を

持ち込むと、学力が下がるというようなデータもあるんですね。それを適切に授業の中に持ち

込むことによって、授業時間もぐっと縮めることができるし、発展的な授業をする時間も増え

るし、学力がぐんと上がるというようなデータも出ております。つまり使い方によってタブレ

ットの効果が高まってくると思うので、これからは家庭に持って帰ったときのオンラインの先

生方の指導法・授業法の改善というのは期待されますし、教育委員会も次の大きな課題があり

ますし、それに取り組んでいかなければいけないと思っております。 

 これから学校がはじまると、修学旅行、運動会、体育祭をどうするかひとつひとつ悩んで解

決していかなければいけない日々の連続だと思いますけれども、また教育委員の皆さんにもい

ろんな意見を聞きながら進めていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 

それではさっそく議事に入っていきたいと思います。本日の審議事項は５件です。 
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議案第 13号、加賀市体育施設条例の一部改正について田中課長お願いいたします。 

 

 議案第１３号 加賀市体育施設条例の一部改正について 

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。よろしいですか。それでは

議案第 13号、加賀市体育施設条例の一部改正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。 

続きまして議案第 14号、令和２年度加賀市教科書採択の基本方針（案）について公下次長お

願いいたします。 

 

 議案第１４号 令和２年度加賀市教科書採択の基本方針（案）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。よろしいですか。それでは

議案第 14号、令和２年度加賀市教科書採択の基本方針（案）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。 

続きまして議案第 15号、加賀市教育支援委員会委員の委嘱について公下次長お願いいたしま

す。 

 

 議案第１５号 加賀市教育支援委員会委員の委嘱について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  基本的に委員の任期は２年ということですが、特別支援学校の校長先生が定年

退職され、新しい校長先生が新任ということで１名だけ代わられ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  代わるにあたって委員区分の４番が抜けているんですね。前回もお話ししたと思

いますが、それに対して何かしら考慮はされましたでしょうか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  今回、特に区分に関して、はっきりとしてこの方が学識経験者というかたちには

確かにしておりませんけれども、この方も含めたすべての方が知識と経験が豊富であり、長年、

特別支援関係も携わってきた方ですので、豊富な知識と経験、そしてご助言いただけるという

ことで今回はこのようなかたちにしております。 

〇山下委員  ４番の学識経験を有する者というのは、それぞれ経験がある方なので、あえてこ

れを書いておく必要があるのかと前にもご質問したと思いますが。であればもう少し学識経験

に踏み込んだ方を設定すべきかなという意見でございます。 

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 15号、加賀市教育支援



 - 3 - 

委員会委員の委嘱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。 

続きまして議案第 16号、加賀市教育総合支援センター運営検討委員会委員の委嘱について公

下次長お願いいたします。 

 

 議案第１６号 加賀市教育総合支援センター運営検討委員会委員の委嘱について 

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。よろしいですか。では議案

第 16号、加賀市教育総合支援センター運営検討委員会委員の委嘱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。 

続きまして議案第 17号、６月補正予算要求について小茂出課長お願いいたします。 

 

 議案第１７号 ６月補正予算要求について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  ICT 教育の端末の話ですが、休校から分散登校になるまでの間に、校長先生を

対象にズームを使った指示伝達も行なっておりますし、各種研究会なんかも、もうすでにズー

ムを使って各学校と連絡会議を行なっております。これを早めたのは、新型コロナウイルス感

染の第二波がきたときに遠隔で授業ができる、そういう環境を早く築く必要があるだろうとい

うことで、計画をかなり早めて行なったということでございます。これで１人１台の端末で、

家庭で Wi-Fiを使って学習ができるという環境が整う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。 

〇篠原委員  ICT 教育環境推進費についてお聞きしたいと思います。市の方で前倒しで環境を

整備していただいて大変有難いと思っております。教育長の冒頭のご挨拶の中で、秋口頃まで

には整備ができるというお話がありました。６月定例会で可決していただくのですから、どう

して秋頃までかかるのかなというのが疑問です。できれば早めにレンタル等をしていただきな

がら、子ども達にも慣れていただきたいし、先生方にも慣れていただきたいので一刻も早く導

入していただきたいと思っております。  

  細かいところをお聞きしますが、400 世帯と書いてあります。これは小中学校の子ども達の

世帯の中で Wi-Fi 環境がない子ども達ということで理解してもよろしいでしょうか。それから

PC端末も 325台と書いてあります。そうすると 400世帯とは合わなくなってきますので、その

点での整合性がないと思われるのでお聞きしたいです。 

〇山田教育長  小茂出課長、お願いします。 

〇小茂出課長  まず秋口という点でございますが、原則でいきますと、この６月定例会は６月

18日に閉会して６月補正予算が可決されます。そこでスタートになりますが、すぐに発注でき
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る段取りは整えております。端末につきましては調達の目途がつきまして、遅くても６月末、

７月上旬には調達できるかなと思っております。 

ルーターに関しては現状は調達が厳しい状況です。全国的に各携帯会社に申し込みが殺到し

ておりまして、調達が難しく、今の情報では何十台かずつ入ってくるという状況です。 

  400世帯の考え方ですが、自宅に Wi-Fi環境がない世帯への貸し出しとなります。325台と整

合性がないとのご質問ですが、こちらの 325 台は、全小中学生にあと 325 台不足していたとい

う数字でございます。以上です。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇山下委員  ICT 環境の整備についてですが、第二波というよりは、私が継続的に考えていた

だきたいと思っているのは、加賀市は ICT 教育が進んでいると自負していた時期がありました

が、今全国で一斉に始まっています。さらには加賀市がもう一歩進めていただきたいのは、大

雪に対して、こういうものを使った環境整備ができないかということでございます。山中温泉

地区というのは本当に雪が多くて登校ができないときもあります。ハード面については、今年

度なんとか目途がついたようでございますが、それを利用したソフト面とか利用面について、

先行研究の場所として山中温泉地区について研究されて、もし大雪の際にこんなことができる

よというのがあれば有難いという、これは意見です。今後の研究について、また先生方の指導

面についても何かしらのご検討をいただければと思います。 

そしてコンピュータクラブハウスの件ですが、前にもご指摘したとおり、クラウドファンデ

ィングはそんなに簡単には集まらないということでございました。1 千万円を２千万円にして

半分くらいは集まったようですが、今後、クラウドファンディングで継続して予算を立てよう

と思うと、おそらく無理がかかる現状が見えたと思います。次年度以降のコンピュータクラブ

ハウスの運営についての見解がございましたらお示しいただきたいと思います。 

そしてもう１点、緊急学生支援貸付金の事業でございます。大変有難い事業だと思っており

ます。早急にしなければならないことですけれども、いざお金の貸し借りということで、次年

度、大学や専門学校等に行かれる方が今すでに学生支援機構等で予約借用の申請を出している

時期だと思います。これについては世帯年収とか貸与額とか非常に細かい要綱がありまして、

そしてそれには貸し付けも有利子、無利子等があります。その辺のベースとなるものが何かあ

ったのか、今とりあえず貸しますということなのか、その辺ちょっと整合性のとれるものがあ

るのかどうかをお示しいただきたいと思います。以上です。 

〇山田教育長  コンピュータクラブハウスのクラウドファンディングについてと、貸付奨学金

の２点についてですね。まず宮下課長お願いします。 

〇宮下課長  来年度の予算に対しての具体的なプランというのはございませんが、固定経費等

含めたものを来年度もクラウドファンディングしていくのはちょっと限界かなと感じておりま

すし、今回、補正を行ないました一般財源を投入してということでございますので、来年度は

その辺りも緩和しまして、クラウドファンディングをするのであれば、来年はこういうことを

やりたいので、それにご賛同いただける方はお願いしますというかたちにするべきかなと考え

ております。 

〇山田教育長  奨学金について、梶谷局長お願いします。 

〇梶谷局長  奨学金の対応ですが、当初は日本学生支援機構で、臨時に受け付けるようになっ
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たんですが、基準とそれまでの期間が長いということで、つなぎ的なもので考えていたんです

が、こういう状況でありまして、つなぎではなくて、緊急的にお金が必要な学生の方へは、条

件を付けずに貸し出そうということで考えております。対象の方は日本学生支援機構とほぼ合

わせてありますけれども、収入の減少に条件を付けたりと、そういうことはありません。その

上で、加賀市に戻ってきていただきたいということで、返還不要の項目を付けさせていただい

たということでございます。こちらの財源も基金の方から崩しておりまして、貸与ですので、

基本的にはまた戻せるという中で、条件なしで対応したということでございます。 

〇山田教育長  スピードを優先したということですね。 

〇山下委員  ただお金の貸し借りと学生相手でございますので、事後であってもその辺の詳細

を検討していくことは必要かなと思います。 

〇梶谷局長  基本的に学生なので、未成年と成人、成人の方は本人の申し込みでよろしいです

が、未成年の場合はやはり保護者の申し込みとなります。意思表示は保護者で、ただし振込先

は保護者ではなくて学生の口座に直接ということで、返還義務がありますので、同居も含めた

保証人、そして生計を別にする連帯保証人、そちらの方もちゃんととっております。他の貸与

の奨学金と同じような扱いであります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇篠原委員  差し支えなければ、現状でどの程度の申し込みがあったのかわかれば教えてくだ

さい。 

そして事業ですので、当然それに関する規定があると思います。それも次回の定例会のとき

に出していただければと思います。 

〇山田教育長  公下次長、申し込み件数についてお願いします。 

〇公下次長  現時点では９件の申し込みがありました。 

〇山田教育長 他、ございませんか。 

〇佐野委員  エネルギー教育推進事業についてですが、購入が 58台ということですけれど、こ

れはグループ活動で使うからこの数字なんですか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  この台数は、各学校でグループで使う実験のテーブルの台数になっています。 

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 17号、６月補正予算要

求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。審議事項は以上でございます。 

  続いて報告事項に入ります。報告第 21号、教員の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２１号 教員の勤務時間集計結果について 

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。よろしいですか。 

  続きまして、報告第 22号、令和２年度学校訪問の実施について公下次長お願いいたします。 
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 報告第２２号 令和２年度学校訪問の実施について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  新型コロナウイルスの影響で、計画訪問が今年度は大きく変わり、給食もない

というようなかたちで、例年と異なるということですが、これについて何かご意見、ご質問ご

ざいませんか。 

〇篠原委員  午後から公開授業のみでやるということですね。従来、私が楽しみにしていたの

は一次懇談なんです。なぜ一次懇談が大事かといいますと、学校の中で、今年はどのような方

針でやられるのかということを明確にされる場所だと思っていますので、それが今回はないと

いうことですね。できれば各学校で今年の教育目標をまとめたものを当日いただければと思う

んですが、いかがですか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  確かに必要な時間だと思います。今回、短縮することになりましたので、そうい

うかたちをとれるように学校の方に伝えたいと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。今年度、本当に変わったかたちになりますが、よろしく

お願いいたします。 

  続きまして報告第23号、夏季休業中における授業について公下次長お願いいたします。 

 

 報告第２３号 夏季休業中における授業について 

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  夏季休業中の授業は、今年度はやむを得ない措置だと思いますけれども、夏休み

中の授業ということになりますので、一番気がかりなのは暑さ対策です。７月21日から８月７

日は一番暑い時期ですよね。各学校の普通教室で冷房が未整備な学校はいくつあるのか。そし

てその学校はいつになったら冷房が完備されるのか教えていただきたいです。 

〇山田教育長  小茂出課長、お願いします。 

〇小茂出課長  普通教室につきましては、100パーセントこの時期には冷房が完備されておりま

す。 

〇篠原委員  こういう状況でしたら、冷房は必要条件になりますので、子ども達の良い環境づ

くりのためにもその時期までに冷房を完備していただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇山下委員  あと２校ほどが６月末で完成予定だと前回お聞きしたんですが、遅れなどはない

んですか。 

〇山田教育長  小茂出課長、お願いします。 

〇小茂出課長  逆に工事が進みまして、この時期までにはすべて完成する見込みが立ちました。 

〇山下委員  この期間の授業内容ですけれども、通常通りの６限体制とか、午前中だけとか、

そういうのは定まっておりますでしょうか。 
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〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  この間は通常のかたちをとります。ただ学校の行事等によっては少しは変わるか

もしれませんが、通常通りとなります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇佐野委員  冷房をつけることで換気の問題は大丈夫なんですか。換気をしていても冷房を消

したら暑くなりますし、その辺は学校ごとで考えるんでしょうか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  確かに冷房をつけて締め切ってということになりますが、そこは定期的に休み時

間には必ず換気をするとか、少し不自由はあるかもしれませんが、そういう対応はしていこう

と思っております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇瑓委員  よくテレビでも間隔を空けようといっていますが、今、子どもの数も減っているこ

とだから、教室の１クラスの中におさまっているんですよね。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  再開に向けての県のガイドラインがありまして、今、加賀市の学校の方ではレベ

ル１ということで、教室の中で間隔がとれるところもあれば、たくさんいるところもあるんで

すが、だいたい目いっぱいのかたちでは１クラスに入れる状況ではあります。 

〇山田教育長  ガイドラインの環境はできるということです。 

  他、ございませんか。 

〇山下委員  夏休み期間中の授業だけではないんですが、今すでに再開して通常通りの授業に

なりますと、おそらく児童・生徒さんにはマスク着用でお願いするかたちになるかと思います。

特に夏場の暑くなってくる時期からの脱水が心配されますので、食事前の手洗いとか、机のア

ルコール除菌もすでに徹底されていると思いますが、併せて何かしらマニュアル化して、その

辺のご配慮もいただければと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇篠原委員  今、学校は分散の試験登校になっていますよね。学校ではコロナ問題に対する感

染対策について現状、具体的にどのようなことを実施していらっしゃるか、それから今後どの

ような対策されるのか教えてください。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  今、対応については、県のガイドラインに沿いながら加賀市もやっておりますけ

れども、まず学校の方では外部の方はなるべく玄関で対応するとか、そういうことをやってお

ります。子ども達に対しては、毎朝の検温をしております。もし忘れた子に関してはそこで検

温しておりますけれども、各家庭でしてもらうということを続けております。あと手洗いに関

しても、アルコール消毒を置いたり、学校の方でも手洗いの指導もずっと継続しております。

あとは換気、それから分散授業のときには、教室を半々に分けて密にならないようにしており

ます。６月１日からもできるだけの配慮をして、手洗い等は継続してやっていくことになって

います。また、体育に関しましても、県の方から再開についての対応が来ておりまして、体育

に関しては、距離をとれればマスクをしなくても、マスクだと逆に熱中症のリスクもあるとい

うことなので、そういうことについては学校の方に県のガイドラインとともにインフォメーシ
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ョンを出して周知徹底をしているところであります。 

〇篠原委員  参考になるかわかりませんが、今朝、学校の感染対策という愛知県の病院の先生

が作られたファイルを手に入れました。それを見ていますといろいろ詳しく書いてあるんです

けど、やはりこのようなものを、子ども達にもわかるように学校の中で指導していただきたい。

やはりクラスターになる可能性があるので、絶対に集団感染を起こしてはいけないわけです。

保護者も不安でいっぱいなので、その不安を解消するために各学校で加賀市はこういうことを

やっていますと、ホームページなど、あるいはメールなどで保護者の不安を１日も早く払拭す

るための手立てをぜひとっていただきたい。こういうことをしているから心配ないですよと、

もし心配でしたらすぐに学校に連絡してくださいみたいな、そういうコミュニケーションがで

きるような体制をとっていただいて、一刻も早く、保護者が安心で安全な、そして子ども達が

学力をつけていただけるような、そのような体制を市教委の方で強く指導していただきたいと

思っております。まず大事なのは子ども達に手洗い、うがいの仕方がきちんと具体的にわかる

ようなものを作っていただきたいです。 

  それから先生方も新しい環境なので、非常に大変だと思いますが、新聞などを見ておりまし

たら、他の郡市ではサーモグラフィーを利用して、先生方の事務作業を減らすこともやってお

ります。非接触型の体温計やサーモグラフィーは各学校に配置されているんでしょうか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  こちらから準備して全部の学校へということはしていないんですが、いくつかの

学校では購入して対応しているところもあります。 

〇山田教育長  各学校でも３月の休みに入ったときに、体温計等が品薄になるので、配当予算

で買っておいてくださいという指示はしてあるんです。学校の規模によってたくさん必要な学

校と少ない学校もあるので、配当予算で買ってくださいという指示はしてあります。 

〇篠原委員  例えば朝、学校に登校した段階では子ども達の検温の状態はわからないわけです

ね。教室に入ってから各担任が体温を確認するということですか。他のところは玄関前で非接

触型の体温計で測っているところもありますし、サーモグラフィーを使って赤かったら別室に

行ってねといっているところもありますし、学校に入る一番最初が心配なんですが、どういう

かたちでやっていますか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  基本的には自宅で検温して、学校には保護者のサインがあるカードを持っていっ

てそれを見せるとか、そういうかたちで登校前に検温してくるかたちをとっております。 

〇篠原委員  保護者で忙しい方もいらっしゃいますので、仮に家で検温し忘れたとしたら、そ

の方はどうしますか。 

〇公下次長  別室で測って確認をしていると聞いております。 

〇篠原委員  ということは、玄関に入るときに誰か先生がいらっしゃるわけですね。毎朝何人

か先生がいらっしゃってそこでチェックするわけですね。 

〇公下次長  玄関で確認する学校と、教室に入る前に確認する学校があります。 

〇篠原委員  教室に入る前というのは廊下ですか。教室の前に担任が立っているということで

すか。 

〇公下次長  そういう学校もあるというふうに聞いております。 
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〇篠原委員  なぜ細かくお聞きするかといいますと、リスクを回避するために玄関の前で検温

していらっしゃるんだと思っていたんですが、そういうことも徹底していただきたいと思いま

す。熱がある子どもさんには保健室に行っていただくとか、保護者の不安感が非常に強いので、

そこを回避するための方法として市として強力に、例えばガイドラインを作るとか、玄関で振

り分けをするなどしていただかないと、それを曖昧に学校に任せているということではちょっ

と心配なので、保護者の方の心配もぬぐい切れないと思うんですが、佐野委員いかがですか。 

〇佐野委員  熱があれば学校に連絡して行かさないので、まず自宅では必ず測って、体温を書

いた紙を一番良いのは玄関で見せて、それで大丈夫なら入ってもいいというのが一番良いと思

います。クラスで担任に見せると、もうみんな入ってしまっているので、玄関のところで誰か

がチェックをする対応が一番良いと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇瑓委員  病院に行くと感染症の疑いがある方はこちらの方へ来てくださいと、インフルエン

ザのときによくありますけれど、今、学校でそんな部屋とかは作ってあるんですか。 

〇山田教育長  ガイドラインの中にも熱が出たときには保健室には滞在させないということが

書いてあって、発熱の子には保健室とは別の部屋を準備しなさいとなっておりますので、他の

子と一緒にならないように、保護者が来るまで別室で待機するという体制はできているという

ことでございます。 

冒頭でも言いましたが、みんな初めての体験なので、ひとつひとつ解決していかないといけ

ないと思っております。 

他、ございませんか。よろしいですか。これから先もまたいろんなことがあると思いますが、

何かありましたらご指導いただければと思います。   

続きまして報告第24号、加賀温泉郷寛平ナイトマラソンの中止について田中課長お願いいた

します。 

 

 報告第２４号 加賀温泉郷寛平ナイトマラソンの中止について 

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。よろしいですか。 

  残念ですが、致し方無いことだと思います。 

  続きまして報告第25号、新型コロナウイルスに係る市施設の対応について小茂出課長お願い

いたします。 

 

 報告第２５号 新型コロナウイルスに係る市施設の対応について 

小茂出課長   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。  

〇瑓委員  部活動は行わないとなっているんですが、いつまで行わないんですか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  周りの状況と中学校の校長との話を詰めながらなんですけど、できれば６月８日
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から再開ができればということで、まだ決定ではないんですが。 

〇山田教育長  県立は４日くらいからと出ていましたが、中学校１年生に関しては部の所属も

まだ決まっていないので、その準備期間とかガイダンスとかがあって、高校と一緒にはできな

いだろうということで、８日を目途に考えているということです。 

  他、ございませんか。 

〇篠原委員  文化振興課管轄のいろんな展観施設がありますよね。その施設は市のコロナ会議

の中で、いつ頃からオープンという話は出ていましたでしょうか。 

〇山田教育長  梶谷局長、お願いします。 

〇梶谷局長  現時点では未定としか言えませんけれども、またコロナウイルスの対策会議を今

月中に開く予定ですので、そこで早々にアナウンスできるかと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  それでは報告事項は以上で終わります。 

  この際、その他で何かございますでしょうか。 

〇佐野委員  いつも夏休み期間中に、中学３年生は体験入学とかがあると思うんですが、その

予定はずれてくるんですか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  高校は県の構えになりますので、私どもの方ではどういう日程になっているのか

まだ確認はできていません。このあと出てくるかと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇新家館長  図書館なんですけれども、報告第 25 号の方で、25 日から開館と報告させていた

だいているんですが、それに併せて、利用のサービスの制限などをしておりますので、その簡

単な説明をさせていただきたいのと、その利用状況について報告させていただきます。 

中央図書館、山中図書館両館とも 25日月曜日から開館しましたが、サービスは一部制限とい

うことで、まず開館時間ですが、土日祝も含めて 10 時から 17 時までと短縮しております。利

用できるサービスなんですが、貸し出し・返却や予約、リクエスト、他には新しい利用者の登

録など、そういったことだけに制限をさせていただいております。閲覧や学習室の利用はしば

らくは無しということで行なっております。来館される方にはマスクの着用を徹底していただ

くことと、館内に用意してあります消毒をお願いしております。 

あとは利用状況なんですけど、入館者数はほぼ通常の平日の人数ということで、月曜日、火

曜日と特に増えたということではないんですけど、貸し出し冊数につきましては、久しぶりの

開館ということで、中央図書館でみますと、月曜日は 1,209冊、昨年度の同じような時期は 676

冊ということで 500 冊ほど増えています。山中図書館も同じように、月曜日は 453 冊で、昨年

度の同じような時期だと 197冊でだいぶ増えているという状況となりました。以上です。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇田中課長  同じく５月 25 日から利用再開になりました屋外体育施設の利用状況についても

ご報告させていただきたいと思います。25 日から再開しておりますが、再開初日の 25 日と２

日目の 26日ともに、陸上競技場、中央公園テニスコート、大聖寺テニスコート、かが健康グリ

ーンパーク、この４施設で利用がありまして、いずれも例年の利用状況としては若干利用者が

多いという状況になっております。特にかが健康グリーンパークの方では 25 日が 130 人、26



 - 11 - 

日が 116 人と待ちに待った利用者が多く訪れている現状です。高齢者の方がたくさん利用され

る施設でありますので、特に新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底するとともに、マスク

を着用してプレイする際の熱中症予防対策もしっかりしていただきたいということで、施設の

方には周知させていただいております。この２日間については特に今のところは問題等は発生

しておりません。以上です。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

  それでは次回教育委員会定例会の日程を小茂出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 

小茂出課長   説明 

 

〇山田教育長  6 月 24 日水曜日、午前 10 時からこちらの中央図書館視聴覚ホールでというこ

とで予定に入れておいてください。 

それでは以上で、第７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。 

 


