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令和２年 第 9 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和２年６月 24日（水曜日）午前 10時開会／午前 11時閉会 

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９回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  前回の定例会は５月 27日でしたけれども、そのとき学校は分散登校ということ

で、子ども達は２日に１回学校に行くという状況で、家の前が通学路なんですが、久しぶりに

学校に行けるということで本当にうれしそうに子ども達が通っていたのを思い出します。６月

１日から本格的に学校が始まり、給食も始まりました。６月８日からは中学校の部活動も始ま

って、本格的に学校が普通の状態になったということです。校長先生方に話を聞くと、休みが

あまりにも長かったもので、子ども達の体調が非常に心配だということでした。そんな中で熱

中症で気分が悪くなった子どもがいたという話を聞きました。学校が始まったとはいえ、はじ

めから本調子でできないような状況で、少しずつ慣らしていって、もう今は随分慣れた状況か

なと思います。 

学校の先生方の様子も聞いたんですが、普段と違うのは、朝 30分ほど早く来て子ども達の熱

を測って、健康観察をしなければいけないということ、そして子ども達が完全に帰ったあとに、

ドアノブ等の消毒作業があるということで、多忙感を感じているということでした。この前市

Ｐ連の会長さんとも話をしていたんですが、こういうときにはぜひ、これからのコミュニティ

スクールの推進ということに関わってくると思うんですが、やはり保護者、地域の方の力を借

りて学校の課題を解決していくということで、市Ｐ連の会長さんからもぜひ進めていきたいと

いう力強いお言葉もいただきました。これからも消毒作業をしていくと思うんですが、学校の

職員だけが抱え込むのではなくて、地域の課題として協力を得ながらやっていくことが求めら

れるのかなと思っております。 

今日の新聞を見ましたら、県知事は新型コロナの第１波がそろそろ終息だということもおっ

しゃっていました。加賀市では一昨日に感染者が一人確認されたということですが、それは東

京での感染だろうということで、そのあとの新聞を見ると、濃厚接触者もみんな陰性だったと

いうことで、加賀市の方でも収まっている状況かなと思います。これからはこういうふうにし

てぽつんと出ることはあるかもしれませんが、そのあとすぐに検査、隔離という新しい生活の

中で普通の生活をしていかないといけないと思います。私たち教育委員会の方でも、社会教育、

社会体育施設、学校ももちろんそうですが、それをどうやって戻していくかが新しい課題にな

ります。やはり新しい生活様式の中で普通の生活を早く取り戻すために、どうやっていくかを

これから考えていかないといけないかなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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それでは議件に入りたいと思います。本日は審議事項が２件、報告事項が 10件あります。 

では、議案第 21号、加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の任命について公下次長お願い

いたします。 

 

 議案第２１号 加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の任命について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  ３名が役職異動等で補欠ということで代わられるということなんですが、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。それでは議案第 21号、加賀市

いじめ等生徒指導連絡協議会委員の任命について賛成の方は挙手をお願いします。 

○委員  全員挙手 

○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 22号、指定管理者の更新について田中課長、宮下課長お願いいたします。 

 

 議案第２２号 指定管理者の更新について 

田中課長   資料に基づき説明 

宮下課長   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  確認ですが、橋立自然公園を今回非公募にしたということは、他の体育施設の指

定期間の終了が３年後となるのに合わせたということで理解してよろしいですか。 

○山田教育長  田中課長、お願いします。 

○田中課長  はい、そちらに合わせました。 

○篠原委員  次回の３年後は公募になると考えていいですか。 

○山田教育長  田中課長、お願いします。 

○田中課長  その時のスポーツ振興事業団の運営状況とか、そういったものを踏まえまして公

募にするか非公募にするかを決めることになるので、現段階ではどちらになるかは、はっきり

とは言えない状況になります。 

○篠原委員  原則としては公募が望ましいのではないかと思いますが、いろんな諸事情がござ

いますので、もちろん非公募でも構わないと思いますけれども、できるだけ広く開かれた指定

管理をした方が、公正・公平の観点からいってもいいことではないかと思いますので、ぜひご

検討いただきたいと思っております。 

○田中課長  またその都度、公募にするか非公募にするかも併せて検討させていただきたいと

思います。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。それでは議案第 22号、指定管理者の更

新について賛成の方は挙手をお願いします。 

○委員  全員挙手 

○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した。 

  続いて報告事項に入りたいと思います。報告第 26号、加賀市議会６月定例会の答弁について

小茂出課長お願いいたします。 
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 報告第２６号 加賀市議会６月定例会の答弁について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  大変多くの質問が教育委員会には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。 

続きまして報告第 27号、中学校地区大会、県大会の代替大会の実施について公下次長お願い

いたします。 

 

 報告第２７号 中学校地区大会、県大会の代替大会の実施について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  いろんな大会が中止にならざるを得ない、そういう状況の中で、３年生が今ま

で頑張ってきた成果を発表する場が必要だろうということで、校長会と中体連と相談しながら、

このようなかたちでできるんじゃないかということで決めさせていただいたんですが、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  細かいことで申し訳ないんですが、実施についての保護者の応援の部分で、３年

生の保護者のみとなっております。おそらく当初３年生を予定していた中で、大会参加規程で

２年生もいるというということになっているんだと思いますが、出場者の保護者ということで、

３年生の保護者のみとしてしまうのはどうかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  ３年生の最後の大会ということで、３年生が中心の大会になるんですが、そうい

う点で３年生の保護者のみということで、中体連はこういうかたちでやりたいということでお

聞きしております。 

○山下委員  おそらく一緒なチームで出る２年生の保護者あたりから私たちは行けないのかと

いう質問があがってくるかと思います。これについてダメということはできないのかなと思う

ので、その辺ちょっとご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○公下次長  中体連主催ということで、今のお話をお伝えしながら、どういうふうになるかは

各競技の要綱から出てくると思いますが、２年生はまだ来年の機会があるということでこうい

うかたちになっているんですが、またお話はしていきたいと思っております。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○篠原委員  これは中体連で体育関係の代替大会の実施だと思うんですが、例えば吹奏楽部の

大会とかも同じように考えなくてはいけないんじゃないかと思います。そこで文化関係の大会

をするとか、あるいはソロコンテストをやるとか、そういう予定があるのかないのか。ぜひ私

個人としてはしてあげてほしいなと思いますけど、いろんな諸事情がありますので、そのこと

も含めて今後の動向がわかれば教えていただきたいです。 

○公下次長  文化部の例えば吹奏楽部ですけど、例年、３年生の最後の引退をいうことで、定

期演奏会をやっているようです。今年度はそのかたちを各学校の状況に合わせてやっていくと

いうことを聞いております。ただ密の状態を考えて、７、８月にやるということですが、学校

によっては野外でやるとか、大きな体育館でやるとか、そういう点では場所のことも考えて実
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施する予定でございます。あと他の文化部に関しても展示をしたりとか、そういうふうな対応

をしていきたいと聞いております。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○佐野委員  山下委員に関連してですが、３年生の保護者というのはどういうふうに判断でき

るんでしょうか。名札など渡すことを考えていらっしゃるんですか。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  どんなふうに細かくしていくかはまた中体連と相談になりますが、そこは学校の

方も保護者との繋がりもありますのでわかると思うんですが、そこの確認と、各顧問の方から

部員の方にはそういった連絡や通達はしていくと思いますので、その点ではきちんとしていく

ようにはしたいと思います。また会場によっては大きい会場、小さい会場ありますので、そこ

はきちんとしていかないと、密になる状態があると困りますので、そういった連絡はしていく

よう確認はしていきます。 

○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 28号、令和元年度加賀市立小中学校における教員の時間外勤務時間集計公

下次長お願いいたします。 

 

 報告第２８号 令和元年度加賀市立小中学校における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  ３月の休業で当然かなり減りましたが、それでも残業はありますね。 

  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  ３月の時間外について、具体的にどういった時間外があったのか。例えば例年８

月であれば中学校は部活動があると思います。３月は部活等もなかったと思いますが、それで

これだけの時間外があるということなので、その辺を細かく調査をしていただきたいと思いま

す。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  また学校訪問等でも中身を確認していきたいと思います。ご意見ありがとうござ

いました。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○篠原委員  ６月から再開して、先生方が 30分くらい早く来て健康観察をしていただいている、

そして終わってからは各教室の消毒等をこまめにやっていらっしゃるということで、大変頭が

下がる思いがいたします。 

先ほどの教育長さんの話の中には、ＰＴＡの方や地域の方に協力を願うこともいいのではな

いかというお話もありました。私も同感でございます。このことについて、先生方はできるだ

け時間外の勤務をなくすことに集中していただいて、子ども達の学力向上等に努めていただき

たいと日頃から切に思っていますけれども、やはりそれ以外のところでは、例えば支援員の方

など、昨今いろんな方が学校の中に入ってきていらっしゃると思うんです。それも含めて今後

どういうかたちで先生方の時間外勤務を減らすのか、その手立てを教育委員会ではどのように

お考えかということについて教えていただきたいです。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 
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○公下次長  今、お話をいただいた通り、前回の校長会でも支援員の方、あるいは校務員の方、

それから学校職員全体でも一部の人に業務が集中しないようなかたちの協力体制を組んで、今

後その様子も見ながら、学校で対応していくようにと指示伝達をしてきました。 

○篠原委員  各学校での取り組みはよくわかるんですが、ぜひ教育委員会でのご指導、こうい

う方向性でいったらどうだとか、こういうときにはこういう支援員さんを活用していったらど

うだとか、そういうようなことでできるだけ先生方のご負担にならないように、ただでさえ長

い休みで、それをいかにして取り戻すかが大きな課題となってきておりますので、そのことに

集中出来るような環境作りを教育委員会の方でもご指導をお願いしたいと思います。各学校か

ら待っていては、先生方は日常に追われていますので、なかなか見通しがつきにくいので、ぜ

ひご指導いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。これはお願いでご

ざいます。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○瑓委員  ３月の勤務時間なんですが、時間外勤務は去年に比べたらだいぶ減ったんですか。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  ちょうど新型コロナのお休みが出たときで、臨時休校になったときですので、ち

ょっと今までとは違う数字になっているかと思います。 

○瑓委員  今、学校が始まって、先生方の負担がまた増えている感じなんですか。また教えて

ください。 

○公下次長  またそこの調査はしていきますので、よろしくお願いいたします。 

○山田教育長  ６月以降の調査もしておりますので、また集計ができましたらご報告させてい

ただきます。 

他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 29号、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。 

 

 報告第２９号 緊急学生支援貸付金について 

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  コロナ問題に関しての学生の貸付金ということで、国や県や市等々でいろんな手

厚いご支援がなされていることをお聞きして大変嬉しく思っております。加賀市においてもこ

のような制度ができたことは大変有難く思っております。 

  今のところは、44件で 1,100万円の貸し付けということで、三森良二郎奨学金の繰入金とい

うことですが、三森良二郎の奨学金は元々は貸与ではなく完全に与える奨学金です。それでそ

こから繰り入れているということで、若干の財源の心配もあるんですが、現在は 44件で留まっ

ているので、今のところは安心しておりますけれども、今後の見通しとして、これがこれから

増えるのか。7,000 万円という財源ですので、他の貸付等を見ますと、大変多くの方が申請を

なさっている状況でございます。こちらを踏まえてどうでしょうか。 

○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  ６月 17日現在ですが、先ほど聞きましたら、まだ受付をしているということを聞

いておりますので、どれだけになるかわかりませんが、このあと少しは出てくるのではないか
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なと思っております。 

○篠原委員  始まったのはいつからですか。 

○公下次長  ５月の半ばからの募集になります。 

○篠原委員  原資が 7,000 万円なんですが、そこを超えてしまったら打ち切りになるというふ

うに考えてよろしいですか。 

○山田教育長  梶谷局長、お願いします。 

○梶谷局長  募集期間が７月 31日いっぱいということで限定しております。緊急ですので、こ

の予算の中で納まるのではないかと思います。本当に超えれば追加も検討しなければいけない

ですが、貸与ですので戻ってくるという、そのような計画でおります。 

○山田教育長  卒業したあと加賀市に５年間居住すると返さなくてもいいという条件も付いて

おります。 

  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 30号、令和２年度家庭教育支援事業の中止について宮下課長お願いいたし

ます。 

 

 報告第３０号 令和２年度家庭教育支援事業の中止について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  大変良い事業なんですが、致し方がない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。 

続きまして報告第 31号、令和２年度「嶋田うれ葉」講演会延期について宮下課長お願いいた

します。 

 

 報告第３１号 令和２年度「嶋田うれ葉」講演会延期について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  このようなコロナの状況で中止ではなく、延期ということです。 

これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

  続きまして報告第 32号、令和２年度・３年度加賀市公民館連合会役員の改選結果について宮

下課長お願いいたします。 

 

 報告第３２号 令和２年度・３年度加賀市公民館連合会役員の改選結果について 

宮下課長   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。よろしいですか。 

  続きまして報告第 33号、セミナーハウスあいりすの運営状況について宮下課長お願いいたし

ます。 

 

 報告第３３号 セミナーハウスあいりすの運営状況について 

宮下課長   資料に基づき説明 
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○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 34号、加賀市立図書館の利用状況について新家館長お願いいたします。 

 

 報告第３４号 加賀市立図書館の利用状況について 

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  図書館の利用ですが、こういう中でご努力をなさって大変敬服いたします。私も

利用者の一人なんですが、これは市全体のコロナ対策と関係があるんだろうと思いますが、で

きれば他の閲覧室の利用だとか、閲覧などのサービスも回復させていただけないだろうかとい

うのが、一般の市民の方の願いじゃないかなと思います。県知事さんが第１波はそろそろ終息

したと言われているので、加賀市においてもコロナ対策委員会で検討していきながら、できる

だけ皆さんが利用しやすいような状況に戻していただけたら有難いなと思います。 

○山田教育長  新家館長、お願いします。 

○新家館長  篠原委員のおっしゃる通りだと思います。こちらの方としましても、今後以前の

通常通りの開館状態にはすぐには難しいかと思いますけれども、徐々に制限を緩和していけれ

ばと思っております。 

○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 35号、体育施設の利用状況について田中課長お願いいたします。 

 

 報告第３５号 体育施設の利用状況について 

田中課長   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  山中の健民体育館は前年より利用が上回っていますよね。何らかの理由があると

思います。そして加賀体育館においても９割戻ってきていると。それから中央公園のテニスコ

ートや山代グラウンドも高い数字で戻ってきているなと感じます。 

山中の健民体育館だけなぜ前年度からこんなに増えたんですかね。 

○山田教育長  田中課長、お願いいたします。 

○田中課長  今のところ、直接の理由は確認していないんですが、３月あたりにまだ加賀市の

方が休館していなかったときから、福井の方から利用が結構あったとお聞きしております。も

しかしたらそういったことも関係しているのかもしれませんが、ただし福井の方も同時に再開

しているはずなので、それだけが理由とも言い切れないので、また確認したいと思います。 

○篠原委員  急にこんなに増えるということはあんまり考えられないことなので、これに伴っ

て３密の状態が生じていたら危ないなと感じましたのでお聞きしました。 

○山田教育長  他、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。この際ですから、委員の方から何かございますか。 

○山下委員  金沢市の修学旅行が中止ということで、加賀市としての方針と、今わかる範囲で

修学旅行と学校の行事的なものに対してどういうふうな見解をされているかお聞きしたいです。 
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○山田教育長  公下次長、お願いします。 

○公下次長  まだ検討中というものもたくさんあるんですが、まず修学旅行は昨年度末に５月

に予定していたものを各中学校が秋に延期しております。今現在は、周囲の今後の感染状況を

見てですが、日程とかコースも今中学校の校長会とも協議を重ねております。業者との関係も

ありますので、今のところ７月末くらいまでにはある程度出さないといけないと思っておりま

す。 

運動会、あるいは体育祭、その他の行事でだいぶ期間があるものはこのあともまた検討を進

めていきますけど、運動会、体育祭につきましても新型コロナウイルスの感染予防、子ども達

の安全が一番大事なので、３密状態を避け、これも今校長会とも検討を重ねているんですが、

例年のかたちでの開催は難しいかもしれないという話は出ております。ただ中身とか、内容に

ついては少し変更しながら、かたちを変えての実施も今後検討しながら進めていきたいと思っ

ております。もしかしたら保護者の参加の制限とか、来賓の方の制限とか、そういうことも出

てくると思いますので、例年、教育委員さんには大変お忙しい中、各学校の方に行っていただ

いていたんですが、そういうかたちには今年はちょっとできないかなと思っております。 

○山田教育長  今は決まっていませんが、できないかという模索をしているということですね。

またそのときの感染状況等で判断していきたいと思います。 

他、ございませんか。 

○瑓委員  水道の蛇口をひねりやすいというか、レバーを軽く押しただけで水が出るようなも

のにしていると地域の方に聞いて、加賀市も少しそういうふうにしていると学校の方から聞い

たりしたんですが、加賀市もみんなそういうふうに変更するんですか。 

○山田教育長  ちょっと触ると自動で感知するとか、そういうものですかね。小茂出課長、お

願いします。 

○小茂出課長  一部の学校におきまして、独自に蛇口をそういうものに変更していると聞いて

おります。教育委員会の方針としましては、全学校すべてで自動感知にしたり、レバーを長い

ものにしたりする方向はまだ検討中です。そこよりもドアとかいろんなところを触る恐れがあ

るので、蛇口をすべて自動化するのはいかがかなと思っております。ただ検討の余地はあると

思います。 

○山田教育長  蛇口の数も一度調べて、大変な数だったんですが、検討はしていこうと思いま

す。 

他、ございませんか。よろしいですか。 

なければ、次回教育委員会定例会の日程について小茂出課長お願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会の日程について 

小茂出課長   説明 

 

○山田教育長  ７月 21日火曜日の 13時 30分から、今日と同じく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９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。 
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以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 

 


