
  

令和２年 第３回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和２年３月３日（火）開会 午後１時３０分、閉会 午後２時２３分 

２ 場  所   津幡町文化会館「シグナス」２階 各種団体室 

３ 出席委員（５名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、鳥越千春委員、越村 崇委員 

渡邉加寿子委員 

 欠席委員   なし 

４ 事務局説明員  竹田学教育部長兼教育総務課課長、羽塚誠一学校教育課課長、 

宮崎 寿生涯教育課課長 

 事務局書記  細山美幸教育総務課課長補佐、藏本あゆみ教育総務課庶務係長 

５ 議題及び審議結果 

報告第14号 新型コロナウイルス感染症にかかる対応について 承 認 

その他（１） 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鳥越委員を指名した。引き続き、前回議事

録の報告を行い、本日の議件について審議に入った。 

  審議に入り、報告第14号、その他（１）については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、原案どおり承認、了承した。また、次回の会議の開催日を確認し、閉会した。 

   

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５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３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。本日の議事録署名には、鳥越委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和２年 第２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。 

藏本書記 （令和２年２月 17日（月）開催の第２回教育委員会議内容を報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告等で何かご質問はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第３ 報告する議案 報告第 14号＞  

吉田教育長 続きまして、日程第３ 報告する議案について、報告第 14号 新型コロナウイルス感

染症にかかる対応について事務局よりお願いします。 

羽塚課長 学校教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、新型コロナウイルス感染症にかかる学校教育課関連の対応につ

いて報告する。） 

吉田教育長 引き続き、生涯教育課の対応について説明をお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、新型コロナウイルス感染症にかかる生涯教育課関連の対応につ

いて報告する。） 

吉田教育長 引き続き、教育総務課の対応について説明をお願いします。 

竹田部長 教育総務課より報告いたします。 

（当日資料に基づき、新型コロナウイルス感染症にかかる教育総務課関連の対応につ

いて報告する。） 

吉田教育長 ただいまの各課から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。 

山本委員 学校の対応についてですが、年度内に消化しきれなかったカリキュラムについては、

どのように処理をされますか。また、児童生徒は臨時休業の間は出席扱いになるので

すか。今回の休業で、出席日数が高校入試に影響することはないのですか。 

吉田教育長 学校保健安全法第 20条に則り、町は今回、休業する必要があると判断し、学校の全

部を休業することといたしました。休業期間中は授業日にはなりませんので、出席扱

いにも欠席扱いにもなりません。ただ、例年よりも授業日数が 20日間弱少なくなりま 
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 す。教育課程については、在校生の小学校１年から５年生、中学校１、２年生は終わ

っていませんので、このまま 24日まで休業期間となると、校長会で理解をもらうこと

になりますが、４月に新年度がスタートしてから、未履修の部分とまとめを前学年の

教科書を使いながら進める形になります。新学年のスタートもその分遅れるという形

になります。 

山本委員 そのことは、子どもたちや保護者には連絡してありますか。 

吉田教育長 今のところ、休業期間の延長、短縮も考えられますし、まだ正式決定ではありませ

んので、連絡はしていません。このように進みますと、新年度の授業日数も不足しま

すので、夏休みを短縮せざるを得ないと考えています。 

山本委員 中学校の部活動は中止ですか。 

羽塚課長 学校休業期間中は部活動も中止しています。 

山本委員 民間のクラブチームや学習塾はどうなっていますか。 

越村委員 学習塾は休講になっていると聞いています。 

山本委員 教育委員会から塾などに休講の要請をしているということではないのですか。 

羽塚課長 要請はしていません。 

吉田教育長 民間ですので、国からの要請を受けてのそれぞれの判断ということになります。 

宮崎課長 スポーツのジュニアのチームについては、３月 24日までは練習を中止するようお願

いしました。 

山本委員 学童はすぐに対応できたのですか。 

羽塚課長 はい。今日から受け入れをしています。小学校も１年生から３年生の受け入れをし

ていますが、今日は全校で 10人となっています。 

山本委員 学校では、先生が面倒をみてくれているのですか。 

羽塚課長 はい。教員と特別支援教育支援員です。 

越村委員 休業期間中は給食もないと思いますが、食材の納入業者は在庫を抱えることになっ

たのでしょうか。 

羽塚課長 教育委員会には、業者から補償についてなどの問い合わせはきていません。 

山本委員 受験を控えた中学３年生への対応はどうですか。 

吉田教育長 校長会で、公立高校入試日の前日にしっかりと指導を行うために、前日を登校日に

するということで共通理解をしました。今週は登校しないことになりますが、受験直

前ですので、それぞれがんばってもらうということで登校日は前日のみということに

しております。学習塾でも自宅学習へのさまざまな対応があるようで、インターネッ

トを使った自宅で学習できるアプリ等もあるようです。 

山本委員 学校では特に対応しないということですか。 

吉田教育長 学校ではそのような対応はしていません。 
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越村委員 私立の入試が終わっていますので、一度入試を経験しているということが不安の軽

減につながっているとは思います。 

吉田教育長 小学校もそうですが、担任の方から安否確認も含めて子どもたちの様子を把握する

ようなサポートをそれぞれの学校で考えていると思います。 

越村委員 休業中は、教職員は毎日出勤されているのですか。 

吉田教育長 県職員も町職員も出勤日となっています。授業がありませんので、年休を取りやす

い状況ではありますが、県の教育事務所からも教職員も不要不急の外出は避けるよう

にとの通達がありましたので、校長から職員へ周知するよう指示をいたしました。 

鳥越委員 ＳＮＳで、津幡町の中学生の保護者がコロナウイルスに感染したという情報が出回

っているようで、そのような情報で子どもたちが動揺してしまうのがよくないなと思

います。 

吉田教育長 今はあっという間にそのような情報が拡散されるので、何が真実で何が真実でない

のかわからないことになっています。正式に町にはそのような情報は入ってきていま

せん。 

渡邉委員 かほく市は２日に修了式を行ったようですが、津幡町は修了式は終わっていますか。 

吉田教育長 津幡町は修了式はまだ行っていません。３月２日の時点で、学校関係者や町内に感

染者がいませんでしたので、卒業式は行うということで準備のために前日を全校登校

日にし、24日に通知表を渡すということでこの日に修了式をするという予定にしてい

ます。ただ、状況によってはできなくなるということもないとは言い切れません。 

山本委員 入学式は行いますか。 

吉田教育長 現時点では、４月以降のことに関しては未定です。 

宮崎課長 ４月以降のイベントに関しても、開催は未定となっています。 

山本委員 シグナスのホームページでも最新の情報を早めに更新するようにお願いします。 

渡邉委員 卒業式の告示はどうなりますか。 

吉田教育長 委員のみなさまの出席はお願いしたいのですが、告示は書面のみとなりましたので

檀上に上がることはありません。式の様子を見ていただきたいと思います。 

山本委員 卒業生たちは卒業式が短縮されてかわいそうですね。在校生は出席しないのですか。 

吉田教育長 中学は２年生が、小学校は５年生が出席します。校長会で協議し、中学校では２年

生に３年生の立派な姿を見せたい、小学校でも同様に５年生に見せたいという校長先

生の強い希望があり、出席することになりました。ただ、学校によっては、条南小学

校は卒業生に時間を多く取りたいということで在校生は出席しません。時間は約１時

間を目安にするということで、その中で各校長先生には学校毎に何を大事にするかと

いう観点でやり方を工夫していただくことにしました。 

越村委員 休業期間が短縮される可能性もあるというお話ですが、その判断基準は国の収束宣 
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 言のようなものを県が判断し、それをもって町も判断するということになるのでしょ

うか。 

吉田教育長 国や県の見解がないと決定しにくいと思われます。最終的な判断は市町に任されて

いますが、保護者の不安もありますし、ある程度、国や県から見解を出してもらった

方が短縮や延長がしやすいと思っています。今回、市町で対応が違ってきていますの

で、情報交換しながら一番適切なものを判断していきたいと考えています。 

鳥越委員 総合体育館と運動公園体育館は閉館するということですか。 

宮崎課長 閉館ではありません。小中学生は使用禁止、大人のサークル等に関しては、自粛し

ますかという問い合わせはしますが、判断はサークルに任せていますので、活動して

いるサークルもあり、体育館を閉めてはいません。 

鳥越委員 サンライフ津幡も同じ対応ですか。 

宮崎課長 サンライフ津幡は交流経済課の管轄ですが、同じ対応だと思います。 

山本委員 子どもは使用できないということですか。 

宮崎課長  子どもは休業中は自宅で過ごし、感染を広げないということですので、使用禁止に

なっています。 

山本委員  図書館は閉館ということですが、体育館は大人は使用できるのですね。 

宮崎課長  図書館は閉館です。体育館は大人のサークルが使用している関係で、自粛を強制で

きませんので、閉館にはしていません。 

吉田教育長 今回のようなケースでは、国全体で同じような対応が必要な部分がありますので、

我々の判断材料としましては、文部科学省からの文書に準じて、また、地域の実情に

応じて判断していくしかないかと思っています。 

山本委員  修学旅行はどうなりますか。 

羽塚課長 中学校の修学旅行は、５月 13日～15日で予定していましたが、９月か 10月に延期

としました。日程は調整中です。ただ、こちらも状況次第では中止の可能性もありま

す。 

中学生の海外派遣も８月ですが、中止になる可能性もあります。 

山本委員  オーストラリアからは中止の要請などはないのですか。 

羽塚課長  受け入れの了承は得ていますが、今のところ、今回の件で問い合わせ等はきていま

せん。 

山本委員  全日本マスターズレガッタ大会はどうなりますか。 

宮崎課長  開催できるか心配はしています。町としましては、レセプションを中止にすること

はできないか、ボート協会へ話をしています。 

吉田教育長 主催はボート協会ですので、開催するかどうかの判断は協会がしますので、開催の 
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 仕方は町と協議することになります。 

山本委員  ３月はいろいろな会議等もあるのではないですか。 

宮崎課長  会議は予定通り行います。 

吉田教育長  絶えず状況が変化していきますので、学校の方へは１週間毎に変更があるかどうか

の見通しの連絡を入れるということで確認をしていきます。 

 その他の４月以降の行事に関しても、今のところ延期中止等は決定していません。 

鳥越委員  小中学生に関しては、公園等の屋外であれば活動してもよいということなのでしょ

うか。家にいましょうということなのでしょうか。 

羽塚課長  家にいましょうということです。 

鳥越委員  学校からはそこまで細かい指示はしていないのですか。 

吉田教育長  保護者と過ごしているということもありますし、基本的には、自宅で過ごすなど感

染の予防に努めてください、といった形で案内はしてありますが、学校から子どもた

ちへの具体的な指導については、学校によって若干、差が出ないとは言い切れないか

と思います。 

越村委員  私のまわりの保護者の方から、友達の家に遊びに行くのはよいのかよくないのか、

ということを聞かれました。実際に友達が家に遊びに来た時に、受け入れることに少

し抵抗があったとのことで、学校でそのような話を子どもたちにしたのかということ

も聞かれました。 

吉田教育長  学校では、臨時休業の意味を踏まえて、基本的には自宅で過ごすという話はします

が、それ以上の具体的な話はしていないと思います。保護者の適切な判断にお任せす

るしかないと思います。 

渡邉委員  もしかしたら、小学校の高学年の子どもだけで家にいる場合もあると思いますし、

そのような家に一人でいる子が保護者といる子の家に遊びに行くということもあると

思います。学校が何かできることではないと思いますが、決まった家の保護者がこの

１、２か月でストレスを感じることになるのではないかと思います。学校に行ってい

なくてもいじめが起こる可能性もありますし、休業期間だからこそ大変なこともある

かと思います。 

吉田教育長  学校によっては、家庭訪問を行うところもありますし、電話で子どもたちに在宅し

ているかの確認をして声をかけて様子を聞くということもあります。できるだけ、休

業期間中であっても子どもたちの様子に大きな変化がないか学校から確認をしてもら

うようにはしたいと思います。 

渡邉委員  学校の使命ではないかもしれませんが、保護者の心を満たすことができるようなケ

アもお願いしたいと思います。 

吉田教育長  保護者からも学校へ相談していただければ、様子を聞きながら対応できると思いま 
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 す。 

 その他、よろしいでしょうか。 

全委員  承認 

＜日程第４ その他の議事（１）＞ 

吉田教育長 では、日程第４ その他の議事（１）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。 

宮崎課長  （２月 23日の石川県民体育大会冬季大会スキー競技が雪不足のため中止になったこ

とを報告する。） 

吉田教育長 その他よろしいでしょうか。……では、以上をもちまして、令和２年第３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２時 23分 

 


