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令和３年度第１回珠洲市総合教育会議 

議 事 録 

 

１ 開催日時  令和３年７月３０日（金） 

          開会 午前１０時００分 

          閉会 午前１１時０５分 

 

２ 開催場所  庁舎３階会議室 

 

３ 出席者   ◯珠洲市  珠洲市長 泉谷 満寿裕 

        ◯珠洲市教育委員会 

          教育長      多田 進郎 

          教育長職務代理者 大句 哲正 

          委員       濱  育代 

          委員       葛原 秀史 

          委員       赤坂 敏昭 

 

        ◯事務局関係 

         総務課      課長     加賀 真樹 

                  課長補佐   坂尻 寛志 

         教育委員会事務局 事務局長   山口 茂樹 

                  参事(兼)次長 山岸 昭彦 

                  参事(兼)次長 濱野 良夫 

                   

４ 傍聴者   なし 

 

５ 議事内容  別紙のとおり 
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１ 開会  

加賀総務課長  ただいまから、令和３年度第１回珠洲市総合教育会議を開催いたしま

す。はじめに泉谷市長がご挨拶を申し上げます。 

 

泉谷市長  皆様、お忙しい中ご出席を頂き誠にありがとうございます。珠洲市総

合教育会議でございますけれども、昨年度は開催をすることできません

で、令和２年３月以来の開催となります。振り返りますと一昨年度末か

ら昨年度にかけて新型コロナ感染症の影響によりまして、休業の対応で

すとか、学校における感染防止対策等に追われたなと思い起こしておる

ところでございます。一昨年度、令和２年２月２７日の夕方にいきなり

３月２日から全国一斉休業ということで当時の安倍総理が要請したとい

うところから始まり、珠洲市においては３月２日というわけにもいかず、

３月４日から３月２４日まで休業といたしました。その間も３月２３・

２４日は休業中の登校日とし卒業式も何とか行うことができたかなと思

います。４月に入りましてからも全国的には入学式すら行えない学校も

ございましたが、珠洲市は通常どおりスタートさせました。しかしなが

らその後、４月１５日まで通常どおりの授業を行って４月１６日から休

業。５月１８日からは休業中の登校日として徐々に再開して、５月２５

日から通常の授業再び始めることができたということでございましたけ

れど、休業ということについては児童生徒の学ぶ権利を守ってやること

ができなかったと忸怩たる思いでおりました。なかなか国や県の対応に

抗うことが難しいといったことがありましたけど、内心様々な思いをし

たところでもございます。 

しかしながら、その間にＧＩＧＡスクール構想を前倒しで整備を進め

ることができまして、先だって６月９日に緑丘中と飯田小学校で視察を

させていただきました。正直感心した、そこまで進んでいるのかといっ

た思いでございましたが、このＧＩＧＡスクール構想につきましても本

日の総合教育会議で、今後に向けて教育委員の皆さんと意見交換ができ

たらなと思っています。 

また、先だって７月２７日親子議会がございましたけれども、これま

でになく珠洲市の人口減少を捉えて、珠洲市の未来を問う、そういった

質問が多くございました。その背景に各小中学校でＳＤＧｓ教育学習、

持続可能なまちづくりをテーマに皆さん色々考えたり、話し合いをされ

ているんだなというところも感じまして、心強く思ったところでありま

す。 

現在、珠洲市における新型コロナワクチンの接種状況でございますけ

れども、高齢者接種につきましては７月３日くらいに終えておりまして、

一般接種を進めているわけでございますけれども、先週末７月２４日現

在でございますけれども、全人口の８０．２％が少なくとも１回目の接

種を終えた。そのうち全人口の５７．７％が２回目も終えたというよう

な状況でございまして、今週そして来週で大体の方が終わって、８月１

４日には希望するほぼすべての方が接種を終えることができる。これは

石川県内１９市町の中では最も速いスピードで進んでいるのではないか

と思っております。ちなみに１２歳以上ということになっておるんです

が、小学校６年生も一部含まれますので、珠洲市では中学生相当以上に

接種券を発送しております。１２歳小学校６年生については希望があれ
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ば直接増進センターの方と相談してくださいということで進めています

が、今のところ小学校６年生で希望される方は数名いらっしゃいます。

中学生につきましては、だいたい３分の２、６６％が接種を希望という

ことですし、高校生についても６４％だいたい３分の２くらいが接種を

希望しているとのことです。中学生相当の接種につきましては、基本的

には８月８日に１回目の接種、８月２９日に２回目の接種、珠洲市総合

病院の小児科で個別接種という形をとります。しかしながら緑丘中学校

３年生の修学旅行の予定が８月３１日からということで、これも非常に

丁寧な対応だと思いますが、８月２９日に２回目の接種をして、その翌々

日から出発ということは、少し副反応が心配されるということで、緑丘

中学校３年生は繰り上げて、７月２４日に１回目、８月１４日に２回目

の接種ということで対応しておりますことをお伝えをしておきたいと思

います。 

それではよろしくお願いします。 

 

加賀総務課長  続きまして、多田教育長からご挨拶を頂きます。 

 

多田教育長  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ありがとうございます。

昨年は新型コロナに翻弄された。しかしながら幸いに市内の学校にはス

クールサポートスタッフなど補充の人員を入れながら支援し、安心、安

全な学校で学習に専念できたのではないかと思っています。ここに来て

ワクチンも進んでいますので、更に昨年の状況から見ると安心して生活

ができるのかなと思う。学校の行事に対応してのワクチン接種の前倒し

は本当にありがたいなと思っている。 

今日、委員の皆様におかれましては、１学期の時期に、過密スケジュー

ルでしたが、効率よく集中して公民館それから学校等を視察していただ

きました。今日の議題の共同調理場、これは宝立小中学校の共同調理場

とそして配送。それと上戸小での試食会。それからＧＩＧＡスクール等

についても二つの学校でタブレットを使った授業に参加していただきま

した。その折の感想を踏まえながら、いろいろ意見交換しながら共通理

解を図り、今後に向けてさらにより充実した教育環境が整備されるよう、

今日の会議を期待しておりますので、よろしくお願いします。 

 

加賀総務課長  それでは議事に入りますが、本日の会議の事務局として、教育委員会

事務局及び総務課の職員が同席させていただきます。 

 では、以降の議事進行を泉谷市長お願いします。 

 

２ 議事  

泉谷市長  ＧＩＧＡスクールの取り組みにつきまして、皆様からお気づきの点、

今後もう少しこういったことができるのではとか、あるいは夏休み中の

活用についてなど、色々とご意見ご質問等ございましたら意見交換させ

ていただきたいと思います。 

 私先ほども申しましたように６月９日に視察しましたけれども、その

時は不十分というか、児童生徒のパソコンから送信したものが、先生の

画面に集約するところが少し不十分だったような気がしたんですが、そ

れが改善を図られたんでしょうか。 
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山岸教育委員会

事務局参事 

 ６月中に授業支援のソフトを導入させていただきまして、 Inter Class 

Cloud（インタークラスクラウド）というものなんですけれども、子ども

たちがどんな画面を見ているのか先生方が見れる、聞いてほしいときは

画面操作を止める、先生から見せたい映像を送るといったことをよりス

ピーディーにできるソフトを導入し、各学校で稼働しておりまして、そ

の対応に向けての研修を行っておりまして、カバーできております。 

 

泉谷市長  夏休みにおきまして、石川県内の自治体によってですね、一人 1 台の

パソコンを家庭に持ち帰ってもいいとか、持ち帰ってはいけないという

ところがありまして、珠洲市は持ち帰ることができる、どんどん活用し

てくださいということで進めておるということですが、この夏休み中の

パソコンの活用策について、まずは教育委員会事務局から説明をお願い

します。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 夏季休業中の学習用パソコンの活用方法については、全ての学校にど

のように活用するか聴き取りをしております。夏休み中全ての学校で学

習用パソコンを持ち帰ることになっております。一部、８月の登校日の

際に持って帰らせるという学校もありますが、いずれにしましても、夏

休み中必ず子どもたちが持ち帰るということになります。持ち帰りにつ

きましては、こちらや学校で定めたルールがありますし、通信環境も各

学校で確認していただいております。 

 夏休み中の活用方法につきましては、小学校低学年では、生活科で観

察の記録を写真で撮ったり、写真日記を、これまで日記は書くものだっ

たんですけど、日記は作成するものという形をとっている学校もござい

ます。 

 また、全学年通してですけど、学習支援ソフトということでｅライブ

ラリーアドバンスをこれまでもずっと用いてきてましたが、こちらも継

続ということで、こちらの方の学習も、いわゆるドリル学習となってお

ります。また、中学３年生の高校入試にも対応した全国の高等学校の入

試問題もこちらに入っておりますので、学校の方からは、中学校３年生

がどんな受験勉強をすればいいのかよく分かるようになった、こんな入

試問題があることが分かったという声をいただいております。また、各

学校の復習だけではなくて予習にも活用できるということで、小中合わ

せて活用しております。 

 中学校では、給食献立コンテストであったり、英作文であったりとか

の学習にも活用しています。 

 また、学校によっては健康チェックということで、classroom（クラス

ルーム）で毎日健康チェック、今日元気でいますよとか、あるいは週に

曜日を決めて、みんなで classroom で顔を合わせるということもされて

いるということでございます。 

 小学校では、入力で少し時間がかかるということで、タイピングソフ

トを活用したタイピング練習というのもやっております。隙間時間であ

る朝であったり昼休みに活用しているということであります。 

 このように活用を進めながら、何か不具合や問い合わせがあれば学校

で対応するということで行っていただいているということでございま

す。 

 

泉谷市長  決まりといいますか、ルールといいますか、パソコンを持ち帰って、
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それを学習以外に使おうと思えば使えるわけで、これをどう制限かけて

いますか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 使用規程を設けています。いわゆる学習で使う貸与規程となっていま

して、適正利用も含めてお願いしております。また、それに関わって保

護者の方に、適正に子どもたちに使わせてほしいということで留意事項

をお知らせしてあります。 

 また、子どもたちがどこのページを見ているのか、先生方が分かるソ

フトが入っております。授業中にほかのサイトを見ていても先生方は分

かるんだよということで、抑止力ではないですが先生方からの指導をい

ただきながら、子どもたちにも規則を守るとか学習用に使うという意識

をしっかり育成しているというところであります。 

 

泉谷市長  各ご家庭の状況は様々でございますが、その中でも家庭での通信環境

というのはどうでしょうか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 こちらに報告を頂いているところでは、通信環境がなくて難しいとい

うところは聞いておりません。年度当初のお願いで、もし持ち帰りになっ

たときは通信環境を整えていただきたいということで、ご家庭で使われ

ている通信端末の業者さんに相談していただいて、いわゆる Wi-Fi 環境

を整えるにはどうしたらよいかということは、各家庭に学校の方からお

願いして確認してもらっております。 

 

泉谷市長  ということは、全てのご家庭で環境は整っているということでよろし

いですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 教育委員会としてはそう承っています。 

 

泉谷市長  例えば生活困窮世帯で、どうしても難しいといったところの支援措置

はあるんですか。要保護とか準要保護というところで通信環境といった

ものは支援できるんですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 そちらの措置につきましては、まだ整えておりませんので、また検討

してまいりたいと思います。 

 

泉谷市長  今のところ大丈夫ですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 はい。 

泉谷市長  ということで、わたくしが先に色々とやり取りしましたけど、委員の

皆さんいかがでございますでしょうか。 

 

赤坂教育委員  通信環境についてですけど、８２、８４局はＮＴＴ光が来ていますが

８６、８７、８８局は来ていない。ケーブルの光整備はしているが、私

三崎で Wi-Fi つないでも、夜になると集中するのか遅くなる。その点は、

三崎、狼煙、大谷の児童生徒から遅いという苦情はないのか。 

山岸教育委員会

事務局参事 

 通信環境についての不具合は聞いていないです。８２局エリアのみが

光エリアです。学校の通信環境も８２局エリアの学校については光回線
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としているが、宝立、三崎、大谷地区の学校は現状のケーブル回線を使

わせていただいています。光回線の工事を進めていただいており、今年

度中には対応できるとのことです。三崎地区と大谷地区に関しましては、

いわゆるＬＴＥ、携帯４Ｇのルーターも複数設けており、今の通信環境

で不十分なところは、４Ｇルーターで対応するということです。通信の

ケーブルのものと電波のものと２つ用意して、不都合がないように学校

では対応している。 

赤坂教育委員  できるだけ整備されても、ＮＴＴの光の値段と能越の値段と差がない

ように整備していただければありがたいんですけど。 

泉谷市長  料金のところまでは踏み込めないですが。能越ケーブルも、より契約

を集めようとすれば料金設定の工夫をされると思います。 

 今ほどございましたように、今年度中には、年明け１月から２月にな

ろうかと思いますけれど、珠洲市全域で光ファイバの整備が能越ケーブ

ルによって整いますので、もうあとちょっとご辛抱ということです。 

  

赤坂教育委員  何とか早めにやっていただきたい。よろしくお願いします。 

 

葛原教育委員  我が家には中学３年と中学２年がおりますので、パソコンは持って

帰ってきております。７月は自分が忙しくて、子どもらが何をしていた

のか様子は確認していないですけど、まず質問なんですけど… 

 「夏季休業中の学習用パソコンの活用方法」の中で、中学校でこうい

う課題が出ている。これは学校の方から子どもらに指示されているのか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 これは各学校によります。全ての学校で、これをするというわけでは

なく、緑丘中なら緑丘中、宝立小中なら宝立小中でこういう取り組みを

しますってものを集約したものです。これを全部やるというものではご

ざいません。 

 

泉谷市長  中学校の生徒に、何か学校側から送信があると、すぐに気づくものな

んですかね。それとも事前にいつ頃にこういうものがいくよと周知ある

んですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 学校によっては毎朝チェックするよう指示している学校もあります

が、なかなか開けてもらえないと聞いております。子どもたちには、部

活に来た時に確認しているか聞いているとのことです。 

泉谷市長  先生の方で、まだ開いて見ていない生徒が何人いるのか、誰なのか把

握できるんですか。 

山岸教育委員会

事務局参事 

 わかります。 

葛原教育委員  私が見たところ宿題的なことはやってなくてタイピングゲームばかり

しているので、何しているのか分からない状況です。 

 もう一つ、気になったことなんですけど、緑丘中３年生が修学旅行で

長野に行く予定で、中学３年の娘が行先について調べたいと。せっかく

持ち帰ったパソコンがあるんだから、家のパソコンではなくてそれで調

べてみればと。実は善光寺のホームページ調べようとしたら開けない状

況でした。もしかしてと思い、諏訪大社の公式ホームページは開けなかっ

た。観光協会のページは開けるんですが、神社仏閣が作成しているペー

ジは一切開けない状況になっていました。公式ホームページからの情報



7 

 

もそうだが、色んな人の書き込みや照会から資料を引っ張ってくるのも

一つの手と思う。宗教関係は一切アクセスできないようになっているん

でしょうか。 

山岸教育委員会

事務局参事 

 極力見れるようにはしたいんですが、ＵＲＬのところで、これは見て

はいけません、宗教項目であったりとかを最初の段階でセキュリティを

かけてます。一斉にセキュリティをかけることができるということです。

そのようなお話は初めて聞いたので、検討してまいりたいと思います。 

 

泉谷市長  公序良俗に反するものにはフィルタリングしてブロックかければいい

とも思うんですけど、今のところは微妙ですね。 

 

多田教育長  学校で、修学旅行の前にグループ学習でいろいろ調べたり検索してい

るが、県についても学校はどのような対応しているのか。別のルートで

資料を提供できるのか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 確認いたします。 

大句教育長職務

代理者 

 セキュリティはどこがかけるんですか。 

山岸教育委員会

事務局参事 

 教育委員会です。学校とやり取りしながら行っています。例えば、タ

イピングソフトは実はゲームソフトなんです。ゲームソフトはダウン

ロードができなかったり、進んでいかなかったりするんですが、是非こ

のタイピングのゲームで小学生や中学生の練習としたいというのであれ

ば、そのゲームに限って許可する、学校から許諾申請が来るので、それ

で教育委員会で認めてインストールすることができる、使用することが

できる形になっています。 

 

泉谷市長  教育委員会の方でこのジャンルにブロックをかけることができる、こ

のジャンルはＯＫというようなことができるんですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 できます。 

  

泉谷市長  神社仏閣は見れないのか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 本当に細かいリストがたくさんございます。 

泉谷市長  ただ、宗教的なのか、一般的な観光地としてなのか微妙ですね。 

  

多田教育長  善光寺など重要文化財についてアクセスすることは問題ないような気

もするけど、学校でどう対応するか確認したほうが良いのではないか。 

 

泉谷市長  政教分離ということもある。どこまで可能か。ブロックする方が簡単

なんでしょうけど。 

 濱委員いかがでしょうか。 

 

濱 教育委員  ＧＩＧＡが入ってくる前、昨年度は保護者の方たちの不安の声をかな

り聞きました。学習用に限定されているのかとか、不正アクセスのとこ

ろに入っていかないのか、自分のところの回線はまだ十分でないのでい
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つまでにやったほうが良いのかとか、いろんな声が聞こえてきました。 

ただ、各学校、ＰＴＡの年度当初の総会だったりとか、色んな場で市Ｐ

連との対応などがあったりして、保護者に丁寧に説明して下さっている

ので、その不安というは、随分かき消されていると今は思います。 

 学校だよりなどを読むと、６月中、大部分の学校が夏休みに向けての

ＧＩＧＡの家庭教育学習であったり、専門の先生がお話に来られたりと

か、保護者が一緒にタイピングを、実際に子どものパソコンを使って練

習している学校も保護者向けにたくさんあることが学校だよりで分かっ

て、保護者の皆さんが不安を払しょくしているところなんだなと。４月

の最初に借用書みたいなものに、保護者が印を押して出さないといけな

い段階では、かなり不安を訴えている保護者の方が多かったんですけど、

その声はだんだん消えていっているので良かったなと思っております。 

 それから、保護者が一番心配しているのは、不正アクセス。今、逆発

想、かかっている、止まっているということが保護者の安心になってい

て、だから家に持ち帰っても大丈夫なんだなと。見えないところの安心

感を持っている声が聞こえるようになっています。やはり大谷は遅いの

で、イライラとするときもあるみたいですけど、携帯で先にお調べになっ

ているところもあるようですけど、保護者の方は戸惑うことなく受け入

れて夏休みもやっておいでいるのではと感じました。 

 先生方の工夫、それから保護者の対応の工夫、活字だけではない対応

というところが機能していると思いました。 

 

泉谷市長  １９自治体の内、たしか半分近くが学校から持ち出してはいけないと

いう感じではなかったでしょうか。 

  

濱 教育委員  全国的にも半分が持ち出させていないはずです。 

 

泉谷市長  そのあたりはフィルタリングという対応がなかなか進んでいないため

なのか。セキュリティの問題とか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

 おそらく家庭の通信環境の整備かと思います。 

泉谷市長  破損というリスクもあるだろうし、ブロックをしっかりかけないと不

正アクセスなどあるだろうし、いろいろ検討中かもしれない。 

 わりと早く珠洲市は踏み切れましたね。 

 

多田教育長  市町の教育委員会の担当者が集まる会議でも、珠洲市の保護者向けの

研修会をやっているということで、県教委が評価されていた。保護者の

声もあり、それに対応したものだが。 

 フィルタリングについても恐らくいろんな問題が出てくるとは思うけ

れども、保護者向けの研修会を各学校でやれたことは良かった。 

 

大句教育長職務

代理者 

若山小学校と飯田小学校を観させていただいて、冒頭質問を向けたん

ですが、今までは複数人に１台が一人１台となって児童の様子はどうで

すかと聞きました。低学年の子がうれしそうに抱えていたと聞いて、や

はり微笑ましくもあり、良かったなと思っております。 

クラウドというのがでてきて、自分が働いていたころは、だいたいフ

ロッピーから、それからハードディスク、持ち帰るときのＵＳＢ。クラ
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ウドというのがなかなか理解できませんで、これはすごい発想だなと。

若い人はすっと入っているですね。私ら世代にはなかなか難しい。 

教員のＧＩＧＡスクール構想に対するクラウドを含めた理解が必要と

思いました。子どもはどんどん進んでいくと思います。我々が対応でき

ないことをどんどんやると思います。例えば先ほどフィルターがかかっ

ているのも別な方法で見れることをすぐできると思います。対応するこ

とが情報スキルの大事なことだと思っています。みんなやっています。

どこかすり抜けて見れないかと。それが技術の革新につながっていると

思うんで、それを更に上を行く教員のスキルを身につける方法を、大人

の社会が考えていかないといけないと思う。 

珠洲市は各教科の研究会があって、それが素晴らしいという話がよく

出ています。珠洲市の各教科のレベルが高いのはそれではないかと。Ｇ

ＩＧＡについても意見交換するような場があればと思っています。今始

まったばかりですので、うちの学校ではこれをやって良かったとか、こ

れで失敗したと、そういうものを持ち寄って情報交換することによって、

要するに活用事例を報告しあう、そうすることでお互い進んでいくので

はないかと思いました。 

それから情報セキュリティについてですけど、セキュリティポリシー

あるんですけど、改善が絶対に必要だと思います。その都度我々が想定

していなかった事態が絶対に起こってくると思うんで、その都度、研究

会の先生方の話し合いと同時に、そういう機会を設けて変えていく必要

があるのではと思います。 

遠隔で仕事をする。私も会議はＺＯＯＭでここ１年はやっています。

せっかく一人１台ですから、当然家に持ち帰らせて、例えば夏休み期間

中、教員からの教育支援を子どもらが家にいても受けられる場となる。

例えば疑問点があってどうしても聞きたいときは、そこを通じて聞くと。

ダメだという先生はまずいないと思うんで。そういう教育支援というこ

とも１台持ち帰らせれば可能になると。 

都会の方でも２０年前からやっていて、それを実際に見たことがあり

ます。教育環境の整った子はどんどん進んでいく。教育環境が整ってい

ない子は、問題を一つ解くのに２時間でも３時間でもかける。それを教

育環境が整っている子は数分で解決する。次に進んでいく。そういうと

ころが差かなと。せっかく一人１台配布したんですから、そういうのも

できれば理想的かなというふうに思います。 

 

濱 教育委員 こういうパソコンを活用した授業だったりとか、複式だったりとか少

人数の学校だから、先生方のレベルを上げればそれが強みになって、教

育の地域差が無くなる、そういうチャンスになるものでもある。かつて

熊本の五木村に総合の勉強で行ったときに、たとえば人数が少なくて音

楽の合唱ができない、でも２つの学校、３つの学校がつながる中で合唱

ができる環境がもうできていた。複式授業で片方の先生がいない、その

いない方ところにパソコンをすごく上手く子どもたちが使って、レベル

の高い複式授業をやっていた。先生方の研修を重ねる中で、少人数の中

のパソコン活用が、いかに学力を上げるかということ実践していただき

たいと思って何校か見させていただきました。 

飯田小学校に行った時もそうなんですけど、子どもたちが学習材とし

て使う時に、パソコンと教科書とノートがあり、非常に机の上がしんど

いだろうなと思って、ちょっと調べたら、文科省でパソコン活用のため
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の机のサイズ変更も出ていたと思うんですけど、色んな事を先取りしな

がら、珠洲市はすごいパソコンを使った少人数の授業が改革されている

よと言われるようになっていったらいいなと思ってみていました。 

 

大句教育長職務

代理者 

付け足しですけど、パソコンは導入したときは、それを活用するのが

目的みたいになってしまって、うまく使えるってことを子どもらはどう

してもそれを最終目的にしてしまいがちなんですけど、そうではなくて

パソコンはツールの一つなんだと。これによって調べて、その先に本来

やりたいことがあるんだということを教員も理解しないとだめだと思

う。その先、数学の問題解く、算数の問題を解くなどそれが最終的な目

的だと思います。理想的なことを言うと、勉強するときに、鉛筆を置い

て、消しゴム置いて、ここにパソコンがあってと。文房具の一つくらい

の感覚になれば将来的にいいかなと。４、５年経って笑い話に、それは

当たり前という状況を作っていただきたいなと思います。 

２０数年前に電子辞書が出てきたときに、それを使わせるかどうかと

いう議論をしたことがあります。辞書だと数分かかるものが数秒で調べ

ることができます。要するに何が目的なのかということ。パソコンもこ

れを使うことが目的ではなく、その先ということを教育委員会として先

生方に示していただきたいと思います。 

 

泉谷市長 本当にそのとおりだと思います。機器そのものもずいぶん進化しまし

たし、ソフトもどんどん良くなって、クラウドということも含めて。3

年程前と環境が様変わりしている。3 年程前ですと恐らく先生が技術的

なところをどう取組んでいくかというところが、内容に入る手前の段階

であったと思うんですけど、ずいぶん良くなりましたよね。先生の自分

のイメージのまま、簡単にやりたいことができるというところまで、今

来ているんでないかと思いますので、ずいぶん変わってきていると思っ

ています。 

授業の進め方をみていましても、パソコンが一切ない授業でしたら、

黒板に書いて教科書を読んで、一方通行・双方通行、先生と生徒の 1 対

1 みたいなところがあったんですけど、パソコンでアクティブラーニン

グていう感じで行けば、いろんな意見がどんどん集約され、それについ

ていろいろと考えを深めて、すぐに反応できるといったあたりも、ずい

ぶん変わってきましたね。それが学びを深めるということに繋がってい

ると感じてます。単なるパソコンを使った学習をするための学習ではな

くて、より掘り下げていく学習に繋がっていると思っています。 

あとは、机の大きさ。机を大きくするなら教室そのものを大きくしな

ければならないと。教室の平米数もここまで広げてください、場合によっ

ては壁を取り払って廊下まではみ出してくださいというようなところが

あるようですけど、おかげさまで珠洲市は少人数ですので、恐らく、教

室の壁を破らなくてもその教室の中で大きめの机を収められると思うん

ですが。まだ机の変更をかけていないんですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

現在使っている机の天板はすでに大きくしてあります。テキストがＢ

５版からＡ４版に変わった際に、天板を大きくしてあります。 

パソコン開くときには、教科書、ノートはいったん片づけて、教科書、

ノートを使う際は、机の中やカバンに片づけるといったふうに、大句職

務代理が言われたように文房具の一つとして、子どもたちも速やかに出
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したり片づけたりできていると感じています。 

 

泉谷市長 確か、机そのものを買い替えるんではなく、天板だけ取り換えたんで

したよね。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

そのサイズ変更だけでも、他市町から来られた先生方からは、天板が

大きくて、使いやすくていいですねという声が聞かれます。 

 

泉谷市長 文科省が示された天板のサイズはもっと大きいんですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

はい。 

 

多田教育長 新しく学校を建て替えるときに、ＧＩＧＡスクール用の構造に変えて

いきましょうという構想もある。 

 

濱 教育委員 一斉にではなく、新たに買い替えるときには、このサイズで買い替え

てくださいという形で文科省からは出ていたように思います。 

 

泉谷市長 今、天板をやり替えたばかりで、またやり替えるのはもったいない気

もしますので、また考えていきます。 

 

それでは、もう一つの議題で、共同調理場ですけれども、私はですね、

調理が終わった給食を車に積み込むところまでしか見てないんですよ。

その後の配膳の作業の様子であったり、あるいは給食の試食、委員の皆

様はされたんですよね。そのあたりについてご意見がございましたらと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

大句教育長職務

代理者 

宝立小中学校で作って、上戸小に行く。宝立小中の出発が１１時。積

み込みが終わって、珠洲道路を通っていった。非常にスムーズに流れて

いた。試食したのが１１時５０分ごろ。作られて１時間くらいたってい

たんですけど、保温はバッチリ。温かいものは温かい、牛乳も冷たい。

保温能力は非常に上がっていると感じた。子どもたちの授業が終わった

のが１２時５分から１０分。そこからそれぞれ配膳し、食べだしたのが

１２時２０分くらいだったと思います。その状況でも温かいものは温か

い、同じような状況でありました。作られて実際に子どもたちが食べる

までは１時間２０分くらいかかっていたかなと思いますけど、十分で、

私らも大変おいしくいただきました。 

今、共同調理場が始まったばかりでこういうことを言うのも何なんで

すけど、給食センター化されて１か所で作って、珠洲市中を配送するこ

とも十分に対応できるくらいのものでないかなと私は感じました。 

あとは、たまたま上戸小は３階が食事場所となってますけれども、可

能であれば１階にできれば時間の節約につながるかなと思いました。 

気になったのは、一人でやっておいででした。都合が悪くなったとき

の対応がちょっと気になったくらいです。非常にスムーズにいっていた

という感じです。 

 

泉谷市長 給食調理員あるいは配達も含めてですけど、都合が悪い場合に、そこ

を補うという要員はあるんでしょうか。例えば突然、明日休まなくては

ならない方がいたときに、そこを補う誰かといった対応はできるんで
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しょうか。 

 

山口教育委員会

事務局長 

最近は担っていただける方が減っているので、現状ではお一人、お二

人ぐらい。それも保育所の調理現場と掛け持ちというような状況ではあ

りますけど、今のところは、急な交代のときには対応していただいてお

ります。 

 

泉谷市長 そういう方は、不定期で明日来れるかといった話ですか。 

 

山口教育委員会

事務局長 

はい。 

 

泉谷市長 ほかに共同調理場・給食について、何かございますか。 

 

濱 教育委員 当初共同調理場になるというところで不安と思っていたところが、す

べて上手い形でクリアされているのを、三崎も入れて３校見させていた

だいて、食缶の工夫、冷めない工夫、温かくならない工夫がされている

のが分かって、非常に安心したというのが第一でした。 

二つ目は、共同調理場になるための合同の委員会を各校で持たれて、

綿密な年間計画を合同で作られていたりして、一校でやっていた時と変

わりない活動がされているというのを見て非常に感心しました。実際に

食べさせていただいて本当に良かったなと思います。  

先ほども出ましたが、一名の調理員が宝立から積み込んで、上戸の正

面玄関に着いて、階段にあげて、ダムウェーターまで持っていって、何

回も降ろしたり上げたり降ろしたり上げたりという作業を、お一人の調

理員さんがしなければならない。かなり重労働だなというふうにお見掛

けしました。なかなか構造上難しいんだろうなと思いますけれども、あ

のあたりが工夫できれば調理員さんが楽なのかなというふうに見まし

た。 

あと、共同調理場と関係ないんですけど、コロナの中で、子どもたち

の黙給食の徹底であったり、安全な配食であったり、先生って呼ばなく

てもいい可視化してあって、色んなものがスムーズに配膳できる工夫で

あったりとか、学校は学校なりに新しい給食スタイルというものを確立

しようとして一生懸命なんだなということが見てとれました。 

あと冬場に向かって、道路事情だったりとか、一人で雪道を配送した

りだとか、雪とか雨のときに屋根がない状態ところでの積み込みだった

りとか、そういうところはこれからまた、改善していかなければならな

いところかなと思いました。 

 

泉谷市長 私も気になっていたのは、例えば子どもたちがですね、作った調理員

さんの顔が見えないと食べ物を疎かにしてしまわないのかなとか、好き

嫌いを無くすということに繋がりにくいのかなと思ったんですけど。そ

の配達した調理員さんがそのまま給食の配膳のところにずっといるんで

すよね。食べているときはいないのかもしれないけど。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

調理員は基本的には給食を、ランチルームに配膳できる状態に置いて

もらって、給食担当の先生とチェンジです。 

 

泉谷市長 ということは、子どもたちが実際に作った人の顔を見る機会はあまり
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ないということですか。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

はい。 

泉谷市長 そこはまた気になりますね。配膳終わる時までいると思ったんですよ。

給食の場に。どっちみち片づけてから帰るんでしょ。その間学校のどこ

かにいるんでしょ。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

旧の給食室の方で昼食と休憩時間になります。片付けで上がってらっ

しゃる時に顔を合わせる機会もあると思います。 

 

泉谷市長 この人が自分たちの給食を作っているんだと顔が見えるほうが、本当

は良いような気がしますね。「いただきます」のところまでは、いてもらっ

た方がいいような気がしますね。 

 

濱 教育委員 飯田小学校で出てきた声の中に、食材を地域の人からたくさんいただ

くんだけど、食べるのは結局２校、３校が一緒に食べる。他校にも食材

をもらっているんだよ、この方からていうあたりの共通理解、子どもた

ちに向けても図る必要があるなということは声としては先生方からは出

ています。 

 

泉谷市長 なかなか難しいですね。 

 

濱 教育委員 ただ、三崎中学校とみさき小学校の学校だよりを見ていると、こんな

方からいただきましたと二校同時に出しているので、そういうこともあ

りかなと。 

泉谷市長 そういう工夫ですね。 

あとは、よろしいですか。 

 

濱 教育委員 昨日の新聞に富山の牛乳の件が出てましたけど、前回の会議にも言わ

せていただいたんですが、共同調理場となって検食を何校かの先生方が

別時間帯で検食する形になると思うんですけど、気づいた管理職は、躊

躇することなく、元の調理場の管理職の方に伝える、一早く判断すると

いうところを徹底する必要があるかなと思います。 

  

泉谷市長 そうすると、他のところは止められますね。リスク回避にもしっかり

と取り組みます。 

あとはよろしいですか。 

予定しておりました議題は以上でございますが、その他としてもう一

回、ＧＩＧＡスクールの話に戻ってもよろしいんですが、まだ何かご発

言ございますでしょうか。 

 

ＧＩＧＡスクールの中で、少人数の学級、少人数の学年が各校多いの

で、複数校でＧＩＧＡのシステムを使って、授業をやるなどいろいろで

きると思いますが。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

実際に施行しております。 

４月から６月までの２か月分の事例を学校からあげてもらって、先生
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方に情報共有させていただいているんですけども、上戸小学校の取り組

みで、大谷小中学校との遠隔授業です。グーグルミートを活用してお互

いに連絡を取りながら、先生方の情報のやり取りは必要かなと思うんで

すけど。画面越しにお互いやり取りをするという事例もございます。 

 

泉谷市長 基本的な国語、算数、理科、といったあたりを、いくつかの学校一緒

に、映像を使って、システムで繋いでって、ずっと毎回それがいいのか

というのがありますが。その学校の先生とその学校の児童生徒のやり取

りが基本なんでしょうけれども。そこを少し工夫して複数校で一緒に研

究とかできればいい。 

ＳＤＧｓ学習とかもそれぞれですか。繋いでやっていない。 

 

山岸教育委員会

事務局参事 

現在は繋いではないですけど、外部の講師の方とはＺＯＯＭを使った

りだとか、グーグルミートを使ったりだとかはしています。 

 

濱 教育委員 先生方の研修だったりとかというのも、市内だけに留まらずにセン

ターだったりとか、同じ課題で取り組んでいる全国の学校と繋がられた

りとか。例えば、前、大谷小中学校は加藤先生では、校内研に来ること

なく加藤先生の研究室で、校内研究の授業を見て、校内研究の意見に対

して研究室から意見を下さる。そういうような形でどんどん改革してい

けば、先生方の労働力の短縮にも使えるんじゃないかな。どんどん入れ

ていけば、先生方の面からもどんどん入れていけばなと思います。 

   

大句教育長職務

代理者 

是非、どんどん進めていただいて遠隔学習、高等授業に活用して珠洲

モデルみたいなものを発信していただければいいなと思います。そのた

めにもＩＣＴの活用事例をお互いに研究会に持ち寄って、教育委員会に

報告していただいて珠洲モデルとして発信していただきたい。石川県内

にどうだってくらいに、珠洲は進んでいるだということを発信してもら

いたいと思っています。 

 

多田教育長 今、ほかの市町村でもやっていますよね。 

ＧＩＧＡスクール構想最終目的というのは、一人一人の子どもの能力

に応じて、課題を見つけて自分自身で解決する、個別最適な学びを保証

している。大句委員がおっしゃたように、使えるようになったぞという

のでは話にならない。最終的な目標をしっかり頭に入れておかないと、

研修にしても履き違えるよってことです。 

今、教頭との面談でも、ＧＩＧＡスクール構想って何、簡単に説明し

てと聞いた時に、どんな答えが返ってくるか。管理職がどこに目的を設

定しているのかが大事。 

今は、基盤整備。一人一人パソコンが備わったので、しっかりタイピ

ングするとか、教員がクラスルームというソフトを使って、授業を効率

よくやるか、みたいなところをしっかりクリアした後で、一歩進んだも

のを是非やっていきたいなと思う。せっかく一人１台あるので。 

さっき熊本の五木村の話が出ましが、全国ＩＣＴ首長協議会の先進地

で、珠洲市長も入っておられます。そこからいろいろ得られた情報も取

り入れながら、珠洲方式でできればいいですね。 

 

泉谷市長 五木村も山間のところで、人口もあまりいないでしょうし。そういっ



15 

 

たところだからこそ、逆境として教育で特長を出していこうというとこ

ろがあるんでしょうね。 

ほかにございますでしょうか。 

 

濱 教育委員 最初にコロナワクチンの接種の話がありましたけど、他の市町村の人

から珠洲っていいねってすごく聞きます。金沢は未だに何も来ないとか。

珠洲に住んでたら良かったなという声を聞く。 

 

泉谷市長 若い方の感染が拡大してますけど、急激に。若い方がいついつまで我

慢すれば接種ができると、日にちが決まってれば我慢できると思うんで

すよ。都市部に行けば行くほど全く分からない。接種券すら手元にない

ない。そんな状態ですと我慢しきれないと思うんですよね。  

珠洲市は一番殿が７月２４日１回目、８月１４日２回目が殿ですので、

それでしたら我慢しようと思ったら我慢できるんと思いますので、そこ

が違いかなと思います。 

そもそも、何でこれだけ早く進んだかといいますと、事前の準備段階

が良かったんです。健康増進センターが担当になっているわけですけど、 

昨年の秋から暮れにかけて、いろんな計画を立てた。それを総合病院と

やりとりしながら、あるいは開業医にご理解いただきながら進めていっ

た。その計画が非常に具体的で綿密であったことから、まず県が珠洲市

にワクチンを優先配分した。そこからすべてが始まっていますので、本

当にうまく進んでよかった  

 

大句教育長職務

代理者 

総合病院の流れもびっくりするぐらいスムーズだった 

泉谷市長 健康増進センターがコントロールタワーとなって、珠洲市総合病院が

接種のメインを受け持って、開業医が本当に相当頑張っていただいた。

あとは、ほかではコールセンターであったりＬＩＮＥでの予約というと

ころですけど、珠洲市は葉書ということですので、申込みもしやすいと

いうことだと思うんですよね。なかなか電話を毎日かけるんだけども、

５日連続繋がらないとかなるとみんな諦めちゃう。そのうち一杯ですと

か言われるともういいやってなってくるとおもうんですけど。珠洲市は

そういったこともあって、６５歳以上の接種した人は９５％。それは相

当違うと思いますし、全人口の８５％が接種を希望している、そのうち

８０％ちょっとは接種しているんですけど。そのあたりを含めていろん

なことが奏功したのかなと思いますけど。 

 

よろしいですかね。 

また、折を見て総合教育会議を開催をしてまいりたいと思いますし、

いろいろと課題とか改善点、あるいは疑問点ございましたら、月に一回

の教育委員会でも、どんどん意見を挙げていただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします 

本日はありがとうございました。 

 

【終了】 

 

 


