
市長臨時記者会見 

 

      日 時：令和２年５月１５日（金） 

       １６：００～ 

      場 所：第二本庁舎２階２２０３会議室 

 

次  第 
 

１． 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）今後の対応について 

   ① 金沢市立小・中学校及び市立工業高等学校の臨時休業期間中の 

      対応等について      資料番号１ 

 

   ➁ 緊急事態宣言解除に伴う保育所等への登園自粛要請の解除について 

         資料番号２ 

 

   ③ 市施設等の臨時休館について    資料番号３ 

 

  （２）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金及び下水道使用料の 

     基本料金の減免について     資料番号４ 

 

  （３）大学生等を対象とした会計年度任用職員の募集について  資料番号５ 
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学校指導課

担当 寺井 220-2435市長臨時記者会見資料

金沢市立小・中学校及び市立工業高等学校の臨時休業期間中の対応等について

本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、金沢市立小・中学校及び
市立工業高等学校において５月３１日（日）までの間、臨時休業期間としているところで
すが、今般、石川県が特定警戒都道府県及び緊急事態宣言の対象地域から解除されたこと
を受け、感染拡大防止に向けた本市の取組状況や児童生徒の感染状況等を踏まえ、今後の
学習環境の確保を図るため、５月２０日（水）から２９日（金）まで、各学校において登
校日を実施することとします。
なお、今後状況が変化した場合は、必要に応じて適切に対応していくこととします。

１ 具体的な実施方法と対応について

（１ 「金沢市立学校再開ガイドライン」において通知した内容に基づき、感染症対策に）
万全を期すとともに、以下のとおり段階的に実施します。なお、学校給食は実施しま
せん。
①５月２０日（水）～２５日（月）３限後下校（４日間）
・全学年の児童生徒を２つのグループ（Ａ又はＢ）にグループ化。
（１つの学級を２つのグループに分け、全学年の全学級で同様にグループ化）

、 。・４日間をＡ又はＢグループ交互に登校日とする分散登校を実施し ３限後下校
②５月２６日（火 ・２７日（水）２限後下校（２日間））
・全学年登校し、２限後下校。
③５月２８日（木 ・２９日（金）３限後下校（２日間））
・全学年登校し、３限後下校。

＊なお、６月１日（月）から通常どおりの教育活動を実施できるよう、上記登校
日の実施状況や感染拡大の状況等を踏まえ、準備を進めていきます。

２０日 ２１日 ２２日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ６月１日
(水) （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金） （月）～

全学年 全学年 全学年 全学年 全学年○年〇組 〇年〇組 〇年〇組 〇年〇組
Ａ Ｂ Ａ Ｂ 登校 登校 登校 登校 登校し、グループ グループ グループ グループ

通常どお
３限後 ３限後 ３限後 ３限後 ２限後 ２限後 ３限後 ３限後 りの教育
下校 下校 下校 下校 下校 下校 下校 下校 活動実施

予定

（２）全小学校等で希望に応じて実施している受入れ・見守り活動は、５月２９日（金）
まで継続して行います。

（３）各学校においては、感染症対策や規則正しい生活習慣の指導に加え、児童生徒の健
康状態や家庭学習の状況を確認するとともに、家庭学習で予習した内容についての補
充指導等を行います。なお、登校できない児童生徒に対しては、別途対応します。

２ 児童生徒の心のケアについて

担任や教育相談担当教員、スクールカウンセラー等による支援を行うなどして、心の
健康問題にきめ細かく対応します。
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緊急事態宣言解除に伴う保育所等への登園自粛要請の解除について 

 

 本市では、新型コロナウィルス感染症の拡大が危惧されたことから、保育所等の登園・

利用について、４月１３日から５月３１日までの自粛を要請してきましたが、緊急事態

宣言が解除されたことを受け、次のとおり、自粛要請を解除することとします。 

 

 

１．対象施設 

  保育所 

認定こども園 

  幼稚園（預かり保育を実施している園に限る。） 

放課後児童クラブ 

放課後等デイサービス 

児童発達支援 

 

 

２．保育所等の登園・利用の自粛要請の解除について 

  ５月２０日（水）から保育所等の登園・利用の自粛を解除し、通常保育を行います。 

なお、施設や保護者の準備、市立小中学校の分散登校等を踏まえ、５月３１日（日） 

までの間、引き続き登園等の自粛をした児童については、欠席日数に応じて保育料等 

を減額します。 

 

 

３．自粛解除後の対応について 

  『保育所における感染症対策ガイドライン』等に基づき、改めて、体温計測などの 

健康観察や手洗い・咳エチケットの励行、３つの密（密閉・密集・密接）が同時に重 

なる場を避けるなど、各施設における感染症対策を徹底します。 

 

令和２年５月１５日 

保育幼稚園課（保育所・認定こども園） 

担当 山下 220-2300 

子育て支援課（放課後児童クラブ） 

担当 上出 220-2270 

障害福祉課（放課後等デイサービス・児童発達支援） 

担当 津田 220-2290 
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市施設等の臨時休館について 

 

 

本市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮していくため 

別紙の施設については、５月３１日（日）まで引き続き、臨時休館とします。 

なお、本市の美術館及び博物館については、都道府県をまたぐ人の移動を誘

引する観光的要素が否めない点を考慮し、また図書館については、予約本の配

本作業に重点化することから、５月３１日（日）まで臨時休館とするものであ

り、ご理解を願います。 

令和２年５月１５日 

危機管理課 石山 

℡ 220-2187 



金沢美術工芸大学　柳宗理記念デザイン研究所 西部市民体育会館 ひがし茶屋休憩館

金沢美術工芸大学　美術工芸研究所ギャラリー 鳴和台市民体育会館 西茶屋資料館

金沢２１世紀美術館 金沢プール 足軽資料館・旧加賀藩士高田家跡

金沢能楽美術館 あめるんパーク 金沢湯涌みどりの里

金沢歌劇座 医王山運動広場 三谷さとやま交流広場

金沢市文化ホール 法光寺運動広場 農業センター　管理棟施設・加工調理実習館

金沢市アートホール 金沢テクノパーク運動広場 医王の里

金沢市民芸術村 湊野球場 粟崎やすらぎの林ふれあいゴルフ広場

金沢湯涌創作の森 湊運動公園 金石・大野やすらぎの林ふれあいゴルフ広場

中村記念美術館 専光寺ソフトボール場 専光寺ふれあいの森ふれあいゴルフ広場

金沢くらしの博物館 伏見川グラウンド 近江町交流プラザ

安江金箔工芸館 こなん水辺グラウンドゴルフ場 市女性センター

金沢ふるさと偉人館 市営陸上競技場 老人福祉センター万寿苑

泉鏡花記念館 市営球技場 老人福祉センター松寿荘

金沢湯涌夢二館 東金沢スポーツ広場 老人福祉センター鶴寿園

金沢蓄音器館 城北市民テニスコート 卯辰山公園健康交流センター千寿閣

前田土佐守家資料館 西金沢テニスコート いきいきギャラリー

室生犀星記念館 大徳テニスコート 金沢福祉用具情報プラザ

徳田秋聲記念館 城東テニスコート 駅西むつみ体育館

金沢市老舗記念館 浅野テニスコート 金沢駅こどもらんど

金沢文芸館 大桑運動広場 城北児童会館

金沢湯涌江戸村 額谷運動広場 泉野福祉健康センター　泉野こども広場

鈴木大拙館 久安運動広場 元町福祉健康センター　元町こども広場

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 西金沢少年運動広場 駅西福祉健康センター　駅西こども広場

寺島蔵人邸 田上運動広場 戸室リサイクルプラザ　プラザ棟

松声庵 西部市民憩いの家 中央公民館長町館

旧園邸・松向庵 市民野球場 中央公民館彦三館

旧高峰家・旧検事正官舎 市民サッカー場 キゴ山ふれあい研修センター　

金沢市俵芸術交流スタジオ スポーツ交流広場 長土塀青少年交流センター

金沢職人大学校 ジュニアスポーツコート 玉川図書館

総合体育館 本田圭佑クライフコート 玉川図書館近世史料館

城北市民体育館 内川スポーツ広場 玉川図書館城北分館

城南市民体育館 戸室スポーツ広場 泉野図書館

城東市民体育館 埋蔵文化財センター 平和町児童図書館

城西市民体育館 埋蔵文化財収蔵庫 金沢海みらい図書館

森本市民体育館 ものづくり会館 教育プラザ此花　体育館

浅野川市民体育館 異業種研修会館 教育プラザ富樫　子育て広場・体育館等

中央市民体育館 尾張町老舗交流館 金沢市企業局ガスショールーム

額谷ふれあい体育館 長町武家屋敷休憩館 長町観光駐車場

近江町観光バス駐車場 東山観光駐車場 東山河畔観光駐車場

東山観光バス駐車場 東山北観光駐車場 にし茶屋観光駐車場

大乗寺丘陵公園駐車場 卯辰山公園駐車場 金沢城北市民運動公園駐車場

金沢南総合運動公園駐車場

臨時休館・休業施設の一覧（５月31日（日）まで）
別紙
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた 

水道料金及び下水道使用料の基本料金の減免について 
 

新型コロナウイルス感染症が地域経済に影響を及ぼしている状況を踏まえ、

市民生活や経済活動を支援するため、水道料金及び下水道使用料の基本料金を

減免します。 
 

記 
 
１．減免対象者 

水道及び下水道を使用している市民及び事業者等（約23万件） 

 

２．減免内容 

水道料金及び下水道使用料の基本料金を４か月間減免 
 

  １か月あたりの基本料金（税込） 

水道料金（基本料金） 家庭用 1,100円 

業務用 1,540円 

下水道使用料（基本使用料） 一般用  990円 
 

減免対象期間（２か月ごとに検針、請求） 

偶数月検針の場合 ８月及び10月請求分 

奇数月検針の場合 ９月及び11月請求分 

 

３．減免総額（税込） 

 ・水道料金   約９億円 

・下水道使用料 約８億円  合計 約 17 億円 

 

※参考（１か月あたりの減免額） 
 
・家庭用 10㎥使用の場合＜例：単身世帯＞        （税込） 

 減免前 減免後 減免額 

水道料金 1,342円 242円 1,100円 

下水道使用料 1,287円 297円 990円 

合計 2,629円 539円 2,090円 
 

・家庭用 20㎥使用の場合＜平均的な使用量＞       （税込） 

 減免前 減免後 減免額 

水道料金 2,497円 1,397円 1,100円 

下水道使用料 2,651円 1,661円 990円 

合計 5,148円 3,058円 2,090円 

 

令和２年５月 15 日 
企業局経営企画部経営企画課 
担当 髙橋 TEL 220-2650 



 

 
市長記者会見資料 

 

大学生等を対象とした会計年度任用職員の募集について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト先の休業など経済状況が悪化し

た大学生等を対象に、会計年度任用職員の募集を行います。 

 

 １．受付期間 

   令和２年５月15日（金）以降随時 

   ※応募状況によって変更する場合があります。 

 

 ２．対象 

   大学生等（大学生等には、大学院、短期大学及び専修学校の専門課程等に在学す

る方を含みます。） 

 

 ３．募集人数 

   ２０人程度 

 

 ４．主な業務 

   ① 特別定額給付金の申請書整理等の受付補助業務 

   ② データ入力、資料整理等の事務補助業務     など 

 

 ５．任用期間 

   最長で令和３年３月31日まで 

 

 ６．報酬等 

   時給 930円 

 

 選考方法、申込手続等については、金沢市ホームページをご覧ください。 

 

令和２年５月 15 日 

人事課 

担当 川畑 220-2080 


