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令和元年度第１回三沢市総合教育会議 

 

１開催日時 令和２年３月５日（木）１０:００～１１:００ 

２開催場所 三沢市役所大会議室 

３出席者 

⑴  市長 小檜山 吉紀 

 

 ⑵ 教育委員 

    教育委員（教育長）   冨田 敦 

    教育委員        立花 肇 

    教育委員        相沢 靖恵 

    教育委員        黒沢 のぞみ 

    教育委員        本江 宏 

４事務局 

⑴ 総務部 

    総務部長        佐々木 亮 

    参事兼総務課長     蹴揚 光昭 

    課長補佐        岩織 香奈子 

 ⑵ 教育委員会事務局 

    教育部長        山﨑 徹 

    教育総務課長      髙橋 徳孝 

    教育総務課副参事兼課長補佐  今村 多美代 

    学務課長        附田 経行 

    学校教育課長      米内山 誠毅 

    学校教育課長補佐    桐原 賢哉 

    生涯学習課長      小泉 厚子 

    学校給食センター所長  小島 一人 

    

 

５会議次第 

 ⑴ 開会 

⑵  市長挨拶 

⑶  議事：学校における働き方改革プラン（案）について 

⑷  報告：三沢市教育振興基本計画【令和２～６年度】の策定について 
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６会議の概要 

 

 【佐々木総務部長】  

皆様改めましておはようございます。本日はお忙しい中ご出席いただきまして

ありがとうございます。本日の進行を務めさせていただきます、総務部長の佐々

木と申します。よろしくお願いいたします。 

それではただいまから、令和元年度第 1回三沢市総合教育会議を開会いたしま

す。本日の会議は、お手元の次第に沿って、進めさせていただきますので、よろ

しくお願いします。 

はじめに、小檜山市長よりごあいさつ申し上げます。 

 

【小檜山市長挨拶】 

   会議の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

本日は、大変お忙しい中、第１回三沢市総合教育会議にご出席を賜りまして、

誠にありがとうございます。 

また、委員の皆様には、平素より市政各般にわたり、多大なるご理解とご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、ご承知のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、

平成２７年４月から全国すべての自治体で「新教育委員会制度」がスタートし、

当市におきましても「三沢市総合教育会議」を設置し、本年度で５年目を迎えた

ところであります。 

この新制度により、行政と教育委員会が一体となって教育施策を進める体制が

構築され、幼児教育と保育の一体的な推進や大学と高校との連携、さらには教育

行政と福祉、雇用、地域振興など、行政との連携が、これまで以上に強まるもの

と思っております。 

委員の皆様には、当市の教育委員を務めていただき、大変お世話になっており

ますが、教育改革が進む中、未来を担う「子どもたち」のために、市と教育委員

会がこれまで以上に連携し、効果的な教育行政の推進に、引き続き、ご尽力を賜

りますようお願い申し上げます。 

本日の案件であります「学校における働き方改革プラン（案）について」及び

「三沢市教育振興基本計画の策定」につきまして、担当課から説明させますので、

委員の皆様には、忌憚のないご意見をいただき、活発な意見交換の場となります

よう、お願い申し上げまして、ご挨拶といたします。 
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【佐々木総務部長】 

ありがとうございました。 

それでは、三沢市総合教育会議第４条第３項の規定に基づき、会議の議長は市長

が務めることとなっておりますので、小檜山市長に議事進行をよろしくお願いしま

す。 

  

【小檜山市長】  

しばらくの間、議長を務めさせていただきます。 

それでは、さっそく、議事に入りたいと思います。 

「学校における働き方改革プラン（案）について」を、議題といたします。 

事務局からの説明をお願いします。 

 

 【教育部長】 

   働き方改革については、国の重要施策の一つとして推進されているところですが、

今年度、教育委員会におきましても、「学校における働き方改革検討委員会」を組

織し、検討を重ねて参りました。 

   教職員の長時間勤務や多忙化が指摘されている中、教師のこれまでの働き方を見

直し、日々の生活の質を豊かにすることで、子どもたちに対して効果的な教育活動

を行うことができる指針となるようプランを策定いたしました。 

それでは改革プランの概要を学務課長からご説明いたします。 

 

【学務課長】 

   それでは、私の方から資料 1「学校における働き方改革プラン（案）」についてご

説明いたします。 

   さきほど山﨑部長からもお話がありましたように、学校における働き方改革検討

委員会を今年度設置いたしまして、これまで６回の協議を行い策定するための準備

を進めてきたものでございます。 

それでは、学校における働き方改革プランの策定にあたってですが、まず上段で、

教員の多忙化の状況等の社会的背景、それを受けた国の方策、国の方策を受けた青

森県における工程表を作成するなどの取組み、これらを受けまして三沢市教育委員

会において取り組むという趣旨について述べたものでございます。 

続きまして２、目的といたしましては、三沢市内小中学校教職員が、心身ともに

充実してよい状態で子どもたちと向き合い、より質の高い教育を実現していくため

に、国や青森県教育委員会等の動向を踏まえ、市内小中学校における働き方改革を

進め、具体的な業務の適正化に向けた取組みを推進するとしております。働き方改

革プランを策定するにあたり実態把握が必要であると考え、３三沢市内小中学校教

職員の勤務実態を載せております。これは、市内小中学校勤務時間実態を把握する
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ために、今年度の７～９月までの３か月間の勤務状況について集計したものでござ

います。傾向といたしましては、（１）時間外労働時間集計（時間）からは、時間外

労働時間の３か月平均は、小学校３２時間、中学校４５時間、併せて３７時間とな

っています。さらに、月ごとをみると、７月と９月に中学校では上限の目安となる

４５時間を超えている状況でございます。（２）時間外労働時間区分集計では、小

中学校あわせて４５時間未満は６５％、８０時間未満は９４％となってございます。 

   ３ページに移ります。これらの実態を受けての取組みの方向性として４点をあげ

ています。国や県の答申や通知を踏まえ、４点を柱として取り組むことといたしま

した。では具体的な取組ですが、４つの柱に沿って、具体的取組の概要を示してい

ます。（１）教職員の勤務状況の適切な把握と意識改革ですが、校長、教頭、教職

員一人一人が勤務時間を意識した働き方を実践できるよう、教職員の在校等時間を

適切に把握するとともに、働き方の見直しに向けた意識改革を推進するとして、方

策を４点あげています。１つめは、教育委員会における勤務実態の把握、２つめが、

学校閉庁日の設定と休暇取得の促進、３つめが、教育委員会が主催する会議・研修

の見直し、４つめが、勤務時間外の問い合わせ対応のための環境整備の検討、この

４つを進めていきたいと思います。続いて（２）学校における業務の見直しと業務

改善についてですが、教職員の業務負担の軽減を図り、限られた時間の中で教師の

専門性を活かしつつ、授業改善の時間や児童生徒に接する時間を確保することがで

きるような環境づくりに努めるとして、こちらも４つの方策を考えております。１

つめが ICT環境の整備、２つめが、指導要録等の電子化、３つめが各校における会

議の効率化の推進、４つめが、教育委員会（関係部署）から学校への調査依頼の見

直しとしております。３つめの柱であります（３）部活動による負担の軽減につい

ては、学校における他の教育活動とのバランス等の観点から、部活動の在り方を見

直し、その適正化を図るとともに、顧問業務に従事する教員の負担軽減を図るとい

たしまして、２点、「三沢市部活動の適切な運営について」の方針の策定と周知、

部活動指導員の導入促進について取り組んでいく予定であります。最後４点目の

（４）教職員への支援体制への整備ですけれども、「チーム学校」として、専門ス

タッフや外部人材等の積極的な配置により、学校の組織運営等を強化するために必

要な支援体制を整備していくとして３点をあげています。１つめが専門スタッフの

配置促進、６ページにいきまして、２つめが教育活動を支援する人員の配置、３つ

めが地域人材の活用促進といたしました。そして、６の勤務時間の上限の目安時間

について設定いたしました。こちらのほうは基本的な方針として、文部科学省から

示された勤務時間の上限に関するガイドラインを踏まえた時間設定としておりま

して、７ページのところに（１）時間外労働時間の上限の目安としましては、時間

外労働時間が１か月４５時間、１年間３６０時間を超えないようにすること、（２）

特例的な扱いとして、児童生徒などに係る特別の事情により勤務をせざるを得ない

と校長が判断した場合については、以下を時間外労働時間の上限の目安とすること
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として、（ア）、（イ）の項目を掲げております。最後に７、学校における働き方改

革の推進に向けて、そしてこのプランをもとに具体的方策に取り組むこと、特に７

の３段目、働き方改革を進めていくためには、見直しや改善を図りながら継続して

取り組む必要性があるという観点から、国や県の動向も注視しながら、教育委員会

及び市内小中学校の取り組み状況を定期的に確認し、その効果を検証して改善に生

かすなど、計画的・継続的な取組を進めていくといたしまして、今後も実態を踏ま

えた取組みを推進していきたいと考えております。以上です、よろしくおねがいし

ます。 

 

 【小檜山市長】 

   ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありました。この件につきま

して、委員の皆様からご意見を頂きたいと思います。 

  

 【本江委員】 

   説明ありがとうございました。子どもたちに、より一層の丁寧な指導ができるよ

うに働き方改革を進めていきたいという思いが感じられました。実態調査により、

学校の実態が見えたような感じがいたします。取組の方向性もできたという感じが

いたします。学校だけではなく、教育委員会も一緒になって、実態を調べてやって

いることに意義があると思います。そこで、ひとつお伺いします。教職員の在校時

間の把握について、これまでの取組みと今後の手立てを詳しく説明していただけれ

ばと思います。 

 

【学務課長】 

   いまのご指摘ですが、勤務実態の把握等に関するこれまでの取組みと、今後とい

うことでございます。以前は、管理職等による教職員の見回り等により対応するこ

とが多かったのが実態ですが、三沢市では今年度から勤務時間記録簿、エクセルフ

ァイルを活用して、自分で打ち込んで記録し把握することにしました。ただ、これ

は国が必要な措置としているタイムレコーダー等の客観的な事務負担がかからな

い方法でありませんでしたので、今年度、来年度予算として各校にタイムレコーダ

ーの設置をお願いしたところ、市として財政として認めていただいたところでござ

います。勤務時間と実態把握をタイムレコーダーによる客観的な方法で把握して、

取組を進めていきたいと考えております。 

 

【相沢委員】 

  勤務実態の調査、時間外労働時間の集計が書いてありますけど、実態時間数の他に、

今後の計画を考えるに当たり、始業、終業時間、先生方が何時頃にいらっしゃって、

何時ごろに帰られるのか、先生方にも生活があるわけですから、先生方の生活を考え
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る上では考慮しなければいけないかなと思います。だいたい何時ごろ学校に来て、遅

い先生で何時頃帰られているのか教えていただけますか。 

 

【学務課長】 

  この集計結果からも見えるかと思いますが、だいたい学校は８時から１６時３０分

までが勤務時間となっております。ただ、ここで言いますとだいたい４２時間程度が

平均となっておりますので、だいたい朝３０分から１時間前に来て、１時間３０分な

いし２時間超過勤務を行っていることが平均的であると見えるかと思っております。 

 

【相沢委員】 

  もうひとつ、調査の期間が７～９月という３か月間で調査されていますけれども、

多少のばらつきがある月があると思いますが、この３か月の集計で調査が十分なのか

ということもどうお考えか教えていただきたいと思います。 

 

【学務課長】 

  おっしゃるとおり、時期的なものもありますので、傾向ということで捉えていただ

ければと思っております。この勤務実態については、様々なことを検討することによ

って、必要だということで３か月間の期間で実施を行ったんですけれども、さきほど

申し上げました客観的な方法等がとれますので、定期的に具体的に実態把握をしてい

きたいと考えております。 

 

【相沢委員】 

  ひとつ、６ページの②教育活動を支援する人員の配置ということで、支援員さんの

ことが書かれていますけれども、先生方の公務を支援するということで支援員さんに

積極的にお願いしたいということが書かれていますけれども、先生方の業務や公務を

支援するといったことは今までもなされていたのでしょうか。 

 

【学務課長】 

  今年度まで特別支援教育支援員、学習支援員の皆様を学校の実態に即して配属して

います。働き方改革ということで、今年から実は特別に支援が必要なお子さんに対する

支援、学習活動に係る支援にプラスして、公務支援ということを御協力できる範囲の中

でお願いしてきております。具体的には、担任の先生方の事務業務や教室環境の整備等

に関して実態として取り組んでいただいております。来年度は、この特別支援教育支援

員、学習支援員を統合して、学校教育支援員という形で、さらに微々たる支援が必要な

お子様や学習活動の補助、公務支援等についても積極的にご支援いただこうと考えてお

ります。幸いにして、今年度の５４名から来年度は６０名に増員していただきましたの

で、しっかりと取り組んで参りたいと考えております。 
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以上でございます。 

 

【小檜山市長】 

  ほかにございませんか。 

 

【黒沢委員】 

  ２ページにあります、勤務実態の３か月の結果ですけれども、１月マックス４５時

間、年間で３６０時間ということは、本来は年間３６０時間を目安とした１か月２０

時間に平均化されていなければならないと思います。そういった中で、７月学期末業

務が入っていながらも夏季休暇、８月も夏季休暇で、実際これだけの時間が出ている

ということは、もしかしたらなかなかなかなか難しい問題に立ち向かうのではないか

なと思っています。具体的に、今回策定する前から、意識をもって各学校で取り組ん

できていて、そしてここまでになったのではないかなと思いますが、例えばさきほど

ご説明にありました始業時間が８時、勤務開始時間が８時、しかし子どもたちは７時

から学校に登校します。なので、７時～８時の対策、教育ということよりも、もしか

したら福祉的な要素が強いかもしれません。ので、福祉的な要素の部分、教育的な要

素の部分のすべてが、先生の肩にかかっているということがございますので、３ペー

ジにありますような取り組みの方向性の中、（１）勤務状況の適切な把握と（２）の

業務の見直しといった部分は、これからもより具体的に進めていただきたいなと思い

ます。ですので、これを打ち出してスタートということでございますので、これまで

先生方が思いをかけてきて、時間もかけてきた大切な教育の時間のこの意識改革も大

変難しいかと思いますが、これまでの労をねぎらいながら未来に続くように進めてい

ただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【学務課長】 

  ほんとにありがたいなと思っています。おっしゃるとおりだと思います。これまで

も取り組んでおりますけれども、さらに様々な具体的な方策等に関して実態を踏まえ

ながら取り組んでいきたいと考えております。２ページの目的にございます、心身と

もに充実してよい状態で子どもたちと向き合い、より質の高い教育の実現をぜひ目指

して行きたいと思います。 

以上でございます。 

 

【小檜山市長】 

 ほかに。ご異議なしとのことですので、「学校における働き方改革プラン（案）につ

きましては、了承とさせていただきます。次に、次第の４「報告」に入りたいと思いま

す。「三沢市教育振興基本計画の策定」について、事務局からの説明をお願いします。 
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【教育部長】 

  資料の２でございます。現在の教育振興基本計画が、今年度最終年度を迎えたこと

から、各事業の成果検証を踏まえ、次期計画を見直し、策定したところでございます。 

計画の表紙をご覧ください。「人との関わりを基盤に、MISAWAの今と未来をつくる

人づくり」を教育施策の方針に掲げ、今後５年間、この基本計画に則り、当市の教育

を推進して参りたいと思っております。 

それでは計画の概要について、学校教育課長からご説明いたします。 

 

【学校教育課長】 

  それでは、資料２「三沢市教育振興基本計画」をご覧ください。 

現在使用している教育振興基本計画が今年度３月まででその期間を終えるため、その

表紙にありますとおり、令和２～６年度の５年間使用する予定で策定したものです。 

なお、本教育振興基本計画の策定に当たりましては、事前に校長会及び保護者の代

表として市連合ＰＴＡの代表の方にお願いして、検討会議で御意見をいただくととも

に、パブリックコメントも実施しております。 

そのうえで、先日、定例教育委員会に置いて協議し、承認をいただいたものとなっ

ております。 

  ２枚めくって１ページ１の「１ 趣旨」のところですが、２ページの図と合わせて

ご覧ください。 

三沢市では、まちづくりの基本理念である「未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都

市」の実現に向け、令和９年度までを計画期間とした三沢市政全般に係る政策及び施

策の基本的な方向性について総合的かつ体系的に示した第二次三沢市総合振興計画

を策定しました。 

これを受け、三沢市教育委員会は、本市教育の更なる振興に向けて「第二次三沢市

総合振興計画基本計画」の教育関連部分及び三沢市総合教育会議において定められた

「三沢市教育大綱」と、「三沢市教育振興基本計画」を関連付け、家庭・地域等と連携

して本市教育の推進を目指しますとなっております。これを分かりやすく示したもの

が２ページの図となっております。 

  １ページの「２」には、本基本計画が教育基本法１７条第２項に基づくものである

という性格、「３」には、計画期間等が記載されております。 

３ページの２、「三沢市教育施策の方針」については、読ませていただきます。 

三沢市教育委員会は、「教育は人づくり、人の中で人になる」との基本理念に立ち、

グローバル化、超スマート社会の到来など変化の激しい社会を、人との関わりを基盤

に生き抜き、「MISAWAの今と未来をつくる人づくり」を目指します。 

このため、夢や志を高くもち、可能性に挑戦する力を育てる学校教育、学校・家庭・

地域をつなぎ、生涯学び、活躍できる環境づくり、心の豊かさと感動・元気を生み出

す、文化・スポーツの振興、安心して学び、多様な力を伸ばす教育基盤の整備、 
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を、青森県、青森県教育委員会及び家庭・地域等と連携し推進を図ります。 

４ページは、本基本方針の作成に当たっての構造上のポイントを説明したもので、ま

ずは、４つの基本方針、それに基づいて１０の政策目標、２２の重点施策という順に編

成されているということを示しております。 

１枚めくって５ページ、６ページは４つの基本方針とそれに伴う政策目標を示したも

のとなっております。 

１ 夢や志を高くもち、可能性に挑戦する力を育てる学校教育 

２ 学校・家庭・地域をつなぎ、生涯学び、活躍できる環境づくり 

３ 心の豊かさと感動・元気を生み出す、文化・スポーツの振興 

４ 安心して学び、多様な力を伸ばす教育基盤の整備 

の４つの基本方針について記載しております。 

７ページから１１ページは、その４つの基本方針に基づいた１０の政策目標を説明し

た部分となっております。１番から順に 

１ 知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の育成 

２ グローバルなコミュニケーション能力を育む英語教育の充実 

３ いじめ・不登校等のない学校を目指した体制づくり 

４ いつでも、どこでも、誰でも学べる機会の充実 

５ 学校・家庭・地域の連携と協働の充実 

６ 生き抜く力を育む、キャリア教育支援の充実 

７ ふるさとの文化継承と地域発信ができる文化活動 

８ 豊かなスポーツライフを実現する環境づくり 

９ 健康で、依存に負けない習慣づくり 

１０ 安全・安心で、質の高い教育環境の充実 

となっております。 

続いて１２ページをご覧ください。これは先ほどの１０の政策目標を達成するための

重点施策となっております。 

詳しくは次のページをご覧ください。 

１３～１５ページにかけては、これまで説明いたしました４つの基本方針、１０の政

策目標、２２の重点施策の全てを表にまとめて、体系的に示したものでございます。 

また、表の一番右側の欄は、主な評価指標となっております。 

最後、１６ページの「６ おわりに」のところは、ＰＤＣＡサイクルを生かした評価

を行い、必要な場合は期間中であっても修正する場合があること、また、市民や関係者

の方々に対する御理解・御協力のお願いなどが記載されております。 

説明は以上でございます。 

 

【小檜山市長】 

  ありがとうございました。 
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ただいまの説明に対し、何かご質問等ございませんか。 

 

【立花委員】 

  先の定例会でも、教育振興基本計画の説明を受けまして、いろいろ協議し、前回の

計画よりもより細かく、施策等を出されており、素晴らしい計画案が成されたなと感

じました。あとは、計画に基づいて、より子どもたちのため、市民のために実現でき

るよう、お互い努力しながら進めていきたいと思います。以上です。 

  

【黒沢委員】 

  質問ではないのですけれども、今回表紙に掲げている今と未来という言葉と、基本

理念である人の中で人になるということは、とても三沢の姿勢を示しており、子どもた

ちの将来に向かって、人を育てるというとてもいい理念だと思っています。学校教育の

なかにおいて、人間の赤ちゃんは大人がいなくては生きていく事が出来ません。それは、

社会が多様、そして地球上も多様で、そんな様々な環境の中で、順応していくためだと

言われています。ですので、その子らしく育つという部分と求められて育つ部分がある

んですね。なので、もちろん三沢市の中で、数的な評価の中での学習調査のいい結果も

だしていますけれども、理念として掲げるのは、人を育てるというところに大変あたた

かさを感じており、三沢らしいなというふうに思っています。ですので、私自身が基本

理念と言ったところを打ち出している部分で、改めて具体的な施策にむけて、そして理

念だけでは方向性をつかむのは難しいので、基本方針だけでも難しくて、政策目標だけ

でも難しくて、実際に重点施策があることで、各地域、教育を平等に受けられる、三沢

市が提供する教育を平等に受けられるということにつながるのではないかと思ってお

りまして、この細かく、ここまで丁寧に作られた計画であれば、各学校教育においても

それぞれの経営方針の中にしっかりと組み込んでいただけるのかなと思っています。そ

して生涯学習という意味でもきちんと施策を打ち出しておりますし、人生まとめの時期

にあたっている方々も明るく輝く三沢の中で活躍する姿があれば、子どもたちの未来も

しっかり輝いていると思ってもらえるのではないかなと思っておりますので、学校教育、

生涯教育や文化に関しても、子どもたちが、人を育てるといったところにいきわたった

計画であると受け止めました。 

 

【小檜山市長】 

ありがとうございました。本日の案件は終了となりますが、せっかくの機会でもあり

ますので、その他何かあれば、何なりとご発言いただきたいと思います。 

 

【山﨑部長】 

新型コロナウィルスの対応について、これまでの取り組み状況を簡単にご報告したい

と思います。 
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 まず、ご承知のように本日３月５日から２６日まで、子どもたちの安全・安心を大前

提に考え、三沢市内の全小中学校で臨時休業の措置をとることといたしました。 

政府の発表は２月２７日（木）の夜でしたので、ニュースを見た後、直ちに会議を招

集し、翌日２８日（金）には、保護者へのお知らせを配布することができました。 

政府の要請は、突然３月２日（月）からというものでしたが、校長会等の意見もくみ

つつ、 

① 小学校の子どもを預けるところがなく、困惑する保護者が想定されること。 

② 高校入試を直前に控え、休業中の学習をどうするのか。 

③ 卒業式など子どもにとって大きな意味を持つ、年度末の行事をどうするのか。 

など、様々な状況を心配される方がいるため、総合的に勘案して判断したものでありま

す。 

そして、卒業式や修了式は縮小して行うことや、休業中は電話訪問等による児童生徒

の把握をすること等を申し合わせました。 

 

次に、児童館についてですが、教育委員会からも「長期休業中と同様の対応」をお願

いした結果、小中学校の臨時休業中は、午前８時から午後６時まで開館することになり、

こちらについても本日から実施されたところです。 

 普段各学校には、教育委員会で学習支援員を配置していますので、児童館の要請を受

け、スタッフのサポートとして従事できるように、各児童館に支援員を配置いたしまし

た。 

 ただし、今後、児童館の利用ニーズが高まるようであれば、学校の空き教室を開放す

ることも想定し、校長会や児童館所管の子育て支援課にも、必要があれば開放する旨、

伝えてあるところです。 

 いずれにいたしましても、いつ市内及び近隣市町村に感染者が出るか分かりませんの

で、その都度、関係機関と連携を密にして、臨機応変に対応できるよう準備が必要だと

認識しております。   

 

【相沢委員】コロナ関連で一つ、全校を急に休校しなくてはいけなくなったという事で、

給食のために準備していた材料の問題が話題になっていましたけれども、三沢市ではど

うなっているのでしょうか。 

 

【山﨑部長】 

最近ニュースなどでも食品ロスが出たというのを見ました。外には、市民に野菜を安

い値段で提供するというのも見ました。三沢市の場合、３月５日から休業ということで

２８日に材料のストップをかけましたところ、全て食品ロスがないように間に合ったと

いうことであります。 
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【給食センター所長】 

３日間準備する期間がいただけましたので、職員で対応して、材料をストップするこ

とができましたので、食品ロスは一切ございません。 

 

【本江委員】 

今日はいろいろな説明等ありがとうございました。感染症の対応等で大変お忙しい中、

説明いただきありがとうございます。保育園児であれ幼稚園児であれ小中学生であれ、

子どもは導かれて成長するものと考えております。一番最初に導いてくれるのは先生と

呼ばれる人たちです。お父さんお母さんから離れて初めていろんな道を導かれていきま

す。その時に、導いてくれる先生が心身ともに健全健康であるということが非常に大事

かなと思います。今回の改革プランにそういうことが大事にされているということが非

常によく理解できました。また、学校、委員会両方が協力して取り組んでいくというこ

とが非常に心強さを感じました。先生方が、教育委員会がサポートしてくれるという感

謝の気持ちでいっぱいではないかなと思います。 

 

【相沢委員】 

三沢市教育大綱の中に「豊かな心の育成」というのがあります。豊かな心を考えた時

に、教育委員として毎年学校訪問をするのですが、その時に感じることや、市民文化祭

で展示されている作品を見て感じることがあるのですが、豊かな心というのは、自分に

身近な環境が影響していると思っています。身近なところに自然あふれる環境があるこ

とで感受性も育ち、大人も子供もいろんなことを経験して豊かな心が育まれると思って

います。私は三沢市に１５年前に引っ越してきましたが、当時の印象は、緑が多い、公

園がたくさんある、街路樹がたくさんあって、暑い夏も街路樹の下を涼しく歩けるとい

う印象があって、とてもいい街だと思いました。今も良い街だと思っていますが、昔と

比べると緑が少なくなった印象があります。市民のちかいにも「緑のまちをつくります」

というフレーズがありますし、これからもそういう気持ちを大事に身近なところに自然

あふれる環境というのを維持していってほしいなと思います。街路樹に関して言えば、

地域の協力がないと、市の管理というのはいずれにしても費用がかかるということで承

知はしているのですが、心を育てるという観点ではそういうのを大事にしてほしいなと

思います。子どもたちを住まわせたい家族で住みたいと思う環境づくりを心に置いてほ

しいと思っています。 

 

【黒沢委員】 

１月に実施された成人式の時に、成人の日を迎えた皆さんが市民の歌を胸を張って歌

っている姿に大変感動しました。ひとつとって、ただの歌ではありますが、三沢で生ま

れた子供たちが、三沢の歌を胸を張って歌えるようになっていることは、この子たちは

いい子たちに育ったなあと単純に感動しました。時代は変わって、地域の希薄化が言わ
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れております。三沢はまだまだあたたかいですが、それでも地域のかかわりは薄れてき

ています。そういった中で、計画にもありますが、学校を中心として新たにコミュニテ

ィを再編するといった方向性も見えております。クラブ活動の中で、地域のお年寄りや

地域で活動されている方に入っていただいて、子どもたちと触れ合っていただく。そう

いった中で人づくりというのが豊かになるのではと思います。子どもたちが、三沢の中

心と少し離れた地域、小さな市ではあるが、地域差はあります。そういった中で、例え

ばイングリッシュデーへの参加について、離れた地域への送迎を用意するとか、受付期

間を少し長くするとか、経験を平等に与えるといったところは、これまでもとっていた

だいておりましたが、これからも丁寧に丁寧に子どもたちがやってみたいと思った時に、

どんな子でもどの家庭に育っても手をのばせるような受け入れ態勢であっていただき

たいなと思います。子どもたちは、それぞれに伸びる力をしっかり持って生まれてきて

いますし、それぞれの性格を持っておりますので、そういう子どもたちが三沢に生まれ

てよかったなと思えるように今現役でいらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんたちに

も十分に活躍していただいて、子どもたちが健やかに育ってほしいなと思っています。

古い言葉で「子どもは国の宝です」という言葉がとても好きで、「子どもは三沢市の宝

です。」ですので、子どもたちが未来を明るく生きていけるように、だからこそ三沢市

民全員が学べる機会を今後も丁寧に提供していただきたいと思います。 

 

【立花委員】 

先日の突然の国の発表で、本来であれば３月２日から学校が休みになる状況であった

ところ、当市の教育委員会では、現場（学校）の混乱を避けるために５日から休業に入

っているわけでありますが、非常に賢明な選択ではなかったかと思います。子どものこ

とを考えるのも大事ですが、現場のことも考えるのも非常に大事なことと思います。そ

してまた、新たに計画が策定され、当然行事、いろんなことが多くなれば、予算的なこ

ともかかる、先日の定例会においても、特段のご配慮をいただいたと聞きました。教育

環境の充実ということも謳っておりますので、これからも特段のご配慮をよろしくお願

いします。 

 

【冨田教育長】 

まず、本日は、お時間をつくっていただきましてありがとうございます。また、貴重

なご意見をいただきありがとうございます。教育振興基本計画のほうも説明をさせてい

ただきましたが、これには教育委員会、地域、先生方、子どもたちの思いがこもってい

るものだと思っております。これを基盤に、再度、子どもたちや保護者や地域の方々、

そして先生方の声に耳を傾けながら、具体的な数値等も参考にして、関係団体と連携し、

三沢の教育を力強く進めていきたいと気持ちを新たにしているところでございます。本

日は、ありがとうございました。 
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【小檜山市長】 

それでは委員の皆様には、引き続き貴重なご意見を賜りますようよろしくお願いいた

します。また、本日は、議事進行にご協力をいただきまして誠にありがとうございまし

た。それでは事務局にお返しします。 

 

【佐々木総務部長】 

  以上をもちまして、令和元年度第１回三沢市総合教育会議を閉会いたします。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 


