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第５ 議事案件 
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第７ その他 
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- 4 - 

 

開会   ９時５５分 

                   

○日程第１ 開会 

 

■冨田教育長 

出席委員は定足数に達しておりますので、委

員会は成立いたします。 

ただ今から、平成３０年度７月定例教育委員

会を開会いたします。 

お手元に配布してある議事日程により、会議

を進めます。 

 

                   

○日程第２ 会議録署名委員の指名 

 

■冨田教育長 

会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、立花委員と黒沢委員を指

名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

                   

○日程第３ 会期の決定 

 

■冨田教育長 

会期についてお諮りいたします。 

会期は、本日２４日の１日でよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし。」と声あり） 

それでは、本日の１日といたします。 

 

                   

○日程第４ 前回会議録の承認 

 

■冨田教育長 

前回会議録の承認についてお諮りいたしま

す。 

前回の会議録は、お手元に配布しております。 

お手元の会議録のとおり承認してよろしい

でしょうか。 

（「異議なし。」と声あり） 

ご異議がありませんので、承認といたします。  

 

                   

○日程第５ 議事案件 

 

■冨田教育長 

次に、議事案件でございますが、今定例会に

付議する議案がございませんので、日程第５に

ついては終わります。 

 

                   

○日程第６ 報告案件 

 

■冨田教育長 

次に、報告案件でございますが、今定例会に

付議する報告がございませんので、日程第６に

ついては終わります。 

 

                   

○日程第７ その他 

 

■冨田教育長 

 その他に移ります。 

 各課で委員にお知らせする事項等を取りま

とめ、お手元に配布してありますので、順にご

説明を願います。 

 はじめに、教育総務課お願いいたします。 

 

■教育総務課長 

 資料の配布はございませんが、私の方から口

頭でご説明をさせていただきます。 

 はじめに、市内小中学校施設のブロック塀の

安全点検調査についてご報告いたします。 

 本調査につきましては、６月の定例教育委員

会でもご報告いたしておりましたが、その後の

状況も含めまして改めてご報告申し上げます。 

 ６月１８日、大阪の地震発生後、６月１９日
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に三沢市では、独自にブロック塀の有無の調査

を行いました。 

 翌日の６月２０日には、県から要請がござい

まして、学校施設におけるブロック塀の有無と、

そのブロック塀が建築基準法で規制の対象と

なるブロック塀や、レンガ積み等があるかとい

う調査がございました。 

 その調査結果ですが、規制の対象となるブロ

ック塀や組積造は無いものの、第一中学校に高

さ８０㎝から１ｍのブロック塀があることが

分かりました。校門の両脇約２５０ｍでござい

ます。 

 三沢市では、当該ブロック塀について専門家

の一級建築士による目視点検を実施した結果、

建築基準法の違法性は無いとの見解から、県に

対して、ブロック塀はありますが、規制の対象

となるブロック塀はございませんとご報告い

たしました。 

 これまでが、６月までのご報告の内容でござ

います。 

 その後、７月２日に再度、県から詳細な調査

の依頼がございました。 

 内容につきましては、高さや施工方法、規模

等の建築基準法の違法性に加え、現状が劣化、

損傷しているもの。また、内部構造についても、

掘り起こし等を行い、確認をしてくださいとの

指示がございました。 

 そのため、三沢市では、改めて専門家による

基礎の掘り起こしや鉄筋の有無、劣化の状況等

の再調査を行ったところ、建築基準法の違法性

は無いものの、一部にひび割れがあることから、

安全性に問題があるとの指摘を受けました。 

 そして、その結果を県への報告といたしまし

て、三沢市の学校施設の危険なブロック塀は、

第一中学校に一件あるということでご報告い

たしました。 

 ここまでが、県への報告でございます。 

 そして、以上のことを三沢市長へ報告いたし

まして、今後、教育委員会では、安全性確保の

ためのブロック塀を撤去し、フェンスにしたい

旨を説明しております。 

 そのため、９月補正での予算確保に向け、財

政課に強く要望しており、現在は、財政課にお

きまして、課長、部長におきましての予算査定

中でございます。 

 また、大阪地震発生当初より各校に対して、

学校施設内のブロック塀に関わらず、通学路も

同様に、ブロック塀等の危険個所の確認を行い、 

児童・生徒の安全確保に努めるよう指導・注意

喚起をお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、熊の目撃情報に伴う対応につい

てご報告申し上げます。 

 皆様ご承知の通り、市街地に熊が目撃され、

危険が身近に迫ったということで市民の方に

大変ご心配をおかけしておりますが、この件に

つきまして改めてご報告いたします。 

 ６月２０日、平畑開墾西側の山林に熊の目撃

情報がございました。 

 これは養蜂家の蜂箱を破壊し、食べたという

被害が発端でございます。 

 その後、小川原湖姉沼付近で、二度の目撃情

報があり、７月９日には、北村公園付近、７月

１３日には、三沢公園と住宅街に隣接した場所

での目撃情報がございました。 

 教育委員会では、関係機関、関係課からの熊

の目撃情報の入手により、速やかに全校に対し

て情報提供を行うとともに、学校では、児童・

生徒及び、保護者への周知と注意喚起を行い、

安全対策に努めたところでございます。 

 特に、７月９日、１３日の目撃情報は、上久

保小学校、岡三沢小学校、古間木小学校、第一

中学校、第五中学校の学区及び、その周辺であ

ったことから、当該５校に対しまして、より一

層の注意喚起と安全指導、見守り体制の確認を

しております。 

 具体的な対応状況ですが、７月１３日から７

月２０日まで、保護者による登下校時の送迎、
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集団・複数による登下校、保護者・教職員・教

育委員会による通学路の巡回や、見守り活動等

の安全対策を講じてまいりました。 

 なお、７月１９日に全校に対し、夏休みの過

ごし方の指導として、北村公園、三沢公園への

１人での立ち入り禁止や、熊等の異常を感じた

際の対処方法等、夏休みの事故防止について改

めて注意喚起をお願いしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただいまの報告について、何かご質問・ご意

見等はございますか。 

 無いようですので、次の報告の時にでも思い

つきましたらまとめてお願いします。 

 それでは続きまして、学校教育課お願いしま

す。 

 

■学校教育課長 

 初めに東北学校保健大会について説明いた

します。 

 平成３０年８月９日から１０日まで、会場は、

全体会場１日目は、三沢市国際交流スポーツセ

ンター、２日目は、分科会ということで、ホテ

ルグランヒルつたやと三沢市国際交流教育セ

ンターで実施することになっております。 

 参加は、東北地方の幼稚園、小学校、中学校、

高等学校、特別支援学校の教職員及び、学校医、

歯科医、薬剤師となっております。 

 １日目は、開会行事と講演を行うことになっ

ております。講演は、虎ノ門カイロプラクティ

ック院の院長様にお願いをしております。 

 ２日目は、分科会でそれぞれ分かれて行われ

ることになっております。 

 準備の方に関しまして、県が主体とはなって

いるものの、実質動くのは上北管内の小中学校

の先生方で、会場準備や駐車場整理等を行うこ

とになっております。 

 三沢市の教育委員会としても協力してやっ

ていくことになっておりましたのでご報告い

たします。 

 続いて、イングリッシュ・キャンプについて

です。 

 期日は８月１日から３日まで、会場は、国際

交流教育センターと米軍三沢基地の方で体験

活動を行うことになっております。 

 １日目は、開講式、オリエンテーションから、

夕方にはバーベキュー等を行い、２日目に行う

基地内見学の準備等を行います。 

 ２日目は、基地内施設をグループ毎に分かれ

て、体験活動、見学等をすることになっており

ます。午後に行われるグループ活動スキット作

りとは、３日目の最後に英語劇を行うことにな

っておりますので、それの小道具の作成や、セ

リフを考えて話をする練習をする時間となっ

ております。 

 ３日目は、英語劇を発表するという事で、 

大体３日間の日程で行うことになっておりま

した。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただいまの報告について、何かご質問・ご意

見等はございますか。 

 

■相沢委員 

 イングリッシュ・キャンプのことで確認です。 

 このキャンプの内容は、昨年とほぼ同様とい

うことでよろしいでしょうか。 

 

■学校教育課長 

 ほぼ同様となっております。 

 ただし、基地内の施設が、米軍の都合等もあ

り、多少変更等がありますが、ほぼ同じとなっ

ております。 
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■黒沢委員 

 教育総務課のブロック塀の安全点検につい

てですけれども、こちらは小学校・中学校のみ

で、幼稚園等の施設も学校施設だと思うのです

が、どのような調査になっているのでしょうか。 

 

■教育総務課長 

 私が調査しておりましたのは、小学校・中学

校でございましたけれども、学校施設以外の公

共施設につきましても、三沢市の公共施設にお

きましては、全課で対応することになっており

まして、その件につきましては、現在建設部が、

市のブロック塀の調査の取りまとめをしてお

ります。 

 そのため、私の方では詳しい内容は把握して

おりません。 

 

■冨田教育長 

 私の方で若干補足になりますが、それぞれ各

課で独自に調査をし、それを持ち寄って、市全

体にどういう箇所があるのかなど、この後に通

学路等の方の報告も集計されて、市役所全体で

確認があるかと伺っております。 

 その他ございますか。 

 それでは、無いようですので、各課から何か

他に報告等はございますか。 

 無いようですので、その他について終わりま

す。 

 最後に各委員から、ご意見・ご質問等ありま

すでしょうか。 

 

■宮野委員 

 学校訪問が終わりまして、色々と準備をして

いただき、ありがとうございました。 

 訪問した感想ということになりますが、どの

学校も、児童・生徒の為に一生懸命従事してい

らっしゃっていた印象と、とりわけ問題や気に

なった点も特にありませんでした。 

 一番の感想を言うと、教育長のコメントが非

常に的確で良かったと思いました。 

 教育総務課長補佐にもお話ししたのですが、

新しい委員もおりますので、もし、時間が許せ

るのであれば、例えば、図書館を含めて、色々

な施設の見学を検討していただければという

ことでお願いをいたしました。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他ございますか。 

 

■立花委員 

 私も学校訪問についてです。 

 今、宮野委員がおっしゃったように、とりわ

け大きな問題等は無かったのかなと思います。 

 ただ、不登校や学力等において、それぞれの

学校が現状を把握して、それに対して色々な取

り組みをしているというお話を聞いて、学力に

おいては、すぐ結果が出るものでもないですし、

ある程度の長いスパンを考慮して、それに向け

て色々と取り組んでいただきたいと助言をし

た経緯もありました。 

 また、教育長がおっしゃいました、おおぞら

小学校、第三中学校のような小中連携という事

で、色々な取り組みをしているのですが、他の

学校においても、校長会等で課題があればお互

い検討し合って取り組んでいけば良いのかな

と感じました。 

 不登校においても、学校側も非常に苦慮して

いるとお話しを聞きました。 

 特に堀口中学校は、色々な対策をとって、一

人、保健室登校ではありますが、登校した子供

の話をしていて、色々な手立てをしているが、

実際どれが正解なのか校長先生も分からない

とおっしゃっていて、やはり学校側も教育委員

会に対して相談があろうかと思いますし、それ

以外にも状況によっては福祉の方とも相談を

しているとのお話を聞いて、結果的に子供が一
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人でも復帰出来たというのは非常に良いこと

なのかなと。ただ学校としても、不登校に関し

ては、とても難しくデリケートな問題なのかな

と。これからも私達は色々な部分で注目してい

かなければならないのかなと認識したところ

です。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他ございますか。 

 

■黒沢委員 

 同じく学校訪問させていただきました。 

 それぞれの校長先生の子供達に対する熱い

思いを感じることが出来まして、不登校等につ

いても報告の中の数字として見てはいました

が、その生の声は、やはり現地に行かなければ

分からないなと実感したところです。 

 校長先生、教頭先生方が子供達一人一人に目

を向けてくださっていること、大変感謝の思い

でいっぱいになりました。 

 例えば、新しい学校ですと、冷房設備等が整

っているところがみられましたが、安全・健康

といった設備に関しての三沢市統一の規格が

あまり感じられませんでした。 

 一つの学校では、２３度の室温。 

 一つの学校では、３０度の室温。 

 こういったところは、子供の学校の環境とし

て、やはり各校長先生の経営に任せるというの

ではなく、三沢市として基準を持つべきではな

いのかなと思いました。 

 ３０度という室温は、厚生労働省から出てい

る室内温度２６度から２８度に明らかに違反

している状況でありますので、特に、冷房設備

が付いていない施設は、扉を開けて空調管理を

しているところであれば、防音の施設として考

えた時に、防音にはそぐわないのではないのか

なというふうに思います。 

 いくら二重サッシという建物にしていなが

らも開けっ放しですから、そういった意味では、

勉強の環境は、もう少し努力していただきたい

部分だなと思いました。 

 あと、印象的に残ったのは、教育委員会の支

えといったものを感じながら学校経営がなさ

れていると。もちろん、当たり前の事なのです

けれども、やはり、学校の経営に関して、校長

先生だけではなく、教育委員会という厚い支え

をしっかり持って見守って、困ったときにはす

ぐ助けられている状況が今出来ていると校長

先生の方からもお話がありましたので、そうい

った行政側の姿勢は、しっかりと崩さずに持ち

続けていきたいなと思いました。 

 三沢の子供達は、Ｂ問題が得意なようで、こ

れは生きる力を備えるためには、得た知識や技

術をいかに活かせるかといったところが大切

な３本柱になっていたかと思いますので、三沢

の子供達が、今目指すべき教育の姿をきちんと

育てられていることは、評価すべきところだと

思いました。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他ございますか。 

 

■相沢委員 

 私も学校訪問についてです。 

 暑い時期に訪問したわけですが、昨年よりも、

各教室に扇風機を置くなどの暑さを対策やっ

ているところが増えた印象がありました。 

 予算という壁もあり、叶えてあげたいものを

叶えてあげられないというのは毎年のように

感じるのですが、その中で、各学校で出来るだ

け快適な環境を意識して取り組んでいるのか

なと感じました。 

 もう一つは、授業の様子や、子供達の生活の

様子は、全体的に落ち着いて明るく、活発にや
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られているような感じがしました。 

 小規模校は小規模校の特徴を活かして、意識

して取り組んでいるような感じでしたので、ま

すます取り組んでもらえれば学力にもつなが

るのかなと思っていました。 

 それぞれの学校で問題もあるようですが、校

長先生をはじめ、先生方と一緒になって頑張っ

てやっているという印象がありましたので、今

後も、頑張っていただきたいと期待しています

というお話をしてきました。 

 次に、東北六県の教育委員の研究会に今年も

行かせていただきましてありがとうございま

す。 

 毎回講演を聞く機会があるのですけれども、

今年聞いたお話は、大人にとっても、子供にと

ってもキャリア教育という意味では、とても興

味深い内容だったのかなと思って聞いており

ました。 

 講師の方がとても忙しい方のようで、呼ぶの

は難しいのかなという感じではありましたが、

とても良いお話でございましたので、講師の方

を呼んで子供達にも、保護者の方にもお話に触

れさせる機会があれば良いのかなと思いまし

た。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 ただいま、各委員の方から、感想等を含めて

お話がございましたが、各課からこれらに関連

してお話ししたいことはございますか。 

 

                  

○日程第８ 閉会 

 

■冨田教育長 

 それでは、無いようですので、以上で日程は

全て終了いたしました。 

 これを持ちまして、７月定例教育委員会を 

閉会いたします。 

 

                   

 

閉会  １０時２４分 

 

 

 

 

 

■会議録署名者 

 

 教育委員  立 花   肇 

 

 教育委員  黒 沢 のぞみ 

 

 書  記  鳴 海   拓 


