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【別紙】 

 

三沢市教育委員会 平成３０年度 １１月定例会 議事日程 

 

第１ 開会 

 

第２ 会議録署名委員の指名 

 

第３ 会期の決定 

 

第４ 前回会議録の承認 

 

第５ 議事案件 

   議案第１２号 三沢市少年少女の文化に関する表彰基準の改正について 

 

第６ 報告案件 

   報告第１０号 学校給食異物混入防止対策マニュアルの改正について 

 

第７ その他 

 

第８ 閉会 
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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１１月定例教育委

員会を開会いたします。 

お手元に配付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２６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、お手元に配付しております。 

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。 

 本日の議案第１２号三沢市少年少女の文

化に関する表彰基準の改正についてを議題

といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

■生涯学習課長 

 議案第１２号三沢市少年少女の文化に関す

る表彰基準の改正について説明をいたします。 

 この表彰基準ですが、現在第２条については、

市内の小学校、中学校、高等学校に在籍する児

童生徒並びに１８歳以下の職業訓練校、専修学

校生徒、その他のものとする。となっておりま

して、三沢市内の学校に所属していないと表彰

をもらえないという内容でございました。 

 スポーツ功労賞の基準を見ますと、市外の学

校に通っている三沢市民、高校生等も対象とな

っております。 

 今回の改正につきましては、現在の文化に関

する表彰基準でありますと、市外の学校に通学

している方は対象とならないという事になる

ため、これまで表彰をしておりませんでしたが、

スポーツ功労賞等と基準を一部合わせていく

という形で、今回の表彰基準案のご提案となり

ました。 

 第２条ですが、表彰の基準となっているもの

を表彰の対象と変更しまして、「表彰は本市の

市民又は本市内の小学校、中学校、高等学校に

在籍する児童生徒並びに１８歳以下の職業訓

練校、専修学校生徒、その他のものとする。」
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というように改正をして、三沢市内から他市町

村に通っている高校生等を該当させる目的で

ございます。 

 附則におきましては、異論がなければ今年度

から該当させていきたいと考えております。 

 改正内容については以上でございます。 

 

■冨田教育長 

ただ今の説明に対し、委員からご質問等あり

ますでしょうか。 

（「なし。」と声あり） 

 お諮りいたします。 

 議案第１２号については、原案の通り可決す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」と声あり） 

ご異議ございませんので、議案第１２号三沢

市少年少女の文化に関する表彰基準の改正に

ついては、これに可決することと決しました。 

 

                     

○日程第６ 報告案件          

 

■冨田教育長 

 報告案件に移ります。 

 報告第１０号学校給食異物混入防止対策

マニュアルの改正についてを議題といたし

ます。 

事務局より説明をお願いします。 

 

■学校給食センター所長 

 報告第１０号学校給食異物混入防止対策マ

ニュアルの改正についてご報告致します。 

 この異物混入防止対策マニュアルは、六戸町

など各地で発生した事故の前、昨年４月に作成

いたしました。 

 その結果、平成２８年度に約６０件ありまし

た、異物混入事案は、昨年度１８件、今年度１

１月２２日現在で１８件と確実に減少してお

ります。 

 しかしながら、作成後約１年半が経過し、運

用上不都合な部分がありました事から、この度

一部見直しを行ったものであります。 

 そのうち、主な改正箇所について説明いたし

ます。 

 資料の４ページをご覧ください。 

 危険異物の混入における対応でございます

が、従前は、学校が教育委員会並びに給食セン

ターと協議のうえ、喫食を中断するようになっ

ておりましたけれども、危険異物であり緊急性

を要する事でありますので、まずは学校長の判

断で中断することに改めさせていただきまし

た。 

 次に５ページの教育委員会の対応について

です。 

 翌日からの給食提供については、給食センタ

ーと協議をする旨を追加させていただきまし

た。 

 以上が主な変更点でございますが、他に字句

の訂正の他、数か所の改正点があります。 

 以上、ご報告申し上げます。 

 

■冨田教育長 

ただ今の報告に対し、委員からご質問等あり

ますでしょうか。 

（「なし。」と声あり） 

 無いようですので、報告第１０号学校給食異

物混入防止対策マニュアルの改正については、

終わりといたします。 

 

                     

○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ございま

すでしょうか。 
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■教育総務課長 

 教育総務課からは２点ございますが、お手元

の資料がございませんので、私から口頭でご説

明いたします。 

 初めに、平成３１年度当初予算の編成につい

てご報告申し上げます。 

 例年、新年度の予算につきまして、各課より

良い学習環境の整備を目指して、各種継続事業、

新規事業等々の精査、立案しているところでご

ざいます。 

 内容につきましては、今後財政課の査定や、

市長のヒアリング等々を経て、最終的に決定さ

れることになりますが、今後の予算の進め方や

タイムスケジュール等についてご報告申し上

げたいと思います。 

 今月末が各課からの当初予算の締切日とな

っております。 

 提出後、年内中に財政課の担当者のヒアリン

グや財政課長等々の検討会が行われます。 

 来年１月１７、１８日には市長査定となって

おり、あらかた、事務局側の案が決定されると

いう事になります。 

 その後、３月開催の三沢市議会第１回定例会

におきまして、承認、予算成立という事でござ

います。 

 詳細につきましては、今のところご報告申し

上げることは出来ませんが、時期を見て、改め

てご報告、説明を申し上げたいと思います。 

 次に、今年の８月に黒沢委員からの質問がご

ざいました、エアコン整備事業の三沢市の対応

についてご報告申し上げます。 

 国の制度の内容につきましては、やはり詳細

な部分が国の内部でまだ確立されていないと

いう事で、具体的な部分は明かされておりませ

ん。 

 制度の概要といたしましては、これまでのエ

アコン整備の事業を拡充し、対象範囲を広げる

事でエアコンの整備を進めるという内容でご

ざいました。 

 県等からも聞いたりして、様々な条件や整備

手法等を確認しました。 

 現時点におきまして、三沢市は全校整備をし

たいという基本的な考えを持っております。 

 その進め方や整備手法、制度等の内容を比較

したところ、全校となると膨大な予算が必要に

なる事から、現状を把握した上での実施設計が

無ければ、全体の工事内容や事業費等を精査出

来ません。 

 国の方で臨時的に進める事業というのは、あ

くまでも１２月の国の補正予算に向けての需

要量を把握したいという事でしたので、そのタ

イムスケジュールでは、先に述べたとおり、三

沢市は具体的な準備が整っていないという事

で、今回は断念せざるをえなかったという事が

第一の理由でございます。 

 ただし、文部科学省の臨時特別対策交付金の

活用の方は今回出来なかったのですが、今後、

文部科学省や様々な省庁等の補助事業を検討

しながら、三沢市で現在進めなければならない

長寿命化計画等との折り合いや様々な事業と

の関係性も考慮しながら、鋭意検討していきた

いというのが事務局側の判断でございましす。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの報告について、何かご質問・確認

等はございますでしょうか。 

 

■宮野委員 

 先だって、ＰＴＡの方々との懇談の中でも、

エアコン設置の話が出て、お子様が居る保護者

からすれば恐らく期待しているかなと強く感

じました。 

 ＰＴＡの方々にも、何らかの形で伝える必要

があると感じますが、そのようなところはいか

がでしょうか。 
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■教育総務課長 

 委員のおっしゃるとおり、これは期待に沿っ

ていかなければならない事案だと考えており

ますので、機会を捉えて説明して参りたいと思

っております。 

 以上でございます。 

 

■宮野委員 

 例えば、校長会が毎月あると思いますので、

そのような場で説明をしていただき、校長先生

からでも各役員の方々に伝えていただくなど、

色々な形があると思います。 

 何もしなかったと言われるのが一番良くな

いことだと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他、各課でお知らせする事項等あります

か。 

 

■生涯学習課長 

 第５回三沢市文化財講座小川原湖民俗博物

館旧蔵資料展というチラシをご覧ください。 

 昨年度と変わりませんが、今年も１２月１５、

１６日の二日間で行いたいと考えております。 

 毎年１００名程度の入場者数なのですけど

も、六川目団体活動センターにおいて、９時３

０分から１５時３０分まで開催しております。 

 そして、同時開催として、今年はしめ縄づく

りを若干名ですけども行い、東日本大震災写真

展も併せて、昨年と同じく実施したいと思って

おります。 

 昨年度、委員の皆様にお越しいただきました。

あまり変わり映えのしない開催になるかと思

いますが、お知らせをしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの報告について、何かご質問・確認

等はございますでしょうか。 

 

■相沢委員 

 今回のお知らせは、市民の方々にはどのよう

にしてお知らせするのでしょうか。 

 

■生涯学習課長 

 急遽、文化庁からの実施のお願いの事案でし

たので、広報みさわへの掲載が間に合いません

でした。 

 そのため、今年はチラシとポスターで周知し

ようと考えております。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他、各課でお知らせする事項等あります

か。 

（「なし。」と声あり） 

 それでは、無いようですので、最後に各委員

の皆様からございますでしょうか。 

 

■立花委員 

 天井落下防止に関わる体育館の改修につい

てですが、工事の進み具合はどういう状況なの

かを確認したいと思います。 

 

■教育総務課長 

 天井落下防止に関わる体育館の改修事業に

ついてですが、今年度は予定通り事業が進みま

して、堀口中学校、上久保小学校の両校とも工

事の方は完了し、平常通り授業を行っておりま

す。 

 

■立花委員 

 次に、今月の始めにラジオを聴いていたら、

青森放送の見学という事で、県内の小学生が訪
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ねていました。 

 訪れた学校は、それぞれ番組に出演し、自分

たちの学校の様子や地域の様子をＰＲしてい

ます。 

 三沢小学校も同様に訪れて、午前中の番組に

出演し、自分たちの学校や地域の紹介をしてい

ました。 

 そこで、１人の男の子が英語で紹介をしてい

て、その時のアナウンサーが二度聞きするくら

い、とても驚いていました。 

 普段から英語に力を入れているという事で、

そのような公の場で堂々と発表出来るという

事は、取り組みの成果が出ているのかなと感じ

とてもうれしく思いました。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他、委員の皆様からありますでしょうか。 

 

■黒沢委員 

 これから冬にかけて、中学校３年生の子供達

は、受験など始まってくると思います。 

 高校の改編などで色々と情報が変わってき

ている状況の中で、受験生の子供達が知りたい

情報をしっかりと得られ、そしてしっかりと目

標を持って進められることが大事だと感じて

います。 

 不安の中にいる子供達に、きちんと情報が伝

えられている状況が作り上げられていれば良

いなと願うところです。 

 先日、未来館で行われた研修会の中で、私が

座ったテーブルは、主に保護者枠の方が着座さ

れていました。 

 やはり、高校の入試や高校の改編に向けての

話があがりましたし、高校が合併されることに

よって志望していた進学先の状況の変化や、交

通の便があまり良くないという事、バスの定期

代が高いなどの生の声を聞くことが出来まし

た。 

 今いろんな事が変わってきている状況の中

で、子供達がより良い方法を選択出来るように、

大人側の方でも丁寧に対応していただきたい

と思いました。 

 以上です。 

 

■学校教育課長 

 高校の改編が進んでいることは、非常に話題

となっていますが、学校の先生に対しては上北

教育事務所管内で、進路指導等を担当している

先生方を集めての説明会がありました。 

 それを受けて、各学校の方に周知する形にな

っています。 

 各学校でも、三者面談等が進んでいくと思い

ますが、その前から参観日等を利用して家庭の

方に情報を伝えたりしています。 

 子供達については、先程交通費用等の話もあ

ったのですが、そのような事も含めた活動とし

て、高校調べ学習を実施し、参観日に子供達の

発表を聞いてもらうなどの取り組みをしてお

りました。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他、委員の皆様からありますでしょうか。 

 

■宮野委員 

 危険箇所の調査が大々的に行われた事を聞

いておりました。 

 各学校の教頭先生を中心として学校の周辺

地域を調査する他、委員会や学校、警察、市役

所の関係課等に集まっていただいて調査をし

たと聞いていました。 

 報告はされたと思うのですけども、それは今

後どのように活かされるのか。 

 危ないところは直そうという事での調査だ

と思うので、今後いつ頃までにどのように進め
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ていくのかを分かる範囲で教えていただけれ

ばと思います。 

 

■教育総務課長 

 危険箇所の把握並びにその後の対応等につ

いての説明を申し上げます。 

 今年、新潟の女児殺害事件と大阪での震災等

におきまして、緊急的な通学路上の安全対策と

いう事でニュースになっておりましたが、三沢

市におきましても、これまでも何度か説明して

きておりますが、危険箇所の対応につきまして

は、１０月末までに各地域において特に重点的

な対策が必要と思われる所が５５箇所であっ

たと思います。 

 こちらを学校関係者や警察、道路管理者であ

ります市役所土木課、県民局の道路整備課、安

全対策を進めている市の生活安全課、保護者で

ございますＰＴＡ等の皆様にご参加をいただ

き、各地域にあわせた要望に対しての現状確認

を行いました。 

 今後の対応策につきましては、１月にその対

策会議等を開く予定にしております。 

 それと並行して、従前から行われている交通

安全施設の改善等に対しましても、現在進めて

いるところでございます。 

 交通安全対策の方につきましては、市の連合

ＰＴＡの方から毎年改善要望箇所という要望

を頂戴し、関係機関等が集まって同様に現地確

認や対策の検討等を進めているところでござ

います。 

 こちらにつきましては、１２月２０日に約１

６箇所の中から最重点地区を選び、現地検討を

進め、対策を検討する予定となっております。 

 この取り組みにつきましては、端的、一時的

な検討、対策というわけではなく、改善される

までをサイクル的に進めていくという取り組

みで、より良い環境を作るという事で継続しな

がら進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

■宮野委員 

 今お話を聞いていたら、重点的に直したいと

いう場所が５５箇所で、それは恐らく公的な場

所だけではなくて、民間の方の所有に関するよ

うなところも含まれているわけですよね。 

 そのあたりの難しさ、所有権等色々な要件が

あると思うのですけども、そこは所有していら

っしゃる方との話はしていらっしゃるのでし

ょうか。 

 

■教育総務課長 

 宮野委員のおっしゃる通り、そこのところが

大変難しいと考えております。 

 現在、具体的には交渉やお願いというのはし

ておりません。 

 また、どのような対応をしていけば良いのか

というのも悩んでいる点ではございます。 

 地権者や様々な事情があるかとは思います

が、現時点で出来る範囲で考えておりますのは、

まずは町内会等を通じて、お願いするのが一般

的であるのかと考えておりますが、それですべ

て解決するとは思っておりません。 

 ブロック塀等につきましては、個人の財産で

ございますし、お金がかかるものでございます

ので、中々進まないテーマだとは思っておりま

す。 

 そこにつきましては、避けて通るとか、そこ

の通り方等の指導面の方での対応をしていか

なければならないと考えております。 

 以上でございます。 

 

■宮野委員 

 ありがとうございます。 

 とりあえず自分のところにある危ないもの

だよという認識を、民間の所有者の方に伝えて

はいるのでしょうか。 

 それとも、これからの話でしょうか。 
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■教育総務課長 

 お伝えはしておりません。 

 そのアプローチの仕方もこれから考えたい

と思っております。 

 何分個人の所有物でございますので、一方的

な対応というのもとれませんので、そこは慎重

に考えて進めていきたいと思っております。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他、委員の皆様からありますでしょうか。 

 

■相沢委員 

 先日行われた音楽交歓発表会について、いつ

も公会堂であったのが、今年度はやむなく国際

交流教育センターの方でという事で、色々と苦

慮して実施され、大体滞りなく行われたのでは

ないかと思いました。 

 保護者の方の客席が別室になるという事も

少し心配していましたけれども、当日は多くの

方が来ていただいたようで、やはり保護者の方

も楽しみにしていらっしゃるのだなと改めて

感じました。 

 子供達の発表も、例年素晴らしいのですが、

今年も大変一生懸命練習してきた様子が伺え

ました。 

 恐らく私としては初めてだと思うのですが、

海鳴り太鼓をステージの上で発表を見ました。 

 他の小学校、中学校の子供達にとっても、実

際にあれを見る機会というのは、中々無いのか

なと思いましたので、今回は海鳴り太鼓のステ

ージがあって良かったなと思っておりました。 

 また来年も実施されると思いますけども、新

しく改修されたステージの方で、委員会として

も協力できるところは協力をして、滞りなく実

施されるようにしていただきたいなと思いま

した。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 その他、委員の皆様からありますでしょうか。 

 

                  

○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、１１月定例教育委員会を 

閉会いたします。 

 

閉会  １１時１５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  種 市 剛 大 
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