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三沢市教育委員会 令和元年度 ６月定例会 
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                      １１時２０分 閉会 
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  教育総務課 課長             髙 橋 徳 孝 

  教育総務課 副参事兼課長補佐       種 市 明 人 

学務課   課長             附 田 経 行 
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【別紙】 

 

三沢市教育委員会 令和元年度 ６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２号 県費負担教職員の交通事故・違反等について 

 議案第３号 令和元年度三沢市奨学資金貸付申請者の選考について 

 議案第４号 三沢市学校給食センター運営審議会委員の選任について 

 

第６ その他 

 

第７ 閉会 
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開会   ９時５６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、令和元年度６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

を進めていきます。 

 

                   

○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、立花委員と相沢委員を指

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。 

 （「はい。」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 

それでは、議事案件に移ります。 

議案第２号 県費負担教職員の交通事故・違

反等についての議案は、人事案件でありますの

で、先例により、非公開として別室審議といた

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、非公開として別室

審議といたします。 

 次に、議案第３号 令和元年度三沢市奨学資

金貸付申請者の選考についての議案は、個人情

報が含まれる案件でありますので、先例により、

非公開として別室審議といたしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、非公開として別室

審議といたします。 

 

 次に、議案第４号 三沢市学校給食センター

運営審議会委員の選任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補佐 

 お手元の資料、議案第４号 三沢市学校給食

センター運営審議会委員の選任についてをご

説明いたします。 

当審議会委員は、平成３１年３月３１日をも

って、任期満了となりましたことから、新たに

委員を選任するものです。 

選任区分は、三沢市学校給食センター条例及び

施行規則により、三沢市立小中学校校長から３
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名、三沢市立小中学校の児童生徒の保護者から

２名、医療保健関係者から２名、学識経験者か

ら３名となっております。 

それでは最初に、小中学校の校長からは、三

沢小学校校長 出河隆儀氏、第二中学校校長 

冨田隆氏、第三中学校校長 松木信嘉氏の３名

です。 

 次に、小中学校保護者からは、三沢市連合Ｐ

ＴＡ母親委員会副委員長兼三沢小学校ＰＴＡ

副会長 根城祐子氏、三沢市連合ＰＴＡ母親委

員会委員 久田安津子氏の２名です。 

 次に、医療保健関係者からは、医療法人みさ

わクリニック院長 菊池弘美氏、上北地域県民

局地域健康福祉部保健総室 竹林紅室長の２

名です。 

最後に、学識経験者からは、三沢市商工会副

会長 野川剛氏、おいらせ農業協同組合参事 

小比類巻正志氏、三沢市漁業協同組合総務課係

員 平瑞生氏の３名で、合計１０名です。 

 よろしくお願いします。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、委員の方からご質

問等ございませんか。 

 （「なし。」との声あり） 

 無いようですので、議案第４号 三沢市学校

給食センター運営審議会委員の選任について

は、原案のとおり、同意することにご異議ござ

いませんか。 

 （「異議なし。」との声あり） 

 

 ご異議ございませんので、議案第４号 三沢

市学校給食センター運営審議会委員の選任に

ついては、同意することに決しました。 

 

                   

○日程第６ その他 

 

■冨田教育長 

続いて、その他に移ります。 

 各課で委員にお知らせする事項を取りまと

め、お手元に配付しておりますので、教育総務

課から、順に説明をお願いします。 

 

■教育総務課長 

 教育総務課からは、６月定例議会の日程と主

な事業の進捗状況についてご説明いたします。 

はじめに、令和元年三沢市議会第１回定例会

の日程案についてお知らせいたします。 

 議会の招集告示は、６月２０日でした。議会

開会日が６月２８日、一般質問が７月４日及び

５日、特別委員会が７月８日及び９日、議会閉

会日が７月１１日となっております。 

 次に、主な事業の進捗状況についてご説明い

たします。 

 ４月の定例教育委員会で今年度の主な予算

や事業についてご説明した中から、物品購入事

業と学校施設の主な営繕などの進捗状況につ

いてご説明いたします。 

 はじめに、パソコンなどのＩＣＴ整備に関す

る事業について３点ご報告いたします。 

 １点目は、三沢市小中学校ＩＣＴ環境整備モ

デル校事業です。当事業は上久保小学校と第一

中学校の２校をモデル校に指定し、ＩＣＴ機器

を活用した実践的な授業を行い、今後のＩＣＴ

教育に係る具体的な整備方針や活用方法等を

検証するため、必要な機器等を購入するもので

す。 

 進捗状況は、既に契約を終え事業に着手して

おり、夏休み終了までに機器整備や操作講習会

を終え、２学期から運用開始する予定としてお

ります。 

 ２点目は、小中学校図書管理用パソコン購入

事業です。学校図書館の管理・運用の効率化を

図るため、全ての小中学校に図書管理用パソコ

ン及び周辺機器を整備するものです。 

 進捗状況は、現在、発注準備を進めており、
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７月中に契約し、２学期に使用できるようにし

たいと考えております。 

 ３点目は、教職員用パソコン更新事業です。 

現在、教職員が使用しているパソコンが、来年

の１月にサポートが終了することから、情報セ

キュリティの向上を図るため更新するもので

す。 

 進捗状況は、現在、発注準備を進めており、

８月中に契約し、１０月頃から順次設置をはじ

め、遅くとも年内の完了を予定しております。 

 次に学校施設の改修整備に関する事業につ

いて３点ご報告いたします。 

 １点目は、岡三沢小学校講堂床改修工事です。 

今年の学校訪問で委員の皆さまもご承知のこ

とと存じますが、当事業は、講堂の床板が経年

劣化により歪みが生じていることから、床板の

張替、研磨等の改修工事を行い、児童の安全性

及び利便性の向上を図るものです。 

 進捗状況は、既に入札を終え工事の準備に着

手しており、夏休み期間中に着工・完了し、児

童への不便を最小限にしたいと考えておりま

す。 

 なお、スポーツ少年団は、夏休み期間中は、

総合体育館での練習を予定しています。 

 ２点目は、屋内運動場天井等落下防止対策工

事です。当事業は、例年実施している事業で、

今年度は、古間木小学校と第二中学校となりま

す。 

 進捗状況は、国の交付決定を受けて、現在、

工事の発注準備を進めており、７月中に契約し、

遅くても１２月末の完了を予定しております。 

 なお、体育・部活動等の利用に支障がないよ

う代替施設の利用や、できる限り冬期間の工事

にならないようにしたいと考えております。 

 ３点目は、暖房設備改修工事です。当事業も

例年実施しているボイラーの更新事業です。今

年度は第二中学校になります。 

 進捗状況は、現在、国の補助事業への交付申

請の準備作業をしており、今回は防衛省の２・

８国債という予算を利用するため、２か年にわ

たって工事を行うことになります。１年目の今

年度は各種工事の契約手続きと工事の準備を

行い、２年目の来年春に工事着手し、９月末で

の完成を目指すものです。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 全ての課のお知らせが終わってから、確認や

質問等をお受けしたいと思います。 

 次は、学校教育課お願いします。 

 

■学校教育課長 

 それでは、２番学校教育課とある資料をご覧

ください。 

 令和元年度第１回三沢市いじめ防止対策審

議会についてですが、これは、三沢市いじめ防

止基本方針に基づいて、三沢市のいじめ防止対

策の現状や取り組みのあり方等について審議

していただくことになっており、７月１８日に

三沢市国際交流教育センターで行われます。 

 続いて、令和元年度三沢市オリンピック・パ

ラリンピック教育授業研修会の開催について

でございます。別添資料をご参照ください。 

 ７月１２日に、三沢市立第二中学校で行われ、

対象は、三沢市内各小中学校教員となっており

ますが、実際は国際パラリンピック委員会の公

認教材を使って授業を行い、他の学校にこれを

紹介するというものです。 

 また、日本財団パラリンピックサポートセン

ター推進戦略部プロジェクトマネージャーを

務めている、アスリートのマセソン美季さんを

お招きして講演を行うことになっております。 

 続いて、イングリッシュ・キャンプについて

は、別添資料をご参照ください。 

 毎年実施している事業です。今年度は、８月

５日から８月７日まで、三沢市国際交流教育セ

ンターで行わます。三沢市内の中学１年生から
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３年生までの合計４０名を対象にし、プログラ

ムの内容は、１日目は、開校式、自己紹介、グ

ループ分け、夕食はバーベキューなどを実施し

て子供たちが知り合えるような状況をつくり

出します。２日目は、米軍三沢基地内施設見学、

英語劇をグループ毎に作成・練習をし、３日目

に英語劇を発表して、閉校式となっております。 

 今年度から冬休みに小学生を対象にした、イ

ングリッシュデイーを実施いたしますので、ま

た改めてご紹介したいと思います。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございました。 

 次、お願いします。 

 

■生涯学習課長 

 生涯学習課からは、なつやすみ宿題おたすけ

塾についてご説明いたします。別添資料をご参

照願います。 

 小学生対象となっており、学習サポート、絵

画、習字の３教室合わせて９日間開催いたしま

す。そのうち５日間を共働き等で送迎できない

児童を考慮し、今年度は、バスを巡回させます。 

バス利用の申込状況をみながら、集合場所や時

間を決めたいと考えており、募集は、７月３日

からです。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございました。 

 各課から事業についての説明をしていただ

きましたが、ただいまの説明に対しまして、委

員からご質問・確認等はございますか。 

 

■立花委員 

 ＩＣＴ整備事業について、モデル校が第一中

学校と上久保小学校とのことですが、学年やク

ラスも指定されるのですか。 

■教育総務課長 

 特にございません。学年レベルに応じた使い

方等があると思いますので、学校にお任せした

いと思います。 

 

■冨田教育長 

 予算が付いている物品等については、私の方

から早く物を準備して、学校への設置・配置を

お願いしておりました。限られたスタッフで準

備しておりますが、例年より１ヶ月ほど早めに

進めており、担当には、一生懸命頑張ってもら

っていました。 

 

■相沢委員 

 なつやすみ宿題おたすけ塾について質問で

すが、昨年より改善しながら、実施しているよ

うな感じがしています。募集用のチラシも内容

を大きく３つに分け、実施場所も分かり易く工

夫がされています。今年の募集方法は、どうな

っていますか。応募順ですか。 

 

■生涯学習課長 

 はい、今年も応募順の予定です。募集人数は、

教室により若干違いますが、２０名程度になる

かと思います。多少は、多めに受け付けたいと

考えております。 

 

■冨田教育長 

 補足しますと、教室や実施日により、人数が

多少偏ることもありますが、会場の都合なども

考慮し、できるだけ、希望に添えるような対応

を考えていきたいと思います。 

 

■相沢委員 

 実施日や実施会場が分かれていますが、サポ

ートする方を増やしているのでしょうか。  

 

■生涯学習課長 

 講師は決まった人数ですが、サポートには高
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校生を予定し、今募集しております。高校生に

サポートしていただくような形をとりながら

進めて行きたいと考えております。 

 

■黒沢委員 

 なつやすみ宿題おたすけ塾についてですが、

相沢委員も仰っていたように、年々改善されて

いる様子が見られます。昨年までは、開催場所

が学区外、特に北部地域の子供等が、参加した

くても保護者の送迎がない場合に参加できな

かったこともありましたが、バスを出していた

だけるのは、大変有り難いと思います。また、

当初から見ると開催の日数が増えていること

も有り難いと思います。 

 イングリッシュキャンプについては、中学生

は思春期もあり、興味があるけど参加できない

ということもあると思いますが、小学生は、活

発であるので、小学生のうちから冬のイングリ

ッシュデイーなどに参加することで、中学生の

参加に繋がって行く形ができることもあると

思い、その成果を期待します。 

 

■冨田教育長 

 土曜日に、今年初めて行われましたみさわわ

くわくサマーゼミナールの様子について、急な

お願いで申し訳ありませんが、学校教育課長に

説明をお願いします。 

 

■学校教育課 

 みさわわくわくサマーゼミナールについて

は、前回チラシでご紹介しておりました。小学

生２０名位の参加がありました。１回目は、夏

休みにどの様な自由研究をやりたいかを考え

させるため、図書館の資料を利用した調べ学習

や航空科学館で学べる理科系の実験・研究、観

察などを紹介し、スライドショーなどを通して、

色々なことを子供たちに考えてもらう企画で

大変好評でした。 

 

■冨田教育長 

 参加した子供たちは、中学年から高学年でし

たが、保護者からは、子供たちに知的な刺激を

与える場を作ってくれて有り難いと言ってお

りました。これからも総合的に様々な事業をコ

ーディネートしていきたいと思っております。 

 

 その他、質問等ございますか。 

（「なし。」と声あり） 

 それでは、ないようですので、その他につい

ては終わります。 

 最後に、各委員から感想等を一言ずつお願い

します。 

 

■本江委員 

 色々な取り組みが、着々と進められていて良

いと思いました。先日、伺いました小学校の陸

上競技大会は、三沢独自だと思いますが、選手

だけでなく、全員がグラウンドを走れるといっ

たきめ細かい配慮に子供たちを大事にしてい

ることが、良くわかりましたし、保護者の応援

やお手伝いも多くて非常に驚きました。これか

らも続けていただければ良いと思います。 

 

■黒沢委員 

 まだ全部終了していませんが、学校訪問にお

いて、設備等の予算が無いにもかかわらず、昨

年度に整備したところは、きめ細かく進められ

ていました。技能主事さんも含め、全員が学校

を大切に使っていることが、感じられました。

建物が古くても大切に使ってくださることで、

本当の意味で学校が輝いているような印象を

受けました。先生方も子供たちを個別に対応を

してくださっているし、校長が先生方のことも

配慮してくださっていることで、安心できる体

制ができていると思いました。 

 子供たちは、昨年からパラリンピックの授業

を受けていますが、実際競技もやっており、子

供たちは、授業を通して、スポーツとして捉え
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て楽しんでいると実際感じました。これからパ

ラリンピックの教材を使って授業をするとい

う事で、来年東京で開催されるオリンピック・

パラリンピックも身近に感じられ、どれだけ子

供たちがワクワクするのかを考えると楽しみ

です。 

 

■相沢委員 

 陸上競技大会の感想ですが、毎回準備に携わ

っている事務局の方々の努力と頑張りを感じ

ました。保護者も色々なところで協力している

姿も良かったです。最近の子供たちは体力的・

運動能力的に心配であると聞いていますが、新

記録が出たりして頑張っている姿が見受けら

れました。高学年が参加できる機会ではありま

すが、大会のために練習を頑張っている姿を見

て、低学年の励みになり目標になっていくので

はないかと改めて感じました。 

このまま、良い形で継続していく事を願ってい

ます。 

 

■立花委員 

 私も、陸上競技大会についての感想です。昨

年も感じましたが、今年も小規模校の子供たち

が非常に頑張っていると思いました。大規模校

は人数が多い中で選手として選ばれているの

で有利だと思いますが、古間木小学校や三川目

小学校などの小規模校の選手も上位に入って

いました。その頑張りが低学年にも伝わること

と思います。 

 学校訪問も半分余り終了しましたが、全体的

に学校としては良い傾向であると思います。た

だ、困り感のある児童生徒が思ったより多かっ

たのには驚きました。本江委員が、学校訪問の

時に、授業を受けている時の子供たちの足元を

見ればその子供の落ち着きが良くわかると言

っていましたので、私もその後は、足元を見て

観察をしていました。まだ、半分あるので、こ

れからも様々なところを見学させてもらい現

場の状況を把握したいと思います。 

 施設の補修等については、学校でも出来そう

な事も教育総務課へお願いしているようなの

で、もう少し工夫し、手直し出来るのではない

かと思いました。 

 特別支援の子供たちには、どの学校でも丁寧

に根気強く指導しておられました。 

 

                  

○日程第７ 閉会 

 

■冨田教育長 

 その他、ございますか。 

無いようですので、暫時休憩といたしまして、

人事案件の審議のため、別室へ移動をお願いい

たします。 

 

 ７月定例会の日程についてですが、７月２６

日 金曜日 午前１０時に開催したいと考え

ておりますが、いかがでしょうか。 

 （「異議なし。」との声あり） 

 

 それでは、７月定例会は、７月２６日 金曜

日 午前１０時といたします。  

 

                   

 

 

暫時休憩  １０：３６ 

 

 

再  開  １０：４５ 

 

 

教育長室において、「議案第２号 県費負担

教職員の交通事故・違反等について」、及び「議

案第３号 令和元年度三沢市奨学資金貸付申

請者の選考について」を審議し、原案のとおり

承認された。 
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閉会  １１時２０分 

 

 

 

■会議録署名者 

 

 教育委員  立 花   肇 

 

 教育委員  相 沢  靖恵 

 

 書  記  今 村 多美代 

  


