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三沢市教育委員会 令和元年度 ７月定例会 

 

１ 日  時  令和元年７月２６日（金）  １０時００分 開会 

                      １１時２３分 閉会 

 

２ 場  所  三沢市役所 別館４階 第１研修室 

 

３ 出席委員 

    教 育 長                冨 田   敦 

    委   員                立 花   肇 

    委   員                相 沢 靖 恵 

    委   員                黒 沢 のぞみ 

    委   員                本 江   宏 

 

 

４ 出席職員 

  教育部長                 山 﨑   徹 

  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 

  学務課 副参事兼課長補佐兼学務係長    川 井 克 子 

  学校教育課 課長             米内山 誠 毅 

  学校教育課 課長補佐           桐 原 賢 哉 

  生涯学習課 参事兼課長          小 泉 厚 子 

  学校給食センター 所長          小 島 一 人 

  教育総務課 副参事兼課長補佐（書記）   今 村 多美代 

  教育総務課 教育総務係長         鳴 海   拓 

 

５ 傍聴者  ２名 

 

６ 議事日程 別紙のとおり 
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【別紙】 

 

三沢市教育委員会 令和元年度 ７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５号 三沢市学校規模適正化検討委員会設置要綱の制定について 

 議案第６号 令和元年度三沢市文化賞等表彰者の提案及び社会教育委員への諮問 

       について 

 

第６ 報告案件 

 報告第３号 令和元年三沢市議会第１回定例会について 

 

第７ その他 

 

第８ 閉会 
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開会  １０時００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７月定例教育委員会

を開会いたします。 

それでは、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、黒沢委員と本江委員を指

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

が、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） 

 ご異議ございませんので、承認といたします。  

 

                   

○日程第５ 議事案件 

 

■冨田教育長 

 議事案件に移ります。 

 議案第５号 三沢市学校規模適正化検討委

員会設置要綱の制定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。 

 

■学務課長 

 議案第５号 三沢市学校規模適正化検討委

員会設置要綱の制定について、ご説明いたしま

す。 

 これまでも、三沢市教育委員会として、学校

規模の適正化について、注視してきましたが、

現時点における児童生徒数や今後の推移など

を踏まえ、人口減少化時代に入り避けて通れな

い課題として、全市的な視点から学校規模等に

ついて検討することが必要であると考え、この

度、三沢市学校規模適正化検討委員会を設置し

て、学校規模等について検討するため、関係者

から意見を聴取するものです。 

 それでは、設置要綱をご覧ください。 

 第１条の設置理由としましては、三沢市立小

学校及び中学校の適正規模等についての検討

にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、

三沢市学校規模適正化検討委員会を設置する

ものです。 

 第２条の検討委員会において意見を聴取す

る事項は、学校の適正規模等に関することと 

その他学校規模の適正化に必要と認められる

ことに関する意見を聴取したいと考えており

ます。 

 第３条の組織といたしましては、（１）地域

の代表者、（２）保護者代表、（３）学識経験者、
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（４）学校関係者から、９名を選定し、委員と

して委嘱したいと考えております。 

 第４条の任期については、委嘱又は任命の日

から２年とします。 

 第５条、第６条、第７条につきましては、委

員長及び副委員長の選定、会議の内容、庶務、

その他について定めています。それらの内容を

踏まえて、検討委員会を進めていき、今回、教

育委員会の承認を得て、予算措置や委員選定な

どの事務作業など、具体的な対応を行っていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

     

■冨田教育長 

 ありがとうございました。 

 ただ今の説明に対し、委員からご質問等ござ

いますか。 

 

■相沢委員 

 今後、具体的なことを決めていくということ

ですが、委員９名について、（１）から（４）

のうち、それぞれ何名になるのしょうか。 

 

■学務課長 

 それぞれ、およそ２名ないし、３名を選定し

お願いしたいと考えております。 

 

■黒沢委員 

 他市町村において、この様なことを実施して

いる、若しくは、既に規定があるなど、事例が

あるのでしょうか。 

 

■学務課長 

 検討委員会を実施している市町村は少ない

かと思いますが、数年前に六ヶ所村の教育委員

会において、この様な論議をしたということを

確認しております。 

  

■冨田教育長 

 若干補足になりますが、何かを進めるにあた

っては、このような会を立ち上げ、検討して進

めていくことが多いかと思います。長年かかっ

ているところは、いきなり教育委員会の意見を

出しているのかもしれません。 

 

■黒沢委員 

 幼児教育の場合においては、平成２７年度に

子ども子育て支援法が策定された際、認可保育

所の設立の最低定員数が定められましたが、あ

る程度の集団の場でないと、経験できないもの

があるというような方針が打ち出されました。

子どもの発達や成長、そして経験を積み重ねる

といった意味では、子供たちが持てる力を十分

に育てられる環境があるのではないかと思い

ます。 

 本市のように、丁寧に検討委員会を設置し、

話し合いを重ねて、方向性を決めることは、子

供たちがどう育っていくのか、どう育てていき

たいのかを考える良い機会になるのではない

かと思います。 

  

■学務課長 

 委員の皆様のご意見を参考にさせていただ

きたいと思います。 

 貴重なご意見をありがとうございました。 

 

■立花委員 

 六ケ所村では、何ら説明もないままに統合の

話がでて、かなり地域の反発があったと聞いて

います。私は、事前にこの様な協議をするとい

うことは非常に良いことだと思います。 

 

■本江委員 

 学校若しくは地域、市民の方々が、この様な

ことが話し合われていることを把握する機会

があるのですか。また、それはいつ頃市民に公

表するのですか。 
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■学務課長 

 予定としましては、２年とし、検討委員会の

様々なご意見を基に、教育委員会で基本的な考

え方をまとめ、市民へお伝えできれば良いと考

えております。 

 

■冨田教育長 

 国全体が、人口減少化時代に入っており、本

市でも統計をとっておりまして、他市町村より

減少化率が緩やかではありますが、確実に減少

しております。 

 子供たちの学習環境を適切に維持していく

ために検討委員会を立ち上げ、ご意見をいただ

くものです。 

 学務課長、今後の見通しや予定などの説明の

補足をお願いします。 

 

■学務課長 

 今後は、各関係機関の代表の方々のご意見を

集約し、現在の各学校の取り組み、児童生徒数、

学校経営、学校運営、そして学校施設なども含

め、十分に理解していただいた上で、ご意見を

いただきたいと考えております。 

 

■立花委員 

 検討委員は、それぞれの立場での任期がある

と思いますが、途中で委員の入れ替えがあると、

個人的な意見が出てくると思うので、人選を慎

重にお願いします。 

 

■学務課長 

 今のご意見を参考にして、十分に精査させて

いただきたいと思います。 

 

■冨田教育長 

 その他、ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 それでは、ないようですので、議案第５号は、

原案のとおり、承認することに、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５号 三沢

市学校規模適正化検討委員会設置要綱の制定

については、承認することに決しました。 

 

■冨田教育長 

 次に、議案第６号 令和元年度三沢市文化賞

等表彰者の提案及び社会教育委員への諮問に

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。 

 

                   

○日程第６ 報告案件 

 

■冨田教育長 

 続いて、報告案件に移ります。 

 報告第３号 令和元年三沢市議会第１回定

例会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。 

 

■教育部長 

 第１回の定例会におきましては、教育委員の

皆様は、研修とかち合ってしまいましたが、１

件、春日議員から、教育問題、図書館の障がい

者への郵送貸し出しサービスについてありま

したので、その答弁内容について、ご報告いた

します。 

 まず、質問の趣旨ですが、八戸市立図書館に

おいて重度の障がいがあり来館が困難な市民

に対し、無料の郵送貸し出しサービスを本年度

スタートするが、県内では既に青森県立図書館

と十和田市立図書館で行っている。 

 本市は障がい者にも優しい共生社会を目指



- 6 - 

 

しており「一人の人も取り残さない」理念で取

り組んできていることから、図書館に借りに来

ることが出来ない重度の障がいを持った方を

対象に郵送貸し出しサービスを導入してみた

らどうか。 

 答弁の内容は、図書館法第２条によりますと、

図書館は、図書、記録その他必要な資料を収

集・整理・保存して、一般公衆の利用に供し、

その教養や調査研究、レクリエーション等に資

することを目的としております。 

 三沢市立図書館におきましても、サービス提

供の充実と拡大を目標に、より多くの市民に利

用していただけるよう、乳幼児への読み聞かせ、

写生会、豆本等の手作り講習会などを実施して

おります。 

 また、障がい者へのサービスとして、視覚支

援コーナーに拡大読書機、電子図書及び大活字

本を設置しているほか、聴覚障がい者への筆談

や車いすの方への付き添い等のサービスに努

めているところであります。 

 ご質問の障がい者への郵送貸し出しサービ

スにつきましては、当市が目指す共生社会の理

念に添って、対象者や配送方法、費用負担など

他市の実施状況を参考にしながら、利用者目線

にたって、実施に向け検討して参ります。と答

弁いたしました。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございました。 

 ただ今の報告に対し、委員からご質問等ござ

いますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 ないようですので、報告第３号 令和元年三

沢市議会第１回定例会についての報告は、終わ

りといたします。 

 

                   

○日程第７ 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、順にご説

明願います。学務課よりお願いします。 

 

■学務課長 

 ２０１９年度教育委員と語る会の開催につ

いては、既に委員の皆様へご案内しております

が、日時は、８月２９日木曜日、午後２時３０

分から４時１０分まで、三沢市役所本館４階大

会議室において、議題について校長会と委員の

皆様と協議を行うことになっておりますので、

ご確認の上、ご参加くださいますようお願いし

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。 

 全ての課のお知らせが終わってから、質問や

確認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 

 別添資料をご参照ください。 

 令和元年度東部地区中学校英語スピーチコ

ンテスト実施要項（抜粋）をご覧ください。 

 日時は、令和元年８月３０日金曜日１２時３

０分から、三沢市国際交流教育センターのホー

ルで行います。 

 このスピーチコンテストは、上北地方の英語

弁論大会及び県大会等へ進む生徒を、東部地区

の三沢市、おいらせ町、六戸町から選出するた

めの大会で、毎年開催しており、この中からも

上位の大会等に進出して、非常に活躍している

生徒もおります。 

 以上でございます。 

 

■生涯学習課長 
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 生涯学習課からは２つ報告事項がございま

す。 

 はじめに、親子力アップ講座親子でバーベキ

ューを開催いたします。 

 別添資料をご参照ください。 

 小学生対象となっておりますが、バーベキュ

ーは、講座として初めて実施します。「地場産

野菜とおいしいお肉で学んで、焼いて、おいし

く食べよう！」をキャッチフレーズに地域活動

を担う高校生とコラボしながら実施します。 

 これまでの講座の申込み受付は、電話のみの

先着順でしたが、今回は、電話、メール、ファ

ックスを活用し、申込み多数の場合は抽選とし

ます。 

 次に、読書通帳を作成しましたのでお知らせ

いたします。 

 自書式ではありますが、１冊で２０冊分の記

入ができ、いっぱいになった際にはシールやえ

んぴつなどのプレゼントを考えており、この通

帳を楽しみながら活用していただき、読書推進

のきっかけに繋がるように進めて参りたいと

考えております。  

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございました。 

 各課から事業についての説明をしていただ

きましたが、ただ今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 

 親子でバーベキューの１０組、２０名は、

少々少ないのではないでしょうか。 

  

■生涯学習課長 

 今回初めての企画でございますので、応募数

などの様子を見て、来年度どうするか決めたい

と思います。ちなみに、１組で４名まで参加可

能ですので、最大で４０名になります。 

■冨田教育長 

 その辺は、臨機応変に行うという捉え方です

ね。 

  

■生涯学習課長 

 勿論、そのとおりでございます。 

  

■黒沢委員 

 バーベキューについてですが、原則４名まで

参加可能というのは、例えば子供の参加人数が

多い時は、臨機応変に対応ができるということ

ですよね。 

  

■生涯学習課長 

 そうです。 

 ちなみに、小学生以上は、参加料が１人５０

０円ですが、未就学児は、無料となっておりま

す。 

  

■黒沢委員 

 １組２名という世帯が多いと思いますが、

様々な家族構成を考えた受け入れ方は、大変良

いと思います。申し込みに関しても、電話だけ

の申し込みは、受付の時間が、大体８時から１

７時までとなっており、保護者が仕事をしてい

る場合は、かけることができないと聞いていま

す。ファックスやメールでの申し込みもでき、

更に、多数の申込みの場合は抽選となることな

ども、配慮が行き届いていて、有り難いと思い

ます。 

 また、高校生も関わっているとのことですが、

三沢高校は、モスプロジェクトといって、地域

の中で、興味があることを学ぶ機会があります

が、更に学ぶ機会があるという事は良いことだ

と思います。 

  

■生涯学習課長 

 今、サマースクールをやっておりますが、高

校生にボランティアとして参加していただい



- 8 - 

 

ております。 

 

■冨田教育長 

 なつやすみ宿題お助け塾で、習字や学習にお

いて、高校生に補助していただいて、大変良い

雰囲気で実施しておりました。 

 

■相沢委員 

 読書通帳について質問ですが、これは、いつ

から、どこでいただけますか。 

 

■生涯学習課長 

 ８月１日から、図書館で貰えますが、学校等

でも欲しい方があったら、臨機応変に対応して

いきたいと考えております。 

 

■相沢委員 

 対象は、絵柄が可愛らしかったので、子供だ

けですか。大人も貰えるのですか。 

 

■生涯学習課長 

 大人も対象です。皆さんに楽しんで貰えたら

良いと思っております。 

 

■冨田教育長 

 早速、今日のデーリー東北に掲載していただ

いておりました。写真入りで、記事の内容も対

象者や貰える場所など、詳しくあり、ピーアー

ルしていただきました。 

  

 その他、質問等ございますか。 

（「なし。」と声あり） 

 ないようですので、その他については終わり

といたします。 

 最後に、委員の皆様から確認したいことや感

想等をお願いします。 

  

■相沢委員 

 市内小中学校の学校訪問が先日終了しまし

たので、その感想ですが、どの学校の校長先生

も学校の方針をしっかりと掲げており、その実

現に向け、子供たちのため、また、先生方の働

き方にも配慮しながら頑張っている様子がわ

かりました。それぞれの学校では課題もあり、

生徒の減少等のため難しいことや、子供の様子

で困っているというお話もありましたが、丁寧

に対応してくださり、段々と良い方向に向かっ

ていけば良いと思いました。 

 校舎については、古い学校もありますが、簡

単な修繕部分は、学校で修繕し、不具合があっ

ても工夫しながら、きれいに掃除をして使って

いることも有り難いと思いました。 

 教育委員会でも、施設環境に対しては、今後

もできるだけ対応して、子供たちの良い学習環

境を整えていただきたいと思いました。 

  

■本江委員 

 私も、学校訪問についてですが、久しぶりに

学校を回り、子供たちは、様々なことに一生懸

命取り組み、先生方と一体となり、頑張ってい

て素晴らしいというのが、全体的な感想でした。

ただ、学校によっては、様々な問題を抱えてい

る学校もあるようですので、他校の意見等を十

分に交換し合える機会があれば、もっと良いと

思いました。 

 先日、文部科学省の説明にありましたが、先

生方は色々と疲れていますので、夏休み期間を

うまく利用していただきたいと思います。手を

抜くのではなく、身体を休めながら仕事をして

いただきたいと思いました。 

  

■黒沢委員 

 私も、学校訪問について感想を述べたいと思

います。地域が多様化し、個々のそれぞれの思

いや願いが、叶えやすい世の中になっている反

面、個々の多様な要望が学校にふりかかってく

る状況は、否めないと思いました。本江委員か

らもありましたように、先生方の働き方改革が、
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現実的に、進むことを強く願います。 

 校長先生が、学校の経営方針を強く熱く語っ

てくださる姿には、子供たちへの愛情が感じら

れ、それを受けて教頭先生が、先生方に対して、

授業改善や校内研修の充実化を図っているこ

とにも、子供たちはより良い教育を受けられる

環境にあると感じまして、感謝の気持ちが湧き

上がって参りました。 

 学校の設備は、教育委員会において、必要な

部分の改修が進んでいる実態が確認できまし

た。また、技能主事さんが工夫し修理して使っ

ている、若しくは棚などを付け加えて子供たち

が使いやすい環境を作ってくださっているこ

とに、改めて感謝いたしました。 

 ある学校では、「技能主事さんが、直してく

れたところです。」と子供たちに伝えてくださ

っており、新しい物に目が向きやすいのですが、

美しさは、新しい物だけでなく、そこに込めら

れた思いが感じられてこそ美しさになり、古い

物を美しいと感じられる人との関わりに、更に、

先生方だけでなく、校長先生も、教頭先生も、

事務さんも、技能主事さんも、支援員さんも、

皆さんが、一人一人発揮している力を子供たち

が感じられるように伝え合える学校であって

欲しいと思いました。  

  

■立花委員 

 私も、学校訪問についての感想です。 

 総じて良い方向に進んでいると思いました。

今回は、教育長の配慮により、それぞれの委員

が各自ポイントを決めて参観しており、大変有

意義でバラエティーな意見がでたと思います。 

 私は、学校と地域との関わりをポイントとし

ましたが、昨年三沢版コミュニティスクールが

スタートしました。その事業についての予算が

若干付いていると思いますが、活動の報告書が

学校からあるのでしょうか。 

 

■生涯学習課長 

 謝礼や、消耗品などの予算があり、その報告

は、活動報告と共にあがってきております。地

域コーディネーターの研修では、意見交換や情

報交換もしております。 

  

■立花委員 

 小学校においては、特に登下校の安全につい

て、地域の方々にも見守っていただきたいと思

います。学校や家庭だけでの見守りには、限界

があります。教育長さんも言っておりますが、

地域の方々にお願いして、色々なことをしなが

ら、色々な方に子供たちの登下校を見守って欲

しいと思います。学校だよりなどを通じて、地

域の方にお願いすることは、子供たちのことを

考えると重要なことだと思います。 

 学校でも色々と取り組んでおりますので、地

域との関わりを更に強化すれば、子供たちの安

全がより確保されると思います。 

 また、東北大会で今回は、福島県郡山市での

研修をさせていただきました。研修では毎回地

域の文化施設などを訪ねて勉強しております。

今回、図書館にお邪魔しましたが、平日にも関

わらず、非常に賑わっておりまして、三沢市の

図書館もこの様に賑わえれば良いと感じまし

た。 

 

                  

○日程第８ 閉会 

 

■冨田教育長 

 その他、ございますか。 

（「なし。」と声あり） 

 ないようですので、暫時休憩といたしまして、

非公開審議のため、別室へ移動をお願いいたし

ます。 

 

 ８月定例会の日程についてですが、８月２９

日 木曜日 午後１時１０分に開催したいと

考えておりますが、いかがでしょうか。 
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 （「異議なし。」との声あり） 

 当日は、校長会による、教育委員会と語る会

が、午後２時３０分に開催される予定となって

おりますので、よろしくお願いします。 

 

                   

 

 

暫時休憩  １０：４２ 

 

 

再  開  １０：５１ 

 

教育長室において、「議案第６号 令和元年

度三沢市文化賞等表彰者の提案及び社会教育

委員への諮問について」を審議し、原案のとお

り承認された。 

 

                   

 

閉会  １１時２３分 

 

 

 

■会議録署名者 

 

 教育委員  黒 沢 のぞみ 

 

 教育委員  本 江   宏 

 

 書  記  今 村 多美代 

  


