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三沢市教育委員会 令和元年度 ３月定例会 

   

   

  １ 日  時  令和２年３月２６日（木）    ９時５８分 開会 

                       １１時１５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 

    学校教育課 課長             米内山 誠 毅 

    学校教育課 課長補佐           江 渡   勇 

    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  ３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 ３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１６号 令和元年度三沢市教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書

（平成３０年度実績）について 

議案第１７号 三沢市立学校医及び学校歯科医の選任について 

議案第１８号 三沢市公民館運営審議会委員の選任について 

議案第１９号 三沢市社会教育委員の選任について 

議案第２０号 三沢市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 

議案第２１号 三沢市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休憩、週休日に関する

規程の一部を改正する規程の制定について 

議案第２２号 三沢市教育委員会会計年度任用職員の任用及び服務に関する規程の

制定について 

議案第２３号 三沢市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に関する規程の制定に

ついて 

議案第２４号 三沢市スクールソーシャルワーカー設置規程及び三沢市心の教室相

談員設置規程の廃止について 

議案第２５号 三沢市外国語指導助手の就業に関する規則の廃止について 

議案第２６号 三沢市外国語指導助手の任用、服務及び報酬に関する規程の制定に

ついて 

議案第２７号 三沢市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第２８号 三沢市公会堂管理規則の一部を改正する規則の制定について 

    

   第６ その他 

    

   第７ 閉会 
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開会  ９時５８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３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

すが、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 

 続いて、議事案件に移ります。 

 議案第１６号 令和元年度三沢市教育委員

会の事務の点検及び評価に関する報告書（平成

３０年度実績）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。 

  

■教育総務課長 

 議案第１６号 令和元年度三沢市教育委員

会の事務の点検及び評価に関する報告書（平成

３０年度実績）についてご説明いたします。 

お手元に配付してある資料をご覧ください。 

この報告書は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２６条の規定に基づき、令和元

年度において、前年度、平成３０年度の事務事

業の点検を行い、外部評価者によって評価し、

市議会へ提出するとともに、広く公表するもの

であります。 

それでは、はじめに表紙をめくっていただい

て目次をご覧ください。 

報告書の内容でありますが、１ページから４

ページには、平成３０年度の教育委員会の活動

状況について、教育委員の構成、委員会の開催、

審議状況を掲載しております。 

５ページから８ページには、平成３０年度三

沢市教育委員会施策の方針について、三沢市教

育振興基本計画スローガン、三沢市教育施策の

方針、平成３０年度予算の概要、教育委員会事

務局機構図を掲載しております。 

９ページから１０ページには、教育委員会の

事務の点検・評価について、趣旨、点検・評価

の方法、根拠法令を掲載しております。 
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１１ページから２０ページには、主な施策の

成果報告書について、２１ページから４１ペー

ジには、事務事業の点検・評価結果を、そして

最終ページの４２ページには、点検・評価のま

とめを掲載しております。 

事務事業の評価にあたっては、外部評価者に、

第二中学校ＰＴＡ会長の坂岡敏行氏と元三沢

市民生部長の宮古健一氏に依頼し、点検評価を

行っております。 

総評として、平成３０年度三沢市教育委員会

の事務事業については、各事業とも、妥当性が

あるとの評価をいただいております。 

なお評価者からの事務事業に対する主なご

意見やご提言としては、２２ページをご覧くだ

さい。総合的学習推進事業については、「外国

の文化、生活習慣の違いや各専門分野の体験を

通し、国内外を問わず視野及び能力の拡大、向

上につながっている良い取組みであると思い

ます。今後とも、業種、業態の変化を的確に捉

え、継続していただきたい。」と、ご意見をい

ただきました。 

次に２４ページをご覧ください。英語教育推

進事業については、「外国青年招致事業同様に

英語を身近に感じるとともに、コミュニケーシ

ョン能力の向上にも役立っていると思います。

英語検定受験費用の助成も市内児童生徒の英

語の成績アップに大きく貢献しているものと

思います。今後も様々な英語での交流事業を期

待します。」と、ご意見をいただきました。 

次に２６ページをご覧ください。豊かな心を

育てる生徒指導活動費については、「児童生徒

の諸問題は、学校内では教職員をはじめ、ソー

シャルワーカー、相談員の方々により解消され

ているものと思われますが、各家庭での問題は、

年々複雑化してきております。家庭内に踏み込

むことは非常に困難なことではありますが、可

能な限り家庭内の不安・問題解消にもご配慮い

ただくことを期待しています。」と、ご意見を

いただきました。 

次に２８ページをご覧ください。指導費につ

いては、「学力・知能検査の実施により、児童

生徒の個々の学習の定着等が把握できるとと

もに、その結果を基に指導の方向性や充実を図

ることができることから、今後とも継続して実

施してほしい。」と、ご意見をいただきました。 

次に３３ページをご覧ください。暖房設備改

修事業については、「快適な学習環境を維持す

るために、限られた予算の範囲内で改修が行わ

れていると思います。今後においても、昨今問

題視されている夏場対策としての、エアコンの

設置などについて、ご検討いただくようお願い

します。」と、ご意見をいただきました。 

次に３７ページをご覧ください。公民館費に

ついては、「多種多様な芸術・文化活動が行わ

れており、幅広い年齢層の参加する場を提供し

ている効果的な事務事業であると思います。今

後とも市民活動の活性化、生きがいづくりの提

供の場として、より一層活性化するよう宣伝・

ＰＲに努めていただきたい。」と、ご意見をい

ただきました。 

次に３９ページをご覧ください。歴史民俗資

料館管理費については、「宣伝・ＰＲという点

においては改善の必要があるように思います。

今後は、市内外に広く情報発信することにも注

力し、他事業とのタイアップなど、趣向を凝ら

した企画展示などが行われることを期待しま

す。」と、ご意見をいただきました。 

ただいまご紹介した以外にも、様々なご意見

やご提言を多数いただいております。 

後ほど、お手元の報告書をご覧いただきたい

と思います。 

 以上で説明を終わります。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

概ね妥当であるとの評価をいただいており
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ますので、新しい教育振興基本計画についても、

事務の点検及び評価等を踏まえ、随時並行しな

がら、活動を充実させていきたいと思います。 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第１６号 は、原案のとおり、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１６号 

令和元年度三沢市教育委員会の事務の点検

及び評価に関する報告書（平成３０年度実績）

については、承認することに決しました。 

 

次に、議案第１７号 三沢市立学校医及び

学校歯科医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。 

 

■学務課長 

 議案第１７号 三沢市立学校医及び学校

歯科医の選任についてご説明いたします。 

 提案の理由といたしましては、三沢市立学校

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規

則第４条に基づき、学校医１人を後任として選

任、学校医３人、学校歯科医２名を解嘱するも

のです。 

 次のページをご覧ください。 

三沢市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師に関する規則第４条にございます、校医及

び薬剤師の定数は、次の表のとおりで、児童生

徒３９９人以下は、学校医１人、学校歯科医１

人、薬剤師１人、４００人以上は、学校医２人、

学校歯科医２人、薬剤師１人の定数となってお

ります。 

 今回、上久保小学校と三沢小学校の児童数の

減少から３９９人以下となりましたので、解嘱

及び配置の選任の提案をするものであります。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第１７号 は、原案のとおり、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１７号 

三沢市立学校医及び学校歯科医の選任につ

いては、同意することに決しました。 

 

次に、議案第１８号 三沢市公民館運営審

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。 

 

■生涯学習課長 

 議案第１８号 三沢市公民館運営審議会委

員の選任についてご説明いたします。 

名簿をご覧ください。 

運営審議会委員の選任区分は、三沢市公民館

条例施行規則 第４条により、学校教育の関係

者３人、社会教育の関係者３人、家庭教育の向

上に資する活動を行う者３人、学識経験者３人

と定められておりますことから、１２人を選任

いたしました。 

また、任期は、公民館条例 第７条により 

２年となっておりますので、令和２年４月 1

日から令和４年３月３１日までとなります。 

以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

（「なし。」との声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第１８号 は、原案のとおり、決するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」と声あり） 
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 ご異議ございませんので、議案第１８号 

三沢市公民館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。 

 

次に、議案第１９号 三沢市社会教育委員

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。 

 

■生涯学習課長 

 議案第１９号 三沢市社会教育委員の選任

についてご説明いたします。 

名簿をご覧ください。 

委員の選任区分は、三沢市社会教育委員設置

条例施行規則 第２条により、学校教育の関係

者３人以内、社会教育の関係者４人以内、家庭

教育の向上に資する活動を行う者２人以内、学

識経験者３人以内と定められておりますこと

から、１０人を選任いたしました。 

また、任期は、社会教育委員設置条例 第４

条により、２年となっておりますので、令和２

年４月 1 日から令和４年３月３１日までとな

ります。 

以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

 

■立花委員 

 社会教育関係者の選任区分の舩見昌功さん

については、三沢市連合ＰＴＡ会長としての宛

職となっているのでしょうか。 

 

■生涯学習課長 

 委員がおっしゃる通り、宛職でございます。 

総会が５月にございますので、その際に変わる

可能性がございます。 

 以上でございます。 

 

■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、お諮りいたします。 

議案第１９号 は、原案のとおり、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１９号 

三沢市社会教育委員の選任については、同意

することに決しました。 

 

次に、議案第２０号 三沢市教育委員会事

務局の組織及び運営に関する規則の一部を

改正する規則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。 

 

■教育総務課長 

 議案第２０号 三沢市教育委員会事務局の

組織及び運営に関する規則の一部を改正する

規則の制定についてご説明いたします。 

提案理由といたしましては、学務課の分掌事

務であった「幼稚園就園援助補助金事務」が子

育て支援課へ移行したことにより、一部改正を

行うものです。 

２ページが新旧対照表となっております。 

改正案では現行の第５条の２第１号ウの中

の「就園、就学奨励」を「就学奨励」に改める

ものであります。 

３ページが規程の改正文となっており、施行

期日は令和２年４月１日からとなります。 

以上で説明を終わります。 

  

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第２０号 は、原案のとおり、決するこ
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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２０号 

三沢市教育委員会事務局の組織及び運営に

関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついては、可決することに決しました。 

 

次に、議案第２１号 三沢市教育委員会事

務局等職員の勤務時間、休憩、週休日に関す

る規程の一部を改正する規程の制定につい

てを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

■教育総務課長 

 議案第２１号 三沢市教育委員会事務局等

職員の勤務時間、休憩、週休日に関する規程の

一部を改正する規程の制定についてご説明い

たします。 

提案理由といたしましては、勤務時間等につ

いて事前に業務が計画されている場合、所定の

手続きにより勤務時間の変更ができるように

するため改正するものであります。 

 通常勤務時間は、教育委員会事務局の場合は、

８時１５分から１７時までとなっており、早朝

や夜間などに業務がある場合は、これまで残業

により対応していたものを、事前に承認を得る

ことで、通常の勤務時間内の業務とすることが

できるようにするものです。 

実例で説明いたしますと、市民スポーツ課で

は、早朝ウォーキング事業を６月から８月まで

行っておりますが、担当者の勤務時間を５時４

５分から７時まで、ウォーキング事業に従事し

て、休息を取った後に、９時３０分から１７時

まで、勤務時間として、トータルして１日、７

時間４５分とするよう当番制で勤務時間の変

更を行っています。これに基づきまして、事務

効率の向上や職員の健康保持、残業時間の縮減

を図るものです。 

２ページが新旧対照表となっております。 

はじめに第３条第１項では、第２条第１項と同

条第４項で事務局等職員の勤務時間の８時１

５分から１７時までと学校勤務の技能主事等

の勤務時間の７時から１５時４５分が定めら

れているため、事前に業務が計画されている場

合に勤務時間の変更ができるとしたものです。 

次に第３条第２項では健康面、労務管理面を

考慮し、変更できる勤務時間の範囲と休憩時間

の決め方を定めています。 

 次に第４条では勤務時間の割振りの変更承

認願の手続きを定めています。 

次に第５条では提出された承認願の審査・判

断方法を定めています。 

最後に別記として勤務時間の割振り承認願

の様式を定めております。 

３ページが規程の改正文となっており、施行

期日は令和２年４月１日からとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

 

■相沢委員 

 通常の勤務時間ではない残業にあたる時間

帯に働いた場合は、通常の業務時間に振替ると

いう考え方だと思うのですが、例えば１月当た

りの時間数の制限はあるのですか。 

 

■教育総務課長 

 制限時間は、ございません。計画期間が、１

週間以上とか１か月以上でなければならない

というものはありませんので、１日でも良いと

総務課から確認しております。また、現在この

制度を使っているのは、市民スポーツ課のみで

あると聞いています。 

 

■冨田教育長 

 その他、ございますか。 
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 （「なし。」との声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第２１号 は、原案のとおり、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２１号 三

沢市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休憩、

週休日に関する規程の一部を改正する規程の

制定については、可決することに決しました。 

 

次に、議案第２２号 三沢市教育委員会会

計年度任用職員の任用及び服務に関する規程

の制定について、議案第２３号 三沢市教育委

員会会計年度任用職員の報酬等に関する規程

の制定について、議案第２４号 三沢市スクー

ルソーシャルワーカー設置規程及び三沢市心

の教室相談員設置規程の廃止については、関連

する議案でございますので、事務局より、まと

めて説明をお願いします。 

 

■教育総務課長 

 議案第２２号、２３号及び２４号は関連があ

りますので、一括して説明させていただきます。 

提案理由といたしましては、この３議案は、

地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、臨

時的任用職員等が会計年度任用職員へ移行し

たことや身分が整理されたことから、これまで

教育委員会では、三沢市臨時的任用職員管理規

程及び三沢市スクールソーシャルワーカー設

置規程並びに三沢市心の教室相談員設置規程

に基づき、任用、服務、報酬等について事務執

行していたものを、法改正にあわせ今回、教育

委員会独自の規程を定め、あわせて三沢市スク

ールソーシャルワーカー設置規程並びに三沢

市心の教室相談員設置規程を廃止するもので

す。 

なお、市長部局においても同様に規程の制定

を行うこととしており、その内容については整

合性を図るものとしております。 

はじめに議案第２２号 三沢市教育委員会

会計年度任用職員の任用及び服務に関する規

程の制定についてご説明いたします。 

それではお手元の資料の１ページをご覧く

ださい。 

はじめに第１条では、この規程の趣旨を述べ

ております。 

第２条では会計年度任用職員の職種を定め

ております。 

第３条から第５条では、任用の仕方、任用職

員の職務の指揮監督者等について定めており

ます。 

第６条から第１１条では、勤務時間、週休日、

勤務時間の割振り等について定めております。 

第１２条から第２３条では、年次有給休暇、

病気休暇、特別休暇、介護休暇等の要件を定め

ております。 

 第２４条では、営利企業への従事等の届出の

義務を定めております。 

第２５条では、服務について定めており、三

沢市職員服務規程を準用するものとしており

ます。 

第２６条から第３０条では、自己都合退職の

届出、社会保険等の適用、公務災害等による補

償、健康診断および人事評価の実施について定

めております。 

第３１条では、この規程の施行に関し必要な

事項は、教育委員会で別に定めるとしておりま

す。 

最後に別表１から別表６では、関連する条文

の具体的な要件や基準と様式を定めておりま

す。施行期日は、令和２年４月１日からとなり

ます。 

次に議案第２３号 三沢市教育委員会会計

年度任用職員の報酬等に関する規程の制定に

ついてご説明いたします。 

 お手元の資料１ページをご覧ください。 

はじめに第１条ではこの規程の趣旨を述べ

ております。 
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第２条から第４条では、会計年度任用職員の

報酬等の基準額及び算定方法を定めておりま

す。 

第５条から第９条では、各種勤務手当に相当

する報酬の算定方法を定めております。 

第１０条では、期末手当の算定方法を定めて

おります。 

第１１条から第１３条では、報酬の計算期間、

支給日及び支給方法、算定方法などを定めてお

ります。 

第１４条では費用弁償の算定方法や手続等

について定めております。 

第１５条から第１６条では、パートタイム単

純労務会計年度任用職員の手当と給与の支給

方法等について定めております。 

第１７条では、この規程の施行に関し必要な

事項は、教育委員会が、別に定めるとしており

ます。 

最後に別表１から別表３では、関連する条文

の具体的な条件や基準を定めております。 

施行期日は、令和２年４月１日からとなりま

す。 

 最後に、議案第２４号 三沢市スクールソー

シャルワーカー設置規程及び三沢市心の教室

相談員設置規程の廃止についてご説明いたし

ます。 

スクールソーシャルワーカー及び心の教室

相談員は、先ほどご説明した議案第２２号及び

議案第２３号の規程の中に含めたことから、現

行の規程を廃止するものです。 

 ２ページが廃止する規程となっており、施行

期日は、令和２年４月１日からとなります。 

 また２ページ以降が現行の規程となってお

ります。 

以上で説明を終わります。 

 

 ■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

■教育総務課長 

 すみません、補足説明をさせてください。 

今回、大きく変わったことは、期末手当や、

通勤のための交通費が支給されるようになり

ました。また、一部休暇等が拡充され、処遇の

改善がされました。これまで、様々な任用等が

自治体間でバラバラであったため、整備して統

一感を持たせたということが今回の改正の趣

旨でございます。 

 

■冨田教育長 

 全国的に会計年度任用職員の制度が、実施さ

れるわけですが、一部報道では、ボーナスが支

給されることになっても、毎月の給料が減って、

年間のトータルは、変わらないということです

が、三沢市の場合は、どのようになっておりま

すか。 

 

■教育総務課長 

 会計年度任用職員も色々な職種があります

が、教育委員会の任用職員は約１．６か月分位

で、年間の支給額も昨年度と比べると２０万円

から３０万円ほど増える見込みのようです。 

 

■冨田教育長 

 他の市町村はわかりませが、三沢市の学校に

お勤めしていただける方は、そういう改善が図

られるということで、益々意欲的に学校で頑張

ってくれることを期待しているところであり

ます。 

 

■教育部長 

 この制度は、行革により職員を減らして、職

員以外の人がどんどん増え、臨時職員とか非常

勤職員、パート職員の業務内容や身分が不明瞭

になったため、整理していかなければならなく

なったということが発端のようです。給料も増

えますが、人事評価もしていかなければならな

くなります。予算的には、三沢市全体で人件費
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が、云千万円増えるとのことです。 

 

■冨田教育長 

 金銭的な部分の改善だけではなく、学校教育

支援員については、学校の先生方が子供たちに

きめ細やかな対応ができるように支援してい

ける形に見直しをしていきたいと考えており

ます。 

 

 他に、ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第２２号、議案第２３号、議案第２４号

は、原案のとおり、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２２号 三

沢市教育委員会会計年度任用職員の任用及び

服務に関する規程の制定について、議案第２３

号 三沢市教育委員会会計年度任用職員の報

酬等に関する規程の制定について、議案第２４

号 三沢市スクールソーシャルワーカー設置

規程及び三沢市心の教室相談員設置規程の廃

止については、可決することに決しました。 

 

次に、議案第２５号 三沢市外国語指導助

手の就業に関する規則の廃止について、議案第

２６号 三沢市外国語指導助手の任用、服務及

び報酬に関する規程の制定については、関連す

る議案でございますので、事務局より、まとめ

て説明をお願いします。 

 

■学校教育課長 

 学校教育課からは、議案第２５号、第２６号

について、合わせてご説明いたします。 

議案第２５号 三沢市外国語指導助手の就

業に関する規則を廃止する規則につきまして

は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、

特別職任用職員等の身分が整理され、外国語指

導助手においても会計年度任用職員へ移行さ

れるため廃止する提案となります。 

また、議案第２６号 三沢市外国語指導助手

の任用、服務及び報酬に関する規程の制定につ

きましては、第２５号の規則の廃止に伴い、新

たな規程が必要となるための提案となります。 

 これまで、三沢市外国語指導助手、通称ＡＬ

Ｔは、「三沢市外国語指導助手の給料及び旅費

に関する条例」、「三沢市外国語指導助手の就業

に関する規則」により運用していました。この

度、教育委員会会計年度任用職員の任用及び服

務に関する規程、会計年度任用職員の報酬等に

関する規程、一般財団法人国際交流協会の規則

等をもとに、任用、服務及び報酬を一つにし、

規程として新たに制定するため提案しました。 

会計年度任用職員への移行に伴い、これまで

の外国語指導助手に関する条例及び規則から

変更になった部分について説明させていただ

きますと、２ページの第４条の身分、第５条の

任用、第６条の名札、８ページの第２４条の政

治的行為等の制限、第２６条ハラスメントの禁

止、１２ページの第３８条の人事評価の実施の

条文を加えたという部分となっております。他

の部分についてはこれまでとほぼ同様の内容

となります。 

 議案第２５号、第２６号の説明は以上です。

よろしくお願いいたします。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第２５号、議案第２６号は、原案のとお

り、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２５号 三

沢市外国語指導助手の就業に関する規則の廃

止について、議案第２６号 三沢市外国語指導
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助手の任用、服務及び報酬に関する規程の制定

については、可決することに決しました。 

 

次に、議案第２７号 三沢市公民館条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について、

議案第２８号 三沢市公会堂管理規則の一部

を改正する規則の制定については、関連する議

案でございますので、事務局より、まとめて説

明をお願いします。 

 

■生涯学習課長 

 議案第２７号 三沢市公民館条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について及び議

案第２８号 三沢市公会堂管理規則の一部を

改正する規則の制定についてご説明いたしま

す。 

どちらも、字句の整理を行い、申請書等の見

直しを図るため提案するものでございます。 

はじめに、議案第２７号 三沢市公民館条例

施行規則の一部を改正する規則の制定でござ

います。 

１ページの新旧対照表をご覧ください。 

アンダーラインの部分が改める箇所になり

ます。 

第１３条第１項第４号中「減免」を「減額」

に改め、同項第５号中「特に教育委員会が公益

上必要と認めた場合 委員会が定める額」を教

育委員会が得に必要と認める使用のとき 教

育委員会が適当と認める割合を減額」に改めま

す。 

３、４ページは附則等、５ページからは、申

請書等の様式でございますが、字句の整理、ま

た、様式の見直しを図り利用者等に分かりやす

い申請書等に改めたものであります。 

施行日は、令和２年４月１日となります。 

 次に、議案第２８号 三沢市公会堂管理規則

の一部を改正する規則の制定でございます。 

１、２ページの新旧対照表をご覧ください。 

アンダーラインの部分が改める箇所になりま

す。 

第１１条第１項第２号及び第３号中「減免」

を「減額」に、第５号中「特に委員会が公益上

必要と認める使用のとき 委員会が定める額」

を「委員会が特に必要と認める使用のとき 委

員会が適当と認める割合を減額」に改めます。 

３ページからは、申請書等の様式でございま

すが、字句の整理、また、様式の見直しを図り

利用者等に分かりやすい申請書等に改めたも

のであります。 

施行日は、令和２年４月１日となります。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の説明に対しまして、各委員からご質

問・確認等ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

議案第２７号 三沢市公民館条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について及び議

案第２８号 三沢市公会堂管理規則の一部を

改正する規則の制定については、原案のとおり、

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２７号 三

沢市公民館条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について及び議案第２８号 三沢市

公会堂管理規則の一部を改正する規則の制定

については、可決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。 

 委員にお知らせする事項がございましたら、

説明をお願いします。 
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■学校教育課長 

 昨日、夕方に第５回目の臨時校長会を開催

して、令和２年度からの三沢市小中学校にお

ける教育活動の再開等について協議しまし

たのでお知らせします。昨日の協議であった

ため資料が間に合わず申し訳ございません。

口頭でご説明いたします。 

令和２年３月２４日に、文部科学省より、

「新型コロナウイルス感染症に対応した学

校再開ガイドライン」並びに「新型コロナウ

イルス感染症に対応した臨時休業の実施に

関するガイドライン」が示されました。 

このような状況を受け、現段階では、市内

小中学校において、感染症対策に万全を期し、

令和２年４月７日より教育活動を再開する

予定といたしました。なお、新年度準備のた

め、一部の学校では６日に出校する場合もあ

ります。 

このことについて、保護者宛の文書を今日、

修了式で子供たちが出校しておりますので、

その子供たちを通じて、ご家庭に配布するこ

ととしております。 

この文書の中では、次のようなことをお願

いしています。 

毎朝、検温及び風邪症状の確認を行い、３

７．５度以上の発熱がある場合、発熱がない

場合でも、強いだるさや息苦しさ、咳の症状

がある場合等は、学校に連絡の上、休ませて

いただくこと。この場合、出席停止とみなさ

れ、欠席扱いとはならないこと。 

手洗いや咳エチケットを励行するために、

ハンカチやティッシュは必ず持たせてほし

いこと。マスクは、手に入らない場合もある

ことから、可能な限り着用させるようお願い

すること。 

 また、学校が教育活動をするうえで気を付

けることとしては、クラスター発生リスクの

高い３つの条件として、国から示されている、

換気の悪い密閉空間、手の届く距離に多くの

人がいる、近距離での会話や発生という３つ

の条件を念頭に、特に教室側、廊下側２方向

の窓を同時に開けるなど、教室等のこまめな

換気を実施すること。近距離での会話や発生

の際に飛沫を飛ばさないよう、マスクを着用

するなどの咳エチケットを指導することに

ついて徹底していくことについて確認しま

した。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の報告事項につきまして、委員から

ご質問等ございますか。 

 

■立花委員 

 遂に、青森県にも、感染者が出たというこ

とですが、今後、感染が広がる可能性もあり

ますが、その場合の対応等はどのようになっ

ておりますか。 

 

■学校教育課長 

 それぞれの感染の段階ごとに、対応をマニ

ュアル化し、明確な手立てを一覧にして学校

へ渡しております。 

現在の状況は、県内及び近隣の市町村で感

染者が発生した場合になるかと思います。そ

の他、市内で感染者が発生した場合、児童生

徒や教職員の同居家族が濃厚接触者である

と判断された場合、この場合は児童生徒につ

いては、当該家族に感染していないことが確

認されるまで、あるいは、当該家族と最後に

濃厚接触した日から起算して２週間程度の

出席停止と考えております。 

他には、児童生徒や教職員の同居家族等が

感染者であると判断された場合、また、児童

生徒や教職員が濃厚接触者であると判断さ

れた場合は、児童生徒について、当該家族と

最後に濃厚接触した日から起算して、２週間

程度の出席停止とし、この間、健康状態に問
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題がない場合、自宅学習が進められるような

適切な指導支・支援を行い、適宜電話連絡を

して健康状態を把握する。 

最後に児童生徒や教職員が感染者である

と判断された場合、それと同時に他の児童生

徒や教職員が濃厚接触者と判断された場合

は、児童生徒が感染していないと確認される

まで、または治癒するまで、出席停止とする。

教職員についても出勤しない。当該学級につ

いては、２週間程度の学級閉鎖、更に学校全

体を一定期間臨時休業として学校の消毒作

業を行うことと考えております。 

以上です。 

 

■教育部長 

 先ほど、課長が説明したことについては、

今作成しておりますので、本日中に委員の皆

様にお渡ししたいと思います。学校について

は、教育委員会において、先を見通して準備

をしておく必要があります。 

また、教育委員会だけでなく、三沢市でも

市感染症対策連絡調整会議を２回開催し、更

に関係機関として、自衛隊や米軍、医師会を

含めた感染症対策本部会議も２回開催して

おります。最終的には、本部の判断も必要に

なってくると思います。 

本部の事務局は、健康推進課になりますが、

昨日の情報では、布マスクを発注し、介護職

や保育職、学校関係者などに配るそうです。

子供や高齢者など関係する職の方が対象に

なっているそうです。４月上旬には配付の準

備をするという情報がございました。 

 

■冨田教育長 

 先ほど学校教育課長から具体的なお話があ

りましたが、段階ごとにマニュアル化した表を

作って、今日子供たちへ学校が始まる案内文書

と一緒に配布します。保護者も全体的な見通し

がわからないと不安感が増していくため、安心

感を与えるような対応を考えております。教育

委員会でも、短い時間ですが、毎週臨時の校長

会を開催し、学校と教育委員会が連携し速やか

に情報共有や共通実践がとれるような体制を

取っております。できる範囲で、安心安全をキ

ーワードとして見通しを立て、段取りしておる

ところです。 

 

他に、ございますか。 

 （「なし。」との声あり） 

 それでは、その他については終わりといたし

ます。 

 最後に、委員の皆様から教育委員会事業等に

おいて、確認したいことや意見・感想等をお願

いします。 

 

■本江委員 

 今日は色々な説明をありがとうございまし

た。新型コロナウイルス感染症の対応も教育委

員会がリーダーシップをとって動いてくれる

ので、学校は大変やりやすいのではないかと思

います。 

子供たちも非常に落ち着いた行動をしてお

り、意外と冷静にきちんと判断し、出歩きを少

なくしたりして、ショッピングセンターにも行

っていなかったようです。学校や教育委員会の

指示を理解していたようです。これまでも色々

な指導をしてきた効果である思います。今の時

点では、大変良い対応であったと思います。 

 私が、一番心配したのが、子供たちの心の乱

れでしたが、それもあまり受けていないと感じ

ました。 

また、今日の議案第２２号と２３号の説明で

ありがたく思ったのは、会計年度任用職員のと

ころですが、相談員や支援員等の役割は非常に

大きなものであるので、学校側の関わり方が直

接子供たちの指導にも影響が出てきますので、

大変気を配った提案であったと思います。 

今年１年間は、色々な行事にも参加しました
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が、学校も教育委員会の皆さんに気を配ってい

ただいて進めてこられたと思います。学校でも

ありがたく思っていると思いますので、継続し

ていってくださることをお願いします。 

 以上です。  

 

■黒沢委員 

 私は、中学校と小学校の卒業式に保護者とし

て出席いたしました。小学校の卒業式は、在校

生と来賓の方が欠席という形で、短い時間では

ありましたが、先生方一人一人の工夫ある愛情

溢れる手作りの温かい式で送ってくださいま

した。私が出席したのは一つの学校でしたが、

きっと市内それぞれの学校で、子供たちの思い

を伝えることができた式であったのではない

かと思います。改めて先生方に感謝の思いを強

く感じたところです。 

 また、本江委員もおっしゃっておりましたが、

会計年度任用職員の勤務に関する規程では、働

き方が多様化してきている社会ですので、現状

の働き方に合わせた対応できる形が整ったと

いうことで、フレックス勤務ではありませんが、

その現状の多様化に対応でき、フレキシブルに、

臨機応変に対応する体制が出来るようになっ

たのではないかと思います。 

今回の新型コロナウイルス感染症に関して

は、教育委員会からの発信が、三沢市を回した

のではないかと思う位に冷静で見通しのつく

発信ができ、それに伴って、介護などの福祉関

係もそれを参考にしたのではないかと思って

おります。今後もきちんとした体系を取りなが

ら、情報に合わせた対応を取っていただきたい

と思います。 

子供の卒業を含めて皆さんには感謝の気持

ちでいっぱいでございます。 

以上です。 

 

■相沢委員 

 新型コロナウイルス感染症については、日々

状況が変わるので、対応には、本当に奔走して

いることと思います。 

まず、学校を休業にするタイミングについて

ですが、私は教育委員会の判断が良かったと思

います。ただただ不安にあおられて、慌てるよ

り三沢市の状況を考えて、急ぐばかりではなく、

しっかりと準備をして休みに入るということ

で良かったと思います。 

先ほどの説明の段階に合わせた対応につい

ても、保護者の方にも安心を与える適正な対応

が十分できていると思いました。ただ、コロナ

ウイルスに関して考えますと、わからないこと

がいまだに沢山あるということで、先ほどの説

明の「治癒するまで」というのは、どの段階で、

どういう判断をするのかは疑問ではあります

が、今後の情勢を踏まえて、しばらくはその都

度対応していかなければならないかと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 ３月も、もう終わりですが、１年を振り返り

ますと、教育委員会は、毎年色々な行事があり

ますが、今年は、昨年にまた工夫を加えたこと

が沢山あったと思います。毎年行われている行

事でも、成人式や学校行事、生涯学習などは、

見直しされ、改善されていると感じられました。

また、来年度は今年度よりも良いものを作って

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

■立花委員 

 それぞれ、心配事は、心配すればきりがない

ものではありますが、先日の人事異動の発表で、

教育委員会もだいぶ顔触れが変わります。この

定例会のメンバーも今日で最後です。前に座っ

ている部課長も立場が変わって残る方もおり

ますが、ほとんどの方が変わりますし、両先生

は現場に戻って、また大変な状況を迎えなけれ

ばならないのかなと思っています。ずっとこの

ままのメンバーで現在の状況に対応できれば、

私も安心ですが、こればかりは、我々の自由に
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はなりませんし、それぞれ皆さんの立場もあり

ます。 

１年間皆さんには色々な場面で、適切な対応

をしていただき、子供たちも非常に良い１年間

を過ごせたと思います。最後に新型コロナウイ

ルスがなければもっと良かったのですが、まだ

まだ終息するかは、全く先を見通せないようで

すし、皆さんもそれぞれの立場でこれからまた

頭を悩ますことが沢山出てくると思います。 

また、新しいメンバーでワンチームとなって

色々な局面に向かって心ひとつに、子供たちの

ため、そして市民のために共に頑張っていきま

しょう。 

まずは、１年間大変ありがとうございました。 

 

 

 

                   

○日程第７ 閉会 

 

■冨田教育長 

 最後をまとめをしていただきありがとうご

ざいました。 

それでは、以上で、日程は全て終了いたしま

したので、３月定例教育委員会を閉会いたしま

す。 

 ４月定例会の日程についてですが、４月１５

日 水曜日 午後１時３０分に開催したいと

考えておりますが、いかがでしょうか。 

 なお、当日の午後３時からは、校長会との合

同会議が予定されております。来年度の教育委

員会の大きな方針や施策などを確認すること

になっております。ただ、現在、大きな状況を

抱えておりますので、このまま実施できるかわ

かりませんが、一応予定として確認したいと思

います。   

 （「異議なし。」との声あり） 

 それでは、４月定例会は、４月１５日 水曜

日 午後１時３０分からといたしますので、よ

ろしくお願いします。 

 

                   

 

 

 

閉会  １１時１５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 

  

  


