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三沢市教育委員会 令和２年度 ８月定例会 

 

１ 日  時  令和２年８月２８日（金）  １３時０６分 開会 

                      １４時０２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                  小 泉 厚 子 

  教育総務課 課長              種 市 明 人 

  教育総務課 副参事兼課長補佐        佐 藤 英 一 

学務課   課長              村 上 輝 仁 

学校教育課 課長              太 田 浩 之 

生涯学習課 課長              山 本 京 子 

生涯学習課 課長補佐            池 田   修 

  学校給食センター 所長           小 島 一 人 

  学校給食センター 所長補佐         宮 古 順 一 

  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２年度８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４号 令和２年度三沢市文化賞等表彰候補者の選考について 

 

第６ 報告案件 

報告第１０号 三沢市いじめ防止対策審議会条例の一部改正について 

    

第７ その他 

 

第８ 閉会 
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開会  １３時０６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２年度８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２８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と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４号 令和２年度三沢市文化賞等表

彰候補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

開として別室での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１０号 三沢市いじめ防止対策審議

会条例の一部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。 

 

■教育総務課長 

 報告第１０号 三沢市いじめ防止対策審議

会条例の一部改正についてご説明いたします。 

 １ページをご覧ください。 

この議案は、今後、いじめ問題に係る特別の

事項について調査及び審議を行う際、専門的な

知識を有する者が委員として必要になること

が考えられることから、臨時委員として委嘱す

る規定を追加するために提案するものであり

ます。 

 ２ページをご覧ください。改正する事項につ
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いてご説明します。 

 第３条第２項の改正は、臨時委員を置くこと

を規定するものであり、第３条第３項の改正は、

第２項の臨時委員の選出規定を設けるもので

あります。 

 第４条第３項の改正は、臨時委員の任期の規

定を設けるものであります。 

 第６条第２項の改正は、会議の開催について

字句を改めたものであります。 

 第６条第３項、第７条、第９条の改正は、臨

時委員の規定が追加になったことから、字句を

改めるものであります。 

 この条例の一部改正について、９月議会に提

出しましたので、ご報告いたします。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

ただ今の報告につきまして、委員の皆様から、

ご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、報告第１０号 

三沢市いじめ防止対策審議会条例の一部改正

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。 

委員にお知らせする事項をお手元に配付し

ておりますので、教育総務課からお願いします。 

 

■教育総務課長 

 教育総務課からは、お手元の資料に基づきま

して、その他報告事項の１番目として、令和２

年三沢市議会第３回定例会日程についてご報

告いたします。 

招集告示は８月２７日木曜日、議会の開会は

９月７日月曜日、一般質問は９月１０日木曜日

及び１１日金曜日の２日間です。特別委員会は

９月１４日月曜日から１６日水曜日までとな

り、決算審査、予算審査、条例の審査となって

おります。議会の閉会は、９月１８日金曜日と

なります。 

教育総務課からは、以上でございます。 

 

■学校教育課長 

 では、２番目の学校教育課のその他の報告事

項をご説明します。 

 まずは、６月の定例教育委員会で説明をさせ

ていただきました「わくわくサマーゼミナール」

ですが、第１回は１５名が参加し、調べ方や自

由研究の進め方について学びました。第２回は

１７名が参加し、希望により航空科学館と市立

図書館に分かれ、それぞれのテーマで調べたり

研究したりしました。第１回の様子は、新聞に

も取り上げられましたので、３ページめくって

いただき、写真を参考にしていただければと思

います。これは航空科学館の講師が説明してい

るもので、物を転がしたときに、物を詰めた筒

と同じ重さの液体を詰めた筒では、どちらが早

く転がるかを説明している写真です。 

 次に、「三沢市中学生イングリッシュキャン

プ」について説明します。例年、２泊３日で実

施していたイングリッシュキャンプですが、宿

泊なしの１日日程で実施したところ、４２名の

参加があり盛況でした。今年度は新型コロナウ

イルス感染症対策のため、宿泊を取りやめ、縮

小して対策を取りながら実施したところであ

ります。姉妹都市のウェナッチを訪問したこと

を想定した課題に取り組みました。その様子は、

新聞にも取り上げられましたので、４ページめ

くって写真を参考にしていただければと思い

ます。写真のようにＡＬＴと中学生が色々な会

話を持ちながら行っておりました。 

また、昨日も新聞で、英語学びの場としてイ

ングリッシュキャンプのほか三沢の英語教育
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について紹介がありました。シリーズで、上、

中、下と掲載されております。 

 続いて、「新型コロナウイルス感染症対策等

に係る保健管理研修会」について説明します。

こちらは、先週２１日に上久保小学校において

各学校の養護教諭等及び管理職を対象に実施

しました。学校関係者に陽性者が出たときに、

消毒作業を実際に行う場合、作業した職員に感

染が拡大しないような対策について研修しま

した。その様子は、新聞には取り上げられてい

ませんが、５ページめくって写真を参考にして

くださればと思います。三沢市立三沢病院の柳

川さんを講師にお招きし、専門家からお話を聞

き実施しました。研修の概要は、消毒作業が終

わり、防護服を脱ぐ時にウイルスが体に付着し

感染しやすいということで、ウイルスが自分の

体に付着しないように脱ぐことを学び、参加者

は、脱いだ後にブラックライトを体に照らして

確認していました。 

 以上３つのご報告でした。 

  

■生涯学習課長 

 お手元にお配りしております、１枚物の資料

をご参照ください。 

 ９月に、企画展「仮称 モノが語る戦争」を

開催する予定です。昨年６月に岡三沢在住の山

本氏から沢山の戦争に関する所有物を寄贈し

ていただいておりました。 

そこで、今年度は太平洋戦争の終戦から７５

年という節目の年ですので、関連する企画展を

開催することにいたしました。開催期間は、９

月１９日土曜日から年末の１２月２７日まで、

開催場所は、市歴史民俗資料館です。入場は、

無料ですので、多くの方に来ていただきたいと

思います 

まだ、仮称ですが、決まりましたら、改めて

ポスター、チラシ等でご案内したいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

■学校給食センター所長 

 学校給食センターでは、今年度実施予定とし

ておりました、質と量を向上した、特別メニュ

ーによる給食の提供を行います。今回の第１回

目は、運動会・中体連を応援するメニューとし

て、来週９月２日水曜日に「元気いっぱい牛丼」

を提供します。 

 全小中学校の児童生徒に対し、通常の食材費

に一人当たり１００円程度上乗せし、当日は牛

丼の外に半熟目玉焼き、彩り野菜サラダ、白桃

フレッシュゼリー、牛乳となります。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

ただ今、その他の報告につきまして、各課か

ら説明いただきましたが、委員からご質問や確

認等ございませんか。 

 

■立花委員 

 イングリッシュキャンプについてですが、参

加者が４２名とのことで、市内中学校５校の全

ての学校から、生徒が参加したのでしょうか。 

 

■学校教育課長 

 はい、５校全ての中学校生徒が参加いたしま

した。 

 

■冨田教育長 

 昨年度も立花委員からこのようなご意見を

いただいておりました。学校毎にきちんと割振

りしなくても全中学校から参加希望者が出る

ように、委員会でも配慮しましたし、校長先生

にも事業の意図するところを汲んでいただい

たと考えております。 

 

■立花委員 

 企画展を開催する所は、市民の森の方にある

資料館ですか。 

 



- 6 - 

 

■生涯学習課長 

 はい、寺山修司記念館の隣にあります市立歴

史民俗資料館です。 

 

■立花委員 

 なかなか、あそこまで足を運ぶ人は少ないよ

うに思います。できれば沢山の方々に見学して

貰えるような良い場所で開催できないでしょ

うか。 

 

■生涯学習課長 

 寄贈を受けた４４２点のうち、２６１点もの

寄贈品を展示する予定ですし、開催期間も３か

月程の長期間になり、保管や管理の問題もあり

ますので、歴史民俗資料館で開催したいと思い

ます。 

また今後も、今回展示できなかった寄贈品を

お見せしていきたいと考えております。 

 

■相沢委員 

 今のお話に関連しますが、出来るだけ足を運

んでいただけるようなＰＲ方法を考えている

と思いますが、ひとつのきっかけとして、例え

ば、市役所のように人が多く集まるような所に

ポスターと一緒に一部現物を置き、市民の方に

もっと見てみたいと興味を持っていただき、歴

史民俗資料館まで足を運んで貰えるようにす

るなどしてみたらどうでしょうか。ひとつのＰ

Ｒ方法として参考にしていただければと思い

ます。 

 

■生涯学習課長 

 保管・管理の件も考えて、十分検討させてい

ただきたいと思います。 

ありがとうございます。 

 

■冨田教育長 

 補足になりますが、歴民俗資料館に展示され

ている物は、それなりに立派な物や価値がある

物が多くあると思います。場所的な問題があり

ますが、企画展の開催により資料館を知ってい

ただく良い機会と捉えております。 

今、マックテレビで市内在住の元校長先生が

資料館の展示品の解説をしていました。学校で

も児童生徒が見学したりしていますが、一般の

方の見学については、色々と方法を考えていか

なければならないと思います。例えば寺山修司

記念館とセットにして何かできないかなど、ま

た何かございましたらご意見をいただきなが

ら進めていきたいと思います。 

 

■本江委員 

 給食センターで実施する特別メニューによ

る給食は、子供たちにとって、自分たちを応援

してくれていると嬉しく思っていると思いま

す。特別という言葉が、三沢市全体で自分たち

を応援してくれているという事を強く感じて

いると思いますので、食べる前に学校でもどの

ような意味のある特別メニューかをアピール

していただければ、子供たちはもっともっと感

じるものがあると思います。 

 

■学校給食センター所長 

 ９月の献立表には、誰が見てもわかるように

特別メニューを掲載しておりますので、学校の

先生たちも、子供たちもわかると思います。 

 

■本江委員 

 子供たちは、楽しみにしていると思います。 

 

■冨田教育長 

 資料のメモのところに、特別メニューを数回

予定しているとありますが、次回はいつ頃にな

りますか。 

 

■学校給食センター所長 

 今年度は、あと１回実施予定で、次回は、３

月頃に、中学３年生は受験を控えていますし、
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寒い時期ですので「寒さに負けるな」とか、「受

検頑張れ」など、ネーミングを考えて特別なメ

ニューを提供していきたいと思います。 

 

■冨田教育長 

 また、３月にも子供たちが元気になるような

ネーミングや献立を考えて、特別メニューで子

供たちを応援していきたいと考えております。 

 また、私たちもどこかで、一緒に元気をいた

だけるような場面があってもいいかなと思っ

ておりました。 

 例年バイキング給食も実施しておりました

が、今年は、出来ない事情がありましたので、

もう少しお待ちいただきたいと思います 

それでは、黒沢委員からもお願いします。 

 

■黒沢委員 

 給食に関してですが、食べることは、生きる

ことであり、食欲は全ての欲に通じる原点であ

るという言葉があるように、食べることは、と

ても大切なことだと思います。そして、そこに

大人の想いがエッセンスとして加えられたと

いう取り組みは大変素晴らしいと思います。そ

して継続されることによって、子供たちは、自

分たちが愛されていると感じてくれると思う

ので、今後も続けていただきたいと思います。 

 また、わくわくサマーゼミナールですが、報

告事項のアンケート結果の中に、保護者の強い

想いが記載されていました。それを読んだ時に

いつも思うのですが、保護者の想いが強いと子

供の経験が広がると思いますが、子供自身の心

の中に学びたい意欲があっても、保護者の手助

けがないことで扉を開くことができないとし

たら。ですので、子供たちが自分で学びたい、

聞きたいという想いだけで叶えられるように、

子供たちが自分の足だけで行けるような活動

が実施できたら良いと思います。 

今回も大変良いアンケートをいただいたの

で、今後も続けて欲しいと思いました。 

■冨田教育長 

 それでは、他に、ご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。 

最後に委員の皆様から委員会の事業等につ

いて、確認したい事やご意見・感想等をいつも

の順番でお願いします。 

 

■本江委員 

 夏休み中は、子供たちは事故がなく、活動が

できて良かったと思います。始業式後も新型コ

ロナウイルスの心配等もなく、非常に元気に登

校している姿が見られました。例年と違うと思

ったのが、大きな宿題を抱えて登校する子供が

少なかったように感じました。多分学校でも課

題を十分考慮してくれたのかと思いました。教

育委員会はもちろんですが、学校での対策も非

常に良い傾向にあるのだと思いました。 

 このまま、順調に中体連新人戦とか発表会な

どを続けていければ良いと思っております。 

以上です。 

 

■黒沢委員 

 いつもの夏休みですと、お盆で親戚が集まっ

たり、お祭りを楽しみに過ごしている子供たち

が、今年はいつもと違うステイホームの夏休み

の中で、もしかしたら、これから子供の心の動

きにマイナスの部分が見えてくることもある

のではないかと思います。その中でもコロナ対

策を図りながらできることを部活でも運動会

でも取り組もうとしていることは、確実に子供

たちには伝わると思いますし、そういった子供

の見えない心に寄り添いながら、今後も対応し

ていただけたらと思います。 

私も夏休み明けに子供たちが登校している

姿を見て、ちょっとほっとしています。ただ歩

いているだけですがほっとします。街に子供が

いるのは、やっぱり良いなと思いました。 
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 以上です。 

 

■相沢委員 

 学校が始まると同時に、暑い日が続いていま

すが、学校でも子供たちが暑い中マスクをして

過ごしているのだろうと思います。こういう時

にはマスクをしましょうとか、こういう時には

気を付けましょうとかいうことがざっくりと

した指針にあったと思いますが、それが浸透し

てきているように思います。暑いながらも熱中

症で倒れたということも聞こえてきていませ

んし、うまくいっているのかと思い安心してお

りました。 

まだまだ、終息については先が見えませんが、

年度末になると、中学３年生は受験の時期が来

るということを考えると、不安なことがこの先

も度々あるのだろうと予想されます。 

先生方や保護者の方など周りの大人が不安

を感じると子供たちも不安の流れに乗ってし

まうので、大人の方が落ち着いて状況を見て過

ごすことが大事であると感じました。先生方も

そのような事を気にして対応していただきた

いと思いました。 

 以上です。 

 

■立花委員 

 おとといでしたが、青森市のワラッセに秋田

の小学校が修学旅行にきて、次の日は三沢市の

航空科学館を見学して、八戸市へ行ったという

ニュースを見ました。三沢市の小中学校は、こ

れから修学旅行に行く予定であり、おそらく今

準備を進めていると思います。 

また、昨日は、津軽でも新型コロナウイルス

の感染者がでて、東京でも多数の感染者が出て

おりました。これ以上広がらず、子供たちが楽

しい思い出を実現出来たら良いと思いました。 

今日はこの後、校長会との懇談会があります

が、学校としても心配でしょうが、あまりにも

制約しすぎると、子供たちのためにも良くない

ので、何とかうまく修学旅行が実現できればと

思いました。子供たちの行動範囲は狭くなると

思いますが、三沢市でも無事実現できれば良い

なと、そのニュースを見ながら感じておりまし

た。 

以上です。 

 

■冨田教育長 

 以前にも修学旅行の事を話題にしておりま

したが、早い学校では、来月の１週目位に修学

旅行に行く予定ですので、学校教育課長から、

修学旅行の情報提供をお願いします。 

 

■学校教育課長 

 修学旅行の事に関してですが、６月に、教育

委員会の考え方を校長先生方へお示ししたこ

とは、前回お話したとおりです。 

 現在は、小学校は、早いところで、岡三沢小

学校が９月６日から岩手県を中心として行く

予定になっておりました。これからも、あちこ

ちで発症してくると思いますが、複数のプラン

を考えており、もし、まずければ旅行会社と相

談し、コースを考えながら実現していく方向で

考えておりました。 

中学校の修学旅行は、１０月末から１１月に

多いのですが、状況をみながら東北地方を中心

として実現する方向でおりました。 

以上です。 

 

■冨田教育長 

 ６月の段階では、従来の旅行先から東北方面

に変更いたしました。複数のプランを考えて進

めておりますので、もし、直前になり、感染が

広がったということになれば、旅行会社と相談

し補助的なプランに変更したり、組み合わせて

実施したりと柔軟な計画を立て、保護者にも説

明して準備を進めていきます。 

 また、暑さ対策についても、お話が出ており

ましたので、冷風機の事を教育総務課長お願い
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します。 

 

■教育総務課長 

 暑さ対策という事ですが、扇風機は各学校各

教室に２台以上設置しております。 

 その他の暑さ対策として、最近普及している

水の気化を利用した涼しい風が出る冷風機を

準備して、学校規模に応じ、夏休みの出校日に

合わせて設置いたしました。各学校では、冷風

機を要所に配置し、温度を下げて学校生活が楽

になるような配慮をいたしました。購入台数は

全小中学校合わせて５２台です。 

 

■冨田教育長 

 今話題になっている冷風機ですが、エアコン

が付いていない学校へ５２台配置しました。お

盆前に設置し、既に使い方などを全小中学校へ

説明しており、登校に向けて準備をしておりま

した。子供たちも休み時間などに冷風機の前で

涼んでから教室に戻って授業を受けるという

形で活用できれば良いと思っておりました。 

 以上報告でした。 

 

                   

○日程第８ 閉会 

 

■冨田教育長 

 それでは、他に質問等ございますか。 

（「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。 

 

９月定例会の日程ですが、９月２９日 火曜

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。」と声あり） 

ご異議ございませんので、９月定例会は、９

月２９日 火曜日 午前１０時からといたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

                   

 

 

 

暫時休憩  １３時４４分 

 

 

再  開  １３時５０分 

 

 

 教育長室において、「議案第４号 令和２年

度三沢市文化賞等表彰候補者の選考について」

を審議し、原案のとおり承認された。 

 

                   

 

閉会  １４時０２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 

  


