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三沢市教育委員会 令和２年度 １０月定例会 

 

１ 日  時  令和２年１０月２７日（火）  ９時５５分 開会 

                      １０時４８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 

学務課   課長補佐            田 代 まゆみ 

学校教育課 課長              太 田 浩 之 

月光教育課 課長補佐            江 渡   勇 

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 

  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１０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 三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等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６号 三沢市教育委員会学校における働き方改革プランの一部改正について 

 議案第７号 三沢市いじめ防止対策審議会委員の選任について 

 

第６ 報告案件 

報告第１４号 区域外就学認定基準及び他学区通学認定基準の見直しについて 

  

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、令和２年度１０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２７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５号 三沢市立小学校及び中学校の

職員の服務等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。 

 

■学務課長 

 議案第５号 三沢市立小学校及び中学校の

職員の服務等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。 

 提案理由は、平成３０年９月１２日改正され

た不正競争防止等の一部を改正する法律によ

り規定されている様式を改正するものです。 

 第１０号様式及び第１８号様式の中の「日本

工業規格」を「日本産業規格」に改めます。 

３ページをご覧ください。第１０号様式の注

意書きにある「用紙の大きさは、日本工業規格

Ａ４横長とする」を「用紙の大きさは、日本産

業規格Ａ４横長とする」と改正します。４ペー

ジにつきましても同様です。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

ただ今の説明につきまして、委員の皆様から、

ご質問等ございませんか。 

（「なし。」と声あり） 

それでは、ないようですので、お諮りいたし

ます。 

議案第５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） 



- 4 - 

 

ご異議ございませんので、議案第５号 三沢

市立小学校及び中学校の職員の服務等に関す

る規程の一部を改正する規程の制定について

は、可決といたします。 

 

 次に、議案第６号 三沢市教育委員会学校

における働き方改革プランの一部改正につい

てを議題といたします。 

事務局より、説明をお願いします。 

 

■学務課長 

 議案第６号 三沢市教育委員会学校におけ

る働き方改革プランの一部改正について、ご説

明いたします。 

提案理由は、令和２年３月５日制定されまし

た三沢市教育委員会学校における働き方改革

プランにおいて、教職員の休暇取得を促進する

ため、平成３０年度から令和２年度までの３年

間を試行期間として設けてきましたが、実施状

況及び教職員の意見を踏まえ、学校閉庁日の期

間を改正するものです。 

２ページをご覧ください。新旧対照表の現行

の下線を引いている部分ですが、「検討の結果、

令和２年度は、８月１３日から１６日までの４

日間を学校閉庁日とする」昨年度は４日間を学

校閉庁日としました。改正案では、「検討の結

果、令和３年度からは、８月１２日から１６日

までの５日間を学校閉庁日とする」と改正いた

しました。３年間の試行を経て今後は、５日間

を学校閉庁日とするものです。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

ただ今の説明につきまして、委員の皆様から、

ご質問等ございませんか。 

 

■相沢委員 

 確認ですが、学校閉庁日の際の緊急時対応は

どのようになっておりますか。 

■学務課長 

 試行期間にも試しておりましたが、全て学務

課が責任をもって窓口となり、出来る限り教育

委員会が連携して対応するような体制をつく

ることにしております。 

 

■黒沢委員 

 緊急時等に学校管理職と連絡等を取った場

合など、管理職の方の振替休日を設定されてい

るのでしょうか。 

 

■学務課長 

 振替休日等は、設定しておりません。 

 

■冨田教育長 

 学校閉庁日に係る緊急時の対応等について

保護者へどのようなお知らせをしているのか、

補足説明をお願いします。 

 

■学務課長 

 学校が閉まっており、電話連絡もできなくな

りますので、保護者へは、事前にお知らせで、

教育委員会学務課へ連絡して貰うようにして

おります。 

 

■冨田教育長 

 従来、校長先生方は、土曜・日曜日の勤務が

ない日にも何かあれば対応するという心の準

備をしております。ですから、学校閉庁日には

ゆっくり休んでいただきたいという想いがあ

りますので、出来る限り教育委員会で対応する

ようにしていきたいと考えております。ただ、

どうしても校長先生方が対応しなければなら

ないことについては、こちらから連絡すること

になります。 

 ３年間の試行の中で、校長先生方が対応しな

ければならないことがあったかどうか、説明を

お願いします。 
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■学務課長 

 昨年度、地震が発生しましたが、緊急時は、

学校の対応として、管理職等が学校へ出勤し学

校の点検をして教育委員会に報告することに

なっておりますので、こちらから連絡するまで

もなく、学校の様子等の報告という事で、学務

課で報告を受けております。それ以外で大きな

問題や生徒指導緊急の事態などで対応したと

いう報告はありません。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ３年間の試行期間の様子と緊急時の際の体

制についてご説明いたしました。 

その他、ご質問等ございませんか。 

（「なし。」声あり） 

それでは、ないようですので、お諮りいたし

ます。 

議案第６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。」と声あり） 

ご異議ございませんので、議案第６号 三沢

市教育委員会学校における働き方改革プラン

の一部改正については、承認といたします。 

 

 次に、議案第７号 三沢市いじめ防止対策

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。 

 

■学校教育課長 

 議案第７号 三沢市いじめ防止対策審議会

委員の選任について、その趣旨をご説明させて

いただきます。当市いじめ防止対策審議会委員

の任期は２年となっており、現在の委員の任期

は、令和２年１０月末までとなっていることか

ら、１１月１日以降、次の２年間を担当する新

委員について選任する必要がございますので、

本議案を提案させていただくものです。 

 詳細については、担当課長補佐より説明させ

ていただきます。 

 

■学校教育課長補佐 

 議案第７号 三沢市いじめ防止対策審議会

委員の選任についてご説明申し上げます。 

平成２７年３月１３日に定められました三

沢市いじめ防止対策審議会条例第３条には、審

議会は、委員６人以内をもって組織し、法律、

医療、教育、心理、福祉等に関して優れた見識

を有する者のうちから教育委員会が委嘱する

とあります。また、第４条第２項には、委員は、

再任されることができるとあります。この規定

に基づき、三沢市いじめ防止対策審議会の委員

を選任するにあたり、配付資料にございます審

議会委員を推薦するものであります。 

配布資料の１ページをご覧ください。法律関

係者については、弁護士の村田典子氏です。こ

の方は、十和田市の弁護士法人青空と大地に勤

務されております。 

次に、医療関係者については、医師の鈴木吾

朗氏です。三沢地区医師会の会長をされており

ます。 

次に、学校教育関係者については、三沢市ス

クールソーシャルワーカーである髙橋裕淸氏

です。元は、小学校の校長先生をされていた方

です。 

次に、心理関係者については、臨床心理士の

中村陽子氏です。十和田市の北里大学学生相談

室講師です。 

次に、福祉関係者については、楽晴会理事長

の齊藤淳氏です。高齢者介護福祉事業の他に、

発達障害や知的障害のあるお子様を対象とす

る児童デイサービスや就労支援も行っており

ます。 

最後に、社会教育関係者については、三沢市

連合ＰＴＡ会長の小向香織氏です。 

以上の６名を委員として選任したいと考え

ております。 
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以上です。よろしくお願いいたします。 

 

■冨田教育長 

ただ今の説明につきまして、委員の皆様から、

ご質問等ございませんか。 

（「なし。」と声あり） 

それでは、ないようですので、お諮りいたし

ます。 

議案第７号は、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。」と声あり） 

ご異議ございませんので、議案第７号 三沢

市いじめ防止対策審議会委員の選任について

は、同意といたします。 

 

                   

○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１４号 区域外就学認定基準及び他

学区通学認定基準の見直しについてを議題と

いたします。 

事務局より、説明をお願いします。 

 

■学務課長 

 報告第１４号 区域外就学認定基準及び他

学区通学認定基準の見直しについて、ご説明い

たします。 

 見直し内容については、平成２４年９月１日

規定の区域外就学認定基準及び他学区通学認

定基準の文言の一部を修正し、新たに基準表を

作成したものです。２ページの新旧対照表でご

説明いたします。 

まず、最初に区域外就学認定基準の改正につ

いてですが、現行、下線部分「三沢市内と他市

町村間」としておりましたが、今までも他市町

村間の基準を使っておらず、三沢市は独自の基

準を作っておりますので、「他市町村からの受

入」と改正いたしました。 

 また、現行の二重丸の「その他、部活動に関

しての希望は学務課で協議」となっていたとこ

ろを、改正案では、部活動に関する条件をきち

んと表に出すことで保護者の皆様に周知する

こととし、その内容に関しては、丸の一つ目は、

「指定された学校及び同一市町村内の他校に

希望する部活動がないこと」丸の二つ目は、「今

まで活動していた実績があること」丸の三つ目

は、「現住所から最も近い三沢市内の中学校で

あること」としました。認定期間については、

「特段の配慮すべき事由が消滅したときまで」

とし、備考に添付書類を掲載いたしました。書

類は、住民票謄本と活動母体であるスポーツ少

年団等での活動を証明する書類といたしまし

た。３ページは改正された基準となっておりま

す。この基準は、市ホームページにも掲載し、

学校や保護者も周知できるようにいたしまし

た。 

 次に、他学区通学認定基準の改正についてで

すが、現行の部活動に関する条件の丸の三つ目

には「指定中学校を変更した場合の課題を理解

し、納得した上で部活動を継続する強い意志が

あること」と明記しておりましたが、十分理解

をしていただき、強い意志の下での申請である

ことが見受けられましたので、削除いたしまし

た。４ページに改正した基準を掲載しておりま

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。 

 

■相沢委員 

 確認ですが、区域外就学認定基準の添付書類

について、活動母体での活動を証明する書類と

なっておりますが、例えばどのような書類でし

ょうか。 
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■学務課長 

 例えば、他市町のおいらせ町で、小学校の時

に剣道をやっていたので、三沢市の中学校で剣

道をやりたいということで申請する場合、その

添付の書類は、おいらせ町の剣道のスポーツ少

年団やチームに所属していたとか、少年団の剣

道場に所属していたという書類で、小学校時代

の実績を表す書類です。 

 

■相沢委員 

 具体的な書類が、思い浮かばないのですが。 

 

■学務課長 

 所属チームのメンバー表などです。 

 

■相沢委員 

 例えば、スポーツ少年団で作成した、メンバ

ー表で良いのですか。 

 

■冨田教育長 

 補足ですが、添付の書類は、大会要綱などに

メンバー表が印刷されておりますので、そのメ

ンバー表を添付書類としているのが多いよう

です。 

 

■黒沢委員 

 確認ですが、学区外や区域外を申請し、入学

した後に何らかの理由で部活動を辞めた場合、

その生徒は差別を受ける事などはありません

か。例えば、今の例でいくと剣道をやるために

他学区の中学校に入学したけれど、途中、２年

生になって辞めた場合、その生徒は、３年生に

進級することができるのでしょうか。 

 

■学務課長 

 認定期間が「特段の配慮すべき事由が消滅し

たときまで」となっておりますので、区域外等

の場合は、席を置くことができなくなることに

なります。しかし、これまでそのようなケース

で不利益を被ったというお話は聞いておりま

せん。 

 

■冨田教育長 

 ３年生についての区域外等を認めるとか認

めないとか、学年によって規定されていません

でしたか。そのことについての補足説明をお願

いします。 

 

■学務課長 

 基本的には、１年毎の申請となっております。

ただ、制服云々もありますので、そこのところ

はこちらも考えて、出来るだけ生徒に不利益に

ならないように配慮し、許可をしております。 

 

■黒沢委員 

 今現在、このような形で他学区に在籍してい

る生徒について、この事由に当てはまらなくな

った場合は、１年後の更新の際には、許可され

ず、地元の学校に戻っていただくことになるか

もしれないということでよろしいでしょうか。 

 

■学務課長 

 公平性を保つ意味でも、保護者へは、最初に

申請する際に、基準を十分に理解していただき、

申請・許可としておりますので、更新の時に学

区外となる事由が消滅した際には、本来の学区

へ戻っていただくことになります。 

 

■冨田教育長 

その他、ございませんか。 

（「なし。」と声あり） 

それでは、ないようですので、報告第１４号 

区域外就学認定基準及び他学区通学認定基準

の見直しについての報告は、終わりといたしま

す。 

 

                   

○日程第７ その他 
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■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 

 教育総務課からのその他報告事項は、「ふる

さと三沢」大学生等応援給付金交付の最終支払

い状況についてご報告いたします。資料をご覧

ください。 

受付期限は、令和２年９月３０日水曜日まで、

当日消印有効となっておりました。概要は、新

型コロナウイルス感染拡大の影響により、学業

の継続が困難になることが見込まれる三沢市

にゆかりのある学生に対し、一人１０万円を支

給したものです。対象者は、１点目は、市内の

小学校または中学校を卒業し、かつ市内に住所

を有するまたは有していた学生。２点目は、学

校教育法に規定する大学、短期大学、大学院、

専修学校専門課程等に申請時点で在学してい

た学生。３点目の保護者については、三沢市に

住民登録があり、令和２年４月２７日時点で住

民基本台帳に記録され、学生を扶養していた方

としておりました。申請件数は、８０３件で、

大学等が６６１件、専門学校が１３８件、予備

校が４件という内訳になり、支給金額は、８，

０３０万円となりました。当初、最大予定人数

を８５０人と想定しておりましたが、約９４．

５パーセントの方が、給付金制度を利用された

という結果となりました。 

教育総務課からは、以上でございます。 

 

■学校教育課長 

 では、学校教育課から、その他の報告事項を

ご説明します。 

 「地元から世界へ Ｉｎｎоⅴａｔоｒ'ｓ

Ｃａｍｐ」という外務省とＤＯＤＥＡ、これは、

アメリカ国防省教育部の略称ですが、この２つ

の組織が主催となって、初めて三沢市で開催す

る日米交流の促進・相互理解増進のためのプロ

ジェクトです。三沢市内の中学校生徒１５名程

度を対象として、１２月５日土曜日、６日日曜

日の１０時から１６時に米空軍三沢飛行場で

実施します。内容等を説明しますので、後ろか

ら２枚目のパンフレットをご覧ください。中程

の日付けの下ですが、「地域のアメリカンスク

ールに通う中学生との交流を通して、自ら世界

を広げていく楽しさを体験し、地元発２１世紀

の国際共同を実践するグローカルリーダーの

第一歩を踏み出すこと」をねらいとして実施し

ます。パンフレットの裏をご覧ください。内容

は、三沢市の地域資源を活用して三沢市のファ

ンを増やす取組やサービスをアメリカンスク

ールの生徒たちと一緒に考え、発表するという

ものです。 

今月３０日までの申込みとなっていますが、

先週の時点で７名が申し込んでいます。 

 三沢市での開催のほか、軍と交流のある山口

県岩国市、長崎県佐世保市で事業実施が予定さ

れています。 

 以上、学校教育課からの報告でした。 

 

■生涯学習課長 

 生涯学習課からは、令和２年度第４４回三沢

市民文化祭テープカット式について、お知らせ

いたします。資料をご覧ください。 

展示部門については、１１月７日土曜日は、

１０時から１７時、８日日曜日は、１０時から

１６時、三沢市公会堂全館で開催し、総合美術

展・総合華道展・文芸展などが展示されます。 

テープカットは、１１月７日土曜日９時３０

分から１階エントランスホールで行われ、これ

が開会宣言となります。 

その他、舞台部門もありますので、詳細は、

別添資料をご参照ください。 

また、別にお配りしましたパンフレットをご

覧ください。「障がい者アートフェアＭＩＳＡ

ＷＡ２０２０」ですが、障がいのある方のアー
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トを展示します。福祉アンテナショップと同時

開催で、市民文化祭と同日ですが、１１月７日

土曜日、１０時から１５時まで、国際交流スポ

ーツセンターで行われ、入場は無料です。 

 以上でございます。 

 

■学校給食センター所長 

 学校給食センターからは、スターゼンミート

プロセッサー株式会社からの豚肉の提供につ

いて、ご報告いたします。 

給食用食材に、三沢産豚肉の提供の申出があ

りましたので、本日、１４時から教育長室で贈

呈式を行います。提供いただく豚肉は、４００

キロで、それを１１月の３回の給食に使用する

予定です。スターゼンさんからの豚肉の提供は、

今回で５回目です。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

所長さん、普通の豚肉ではなく、良い名前が

付いた豚肉でしたよね。それを皆さんにご紹介

してください。 

 

■学校給食センター所長 

 スターゼンさんからは、地元の「川賢こだわ

りポーク」という豚肉で、金額にして４００キ

ロで約７０万円だと聞いております。 

 

■冨田教育長 

 地元の食材で、しかもブランド化されつつあ

る豚肉を子供たちにも食していただきたいと

いうことで、今回で５回目の提供です。 

 

各課から説明いただきましたが、他に報告し

たい事項はありませんか。 

（「なし。」と声あり） 

それでは、委員からご質問や確認等ございま

せんか。 

 

■立花委員 

 初の試みである、イノベーターズキャンプの

ことですが、現在７名の申し込みがあるとのこ

とでした。対象者は１５名となっていますが、

参加者が１５名に満たなくても実施するので

しょうか。 

 

■学校教育課長 

 はい、７名でも実施する予定でした。アメリ

カンスクールの子供たちとの交流もあります

ので、７名であれば実施が可能です。 

 

■冨田教育長 

 まだ申し込み期限前ですし、全学校偏りなく

参加していただくように校長先生方へもお願

いしておりました。 

 

 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 

 先日のコンビニ強盗事件では、朝早くから教

育委員会から子供たちの対応に係る指示が一

斉に学校へ流れたと聞いておりました。学校全

体で統一した動きができたということで、先生

方も大変心強かったのではなかったかと思い

ます。学校では、先生方が校門前に出てきてお

り指示通りにきちんと対処しておりました。 

また、夢チャレ教室に参加しましたので、そ

の感想ですが、今年は、コーディネーターの方

が職業紹介だけでなく、自分の夢を語っており、

子供たちも真剣に耳を傾けていました。今まで

は自分の仕事の紹介でしたが、今回大人が夢や
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思いを語ったというのが非常に良かったです。 

文化祭は、昨年から続けて観ていましたが、

このような時期にもかかわらず、全生徒が良か

ったと思います。３年生が最後の挨拶の中で１

年生に対して、有難い、良くやってくれたと言

っていて、３年生が、後輩を思いやる気持ちが

強く出ていて、子供たちの成長を感じることが

できました。先生方が常日頃このような指導を

されているからこのような挨拶ができるのだ

と思いました。 

一言で言えば、「学校の暖かさを感じられた

文化祭」でした。 

以上です。 

 

■黒沢委員 

 ふるさと三沢大学生等応援給付金ですが、想

定人数の約９４．５パーセントという高い数字

が出たことは大変ありがたいと思いました。か

なり早い時期から、そして簡単な申し込みで、

安心されたのではないでしょうか。この給付金

をいただき、学問に向かっていけるということ

が、安心材料になったと思います。 

 運動会も各学校で開催されておりました。短

縮にして、午前や平日に行われた学校も多かっ

たと思います。私が参観した学校では、個人走

がなくなって、団体走でしたが、それはそれで、

クラス全員が盛り上がっていて、楽しんでいる

姿をみさせていただき、こちらも元気を貰うこ

とができました。蜜を避けるために、平日行わ

れたため、参観人数も少なかったのですが、子

供たちにとっては、良い時間を過ごせたのでは

ないかと思います。今までの運動会、これから

の様々な行事についてもまた、新たな子供たち

の姿が見えてくると思います。子供たちも、も

ちろん考え、工夫したと思いますが、先生方の

ご協力に感謝いたします。 

 夢チャレ教室ですが、今回新たな形で大変分

かり易くて、子供たちも同じ場で、同じ感動を

共有できたと思います。そして、後半の眠育の

講義については、小学生ながらに、１時間の講

義を受けるということも大人としてのステッ

プを踏む経験に繋がったと思いました。プログ

ラムを見た時には、1時間の講義をきちんと聞

けるのかなと思って心配しましたが、子供たち

は真剣にお話を聞いておりました。講師の方も

とても上手に、子供の心をくすぶりながら、笑

いもとりながら、大切なところは繰り返し伝え

てくださる内容でした。前半部のコーディネー

ターの方も上手に進行していただいたことも

効果が出た理由だったと思います。司会の方が

フォローアップされた場面がありましたが、そ

の関係性も大変良かったと思います。 

あの時間が子供たちの夢のために設けられ

た時間だったと感じ、暖かい時間を過ごすこと

ができました。 

 以上です。 

 

■相沢委員 

 感想になりますが、働き方改革では学校閉庁

日が１日増えるということで良かったと思い

ます。先生方自身が日常の仕事に追われて心に

ゆとりがないと、子供たちへの対応も、知らず

知らずのうちにゆとりがなくなることが懸念

されます。心のゆとりをもって子供たちに接す

る雰囲気を作るためにもお休みして、先生方自

身も時間のゆとりや心のゆとりを作っていく

ことが大事であると感じました。夢チャレ教室

の中で大人が夢を語るとありましたが、先生方

が夢を語ることや将来のことを自由に考える

姿勢を示すことで、子供たちも委縮することな

く自由な発想で、物事を考えることに繋がって

いくと思いました。今後も日常の中で、時間の

ゆとりや心のゆとりを作っていくことを心掛

けていくことが大事だと思いました。 

 障がい者アートフェアやイノベーターズキ

ャンプについては、今までにない新しい企画を

お聞きして、三沢市として、常に色々な方に、

色々なチャンスがありそれを知っていただく
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機会があって、常により良いものを作っていこ

うという雰囲気が感じられ良いと思いました。 

 コロナウイルス感染症は、終息という雰囲気

はありませんが、文化祭や夢チャレ教室などの

行事が実施されており、安心しているところで

す。 

 以上です。 

 

■立花委員 

 夢チャレ教室は、従来の体験型ではなく、講

演形式で実施されましたが、今回、参加した子

供たちの感想を聞いてみたいと思いました。特

に後半の七戸病院の小野院長のお話では睡眠

時間は、小学校で９時間から９時間半、中学校

では、８時間から８時間半とのことでしたが、

果たして、今の子供たちの現状では、どのくら

いの睡眠時間を取っているのか興味がありま

した。おそらく、色々なものを観ながら少し夜

更かしをしている子供も多いのではないかな

と思いました。私の勝手な推測ですが、実際は

どうなのか、夜をどう過ごしているのかなと考

えました。 

先日、上十三地区の連絡協議会の中で、教育

長と委員の研修会があり、十和田市の現代美術

館の新館長さんの講演を聞いてきました。お話

の中で、まだ具体的ではありませんが、小中学

校と連携した企画をやりたいというお話がで

ました。私はまだ、美術館の中を見ておりませ

んが、もし、学校として何か出来ることを企画

できたら子供たちの感性を磨くことができ、良

い機会になると思いました。 

今月の５日前後だったと思いますが、宇宙ス

テーショを見た方がおりましたか。肉眼で２日

間位見られるとのことで、天気も良かったので、

私も気になって外に出て空を見上げていまし

たら、東の方に飛行機と宇宙ステーションが見

えました。飛行機と宇宙ステーションの速さを

観ていて、この速い速度で地球の周りを回って

いるのだなと改めて感じました。 

もし、子供たちもそれを観ていたなら、自分

も宇宙ステーションに乗りたいなあと思い興

味を持った子供もいたのではないかと思いま

した。 

最後に、学校の働き方改革のことですが、冬

休みの期間の学校閉庁日はないのですか。 

 

■学校教育課長 

 冬休みのことも検討しましたが、冬休みは非

常に日程がタイトになりますので、逆に働き方

改革にならないということで、設定はしません

でした。 

 

■立花委員 

 今は、コロナの関係で、国からも休みを取る

ように提案されていますので、暮れから正月休

み明けにかけて、可能であれば、ゆっくり休み

を取った方が良いと思います。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

それぞれ委員の皆様から、意見や感想等がご

ざいましたが、その他に補足することがござい

ますか。 

 

■立花委員 

 今年、学校の体育館の天井落下防止の工事が

ありますが、順調に進んでいるのか確認です。 

 

■教育総務課長 

 今年度は、三沢小学校と三川目小学校、おお

ぞら小学校の３校の工事を予定しておりまし

て、現在のところ、特別工期を延ばすようなこ

とはありません。 

工事は順調に進んでおります。 

 

■教育部長 

先ほど、十和田市の現代美術館のお話が出て
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おりましたが、三沢市にあります県立航空科学

館がリニューアルいたします。来年４月には、

宇宙や航空などの新たな展示内容になる予定

です。是非市内の小中学校の子供たちにも見学

して貰いたいと思っております。 

 

■冨田教育長 

 睡眠ログの調査のことについて、岡三沢小学

校で健康教育の発表をすることなど、委員の皆

様に紹介をお願いします。 

 

■学校教育課長 

 先ほど、立花委員から小野先生の講義のお話

がありましたが、全小学生及び中学生を対象に

睡眠ログの調査を行っております。期間は２週

間程度で、子供によっては、睡眠時間が短く、

しかも１２時過ぎに寝ている子供もいると思

います。それをまとめた結果を１２月２日に岡

三沢小学校で、健康教育の際に、その取組みを

発表することになっており、それを踏まえ次年

度に向け検討して、進めていきたいと思ってお

りました。 

以上です。 

 

■冨田教育長 

 岡三沢小学校の調査結果を基に、市内の子供

たちの実態把握ができますので、どのように対

応するかを決め、学校や保護者、私達行政で確

認し進めていければ良いと思っております。ド

キドキ半分、わくわく半分の気持ちです。 

 今回、委員の皆様には、密を避けるというこ

とで、ご案内できませんが、データは、どこか

のタイミングで提供できると思います。 

 

                   

○日程第８ 閉会 

 

■冨田教育長 

 以上で、日程は全て終了いたしました。これ

を持ちまして、１０月定例教育委員会を閉会い

たします。 

 

１１月定例会の日程ですが、１１月２６日 

木曜日 午後２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、１１月定例会は、

１１月２６日 木曜日 午後２時からといた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

                   

 

閉会  １０時４８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 

  


