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三沢市教育委員会 令和２年度 １１月定例会 

 

  １ 日  時  令和２年１１月２６日（木） １３時５５分 開会 

                        １４時３４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 

    学校教育課 課長補佐            江 渡   勇 

    生涯学習課 課長              山 本 京 子 

    学校給食センター 所長           小 島 一 人 

    学校給食センター 所長補佐兼施設係長    宮 古 順 一 

    学校給食センター 管理係長         大 澤 桂 子 

    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 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

【別紙】 

 

三沢市教育委員会 令和２年度１１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 報告案件 

報告第１５号 学校給食費滞納整理に関する事務取扱要項の一部改正について 

 報告第１６号 教育長の主な活動報告（１０月～１１月）について 

 

第６ その他 

  

第７ 閉会 
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開会   １３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１１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、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 報告案件 

 

■冨田教育長 

続いて、報告案件に移ります。 

報告第１５号 学校給食費滞納整理に関す

る事務取扱要項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。 

 

■学校給食センター所長 

 報告第１５号 学校給食費滞納整理に関す

る事務取扱要項を一部改正しましたので、ご報

告します。資料をご覧ください。 

改正点は大きく４つです。 

まず、１点目は、１ページの第３条になりま

す。各学校において作成されるべき書類の様式

第１号から第４号までの、様式は後ろに添付し

ておりますが、見直しを行い、整理、管理のし

やすいものとしました。この様式は、改正前の

要項においても学校側で作成するべき書類で

ありましたが、経緯は不明ですが、給食センタ

ーが行ってきました。この様式は、個人情報が

含まれ、第三者である給食センターが介入する

ことは法律上できないこととなっております

ので、今回の改正で業務体系を戻し、迅速、且

つ正当な対応とするため、各学校において、書

類の作成、管理をするよう条文を明確にしたも

のです。 

次に２点目ですが、２ページ、第４条になり

ます。納期限を設定し、催告についても、各学

校でまちまちであった対応を統一化し、様式化

した催告状を送付することとしました。今後は、

要項に指定された期日に催告状を送付し、また

それでも支払いがない場合は、納付約束または、
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児童手当からの徴収の申出書の取交といった

マニュアル化された流れで業務対応すること

としました。 

次に３点目、３ページ、第８条になります。

これまでは、給食費の請求から徴収、滞納分に

ついては全て学校単位で管理、対応していくも

のとされていましたが、学校の事務担当者の業

務軽減対策として、条文を追加し、転学生及び

卒業生についての滞納分については、譲渡手続

きの完了をもって、給食センターへ移管され、

給食センターにおいて管理、対応するというも

のです。 

最後に４点目ですが、４ページ、第１０条で

す。本年４月１日の民法の改正によるもので、

給食費滞納についての取り立て行為の停止事

項と、債務者である滞納者より申し入れがあっ

た場合の時効の援用について追記しました。第

１１条では、給食費滞納分の免除規定について、

５ページの第１２条では、給食滞納費の不能欠

損についてですが、これまでの要項では、債権

の欠損処分が給食滞納費を消滅する、という解

釈となっておりましたが、給食滞納費を消滅す

るためには、それぞれの自治体で条例、財務規

則などを整備し、規定として定めなければ 給

食滞納費の消滅処分である不能欠損処分を行

うことができないため、誤った解釈をしないよ

う条文を一部変更し、不能欠損処理については、

給食センターにおいて事務処理を行い、毎年度

末不能欠損処分対象者を管理し、教育長へ報告

するものといたしました。 

これから、当市においても市が直接徴収する

公会計化の整備が求められると思いますが、そ

のことも踏まえながらの改正としました。 

 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、

ご質問等ございますか。 

 

■立花委員 

 給食費の滞納者は、実際、今までどの程度あ

りますか。 

 

■学校給食センター所長補佐 

 令和２年１０月１８日現在で、滞納件数は、

８３件、滞納金額は、平成１８年度から平成３

１年度までの累計で、２１０万５，２９２円と

なっております。 

 

■立花委員 

 平成１８年度以前の滞納がないということ

は、完納しているということですか。 

 

■学校給食センター所長補佐 

 はい、平成１８年度以前の滞納については、

給食センターで把握しているものがありませ

ん。 

 

■本江委員 

 督促状を発送しているようですが、その効果

はどの程度あるのでしょうか。 

 

■学校給食センター所長 

 平成１８年度から滞納があったのですが、例

をあげますと、平成２８年度に７５，０００円

滞納していた方が、督促状を発送する度に支払

っていて、平成３１年度には、２３，０００円

になったという方もおり、だんだん減ってきて

おります。 

 

■黒沢委員 

 債務者というのは、保護者ということでよろ

しいですか。それと２点目ですが、給食費の未

払いが続いている家庭の子供の給食は、提供し

ているのでしょうか。 

 

■学校給食センター所長補佐 

 債務者は、保護者であり、給食費を支払って
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いない児童生徒にも給食を提供しております。 

 

■相沢委員 

 近年、未納の方は、段々減ってきていて、滞

納金の回収もできていると理解しましたが、滞

納の累計額が大きいのは、かなり遡った年数で

あるため、回収の見込みが難しいということで

しょうか。 

 

■学校給食センター所長 

 先ほども申し上げたとおり、２１０万円とい

う金額は、平成１８年度からの累計額であり、

年数が遡っている方は、既に市外へ転出して住

所を追いかけられない方もあり、回収が不可能

である方もおります。市内にいる方については、

どこまでも追いかけ回収していきますが、どう

しても、卒業して数年過ぎてしまうと、こちら

の思いが伝わらない部分があるということも

事実です。 

 近年では、督促状や催告状の効果もあり、だ

いぶ減ってきて良い傾向ではあります。今後も

改正した要項を基にして、学校と協力して回収

していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

■冨田教育長 

 若干補足しますと、給食費の滞納額は、ここ

数年で減少してきています。これは、本来の学

校の仕事ではない、準要制度について周知して

いただき、対象となる方には、学校で特段配慮

し、利用するよう働きかけて貰っているという

ことも、滞納が減少してきている成果であると

思います。 

 また、給食センターでも、卒業して数年経過

している滞納者へは、こまめに納付を働きかけ

回収できているものもあります。 

この滞納整理の事務取扱要項については、給

食センターにお願いし、時間をかけて見直しを

していただきましたが、平成１８年度からの滞

納が累積されているため、不能欠損処分をして

いき、公会計化に向けての準備が必要と考えて

おりますので、改正部分について説明させてい

ただきました。 

 

 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、報告第１５号 

学校給食費滞納整理に関する事務取扱要項の

一部改正についての報告は、終わりといたしま

す。 

 

 次に、報告第１６号 教育長の主な活動報告

（１０月～１１月）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１６号 教育長の主な活動報告（１０

月～１１月）について、ご報告いたします。お

手元の資料をご覧ください。 

 最初に１０月の主な活動につきましては、７

日水曜日は、青森県都市教育長協議会第２回定

例会に出席いたしました。１２日月曜日は、三

沢市連合ＰＴＡ安全確保プロジェクト改善要

望書手交式を執り行い、要望個所の説明を受け

ております。１５日木曜日は、ゆめチャレ教室

に参加いたしました。２７日火曜日は、スター

ゼン豚肉贈呈式が教育長室でございまして、豚

肉４００キロを寄附していただきました。２９

日木曜日は、三沢市功労者等表彰式及び三沢市

文化功労者等表彰式に出席しております。 

 次に、１１月の主な活動につきましては、６

日金曜日に令和２年度第２回市町村教育委員

会教育長会議に出席いたしました。１２日木曜

日は、令和２年度第１回管内市町村教育委員会

教育長会議及び第５回管内指導主事全員協議

会に出席しました。 

裏面をご覧ください。１８日水曜日は、三沢
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ことばと心を育む親の会との懇談会、同日午後

に第１７回花壇コンクール及び第１８回花と

緑の写生コンクール表彰式に出席しました。２

７日金曜日は、上北地方中学校長会学校経営研

究会に出席予定になっております。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

私からは、１１月１７日の三沢市連合ＰＴＡ

との打合せについて、ご説明したいと思います

が、何の打合せだったかと申しますと、コロナ

ウイルス感染症対策の打合せでありました。 

現在、コロナウイルス感染症の発症者がでる

と感染者の特定を行いますが、その際に残念な

ことに各地で誹謗中傷されている方がいると

いうことをニュース等で見たり聞いたりして

います。そのために、悲しい思いや疎外感を持

つ子供や保護者、更には学校も誹謗中傷にさら

されるということで、必要以上の措置を取らざ

るを得ないような状況があると感じています。 

その状況を少しでも緩和するために、連合Ｐ

ＴＡと校長会、教育委員会が協力し、子供たち

や保護者へメッセージを送りアクションを起

そうということで、ミーティングを行っている

ところでございます。今月末か来月上旬には、

名刺サイズ版の折りたたみ式メッセージカー

ドが出来上がる予定です。コロナウイルス感染

症についての相談や受診方法が、ＱＲコードで

呼び込め、何かの時に親御さんがそのカードを

見て、すぐ対応できるような内容になっており

ます。出来上がりましたら委員の皆様にもご提

供したいと思います。 

以上、私からの報告でした。 

 

それでは、ただ今の教育総務課長の報告及び

私の報告に対し、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１６号 

教育長の主な活動報告（１０月～１１月）につ

いての報告は、終わりといたします。 

 

                   

○日程第６ その他 

 

■冨田教育長 

 続いて、その他に移ります。 

委員の皆様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、その他の報告事項をご説明

します。資料をご覧ください。 

令和２年三沢市議会第４回定例会の日程に

ついてお知らせいたします。招集告示が１１月

１９日木曜日、議会開会が１１月３０日月曜日、

一般質問が１２月３日木曜日と４日金曜日、特

別委員会が１２月７日月曜日と８日火曜日、議

会閉会が１２月１０日木曜日となっておりま

す。 

 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

ご説明いたします。 

 昨年度から、実施しております三沢市小学生

ジュニアイングリッシュデイについて、資料の

次のページの実施要綱をご覧ください。 

 この事業は、ＡＬＴ等と一緒に過ごし、英語

を使ったコミュニケーションを体験すること

で、英語を使う力を高め外国語や国際理解につ

いての理解を深めることを目的に、市内小学校

６年生４０名を対象とし、令和３年１月７日木

曜日、木崎野小学校体育館で実施いたします。

アイスブレーキング、英語を使ったゲームの他、

ＡＬＴ毎のブースでの英語体験という内容で

実施いたします。 
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 昨年度は、米軍三沢基地やソラーズ小学校を

訪問して交流しましたが、今年度は木崎野小学

校を会場といたしまして、新型コロナウイルス

感染症対策をとりながら、できる範囲で事業を

実施いたします。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

各課から説明いただきましたが、他に報告し

たい事項はございませんか。 

（「なし。」と声あり） 

それでは、委員の皆様からご質問やご確認等

ございませんか。 

 

■相沢委員 

 質問ですが、昨年度は、ソラーズ小学校を訪

問して交流ができましたが、今年度は、市内小

学生のみで、交流をしないで開催するとのこと

でしょうか。 

 

■学校教育課長 

 昨年度は、ソラーズ小学校と交流できました

が、今年も、出来るだけ交流する方向で担当者

と話しを詰めたのですが、基地内でコロナの感

染者が出ているので、遠慮させていただきたい

と申し入れがございました。しかし、私共も中

止することは考えておりませんので、出来るだ

け英語を活用する場を提供したいと考え、木崎

野小学校を会場とし、昨年度よりＡＬＴを増や

して、ＡＬＴと交流することを考えております。 

 

■立花委員 

 ＡＬＴは、何名で実施する予定ですか。 

 

■学校教育課長 

 現在交渉中ですが、教育委員会のＡＬＴと、

現在市長部局の通訳として任用されているエ

イダンさん、その他に高校のＡＬＴなど、また、

ＡＥＴという方もおりますので、約５名位のイ

メージで実施したいと考えております。 

 

■冨田教育長 

 他に、ご質問等ございますか。 

（「なし。」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・ご感想等をいつ

もの順番でお願いします。 

 

■本江委員 

 学校給食費の事ですが、子供たちの中には学

校へ行くのは、給食が楽しみで行くという子が

沢山いるかと思います。実は私も給食が大変楽

しみでした。学校勤務時代に、夜間に給食費の

集金のために隣町まで行ったことがありまし

た。しかし、給食費問題は大人の部分であって、

子供たちにはこのようなことを見せないでい

ただきたいし、子供たちには、学校へ行って給

食を食べることが楽しいし、嬉しいと感じてい

ただきたいと思います。ご努力は大変だと思い

ますが、よろしくお願いします。 

 先日、三沢第一中学校を通りがかった時に、

玄関に赤い模造紙で「お帰りなさい」と大きな

看板が掲げてありました。多分修学旅行から帰

って来た時で、お出迎えだったのだと思います。

先ほど教育長から誹謗中傷のお話がありまし

たが、このように、先輩後輩をお互いに思いや

る温かさが、普段の学校生活の中で、良い状況

を保っているのだと感じました。 

 以上です。 

 

■黒沢委員 

 給食費に関して、大人の問題であることと子

供の問題は切り離して考えていただきたいと

の思いは、本江委員と同じ意見です。 

子どもしあわせ憲章の三沢市版に取り組ん
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でいると新聞等で拝見しましたが、子供の人権

というものが、具体的にどのようなものなのか、

大人である私たちが、しっかりと把握しなけれ

ばならないし、ただ文章を制定して終わりとい

うのではなく、子供自身もしっかりと人権を理

解すること、そして勿論大人が、子供の人権を

剥奪されることなく実行していただきたいと

思います。 

 また、コロナウイルス感染症に関しても、緊

急事態宣言が３週間後に道内で発令されるか

もしれないと報道されていましたが、そのよう

な中、さすが教育長は、早い動きを取られてい

て、保護者の立場であるＰＴＡの方のご協力を

得て、「誹謗中傷」に今からきちんと取り組ん

でいらっしゃいます。その取り組みで事が起き

た時には、皆で守りあえる体制ができることを

願っております。 

 以上です。 

 

■相沢委員 

 修学旅行に関してですが、各小中学校ででき

る限りのことをして子供たちが満足できるよ

うに実施していただき、無事に皆さんが帰って

こられて良かったと思います。 

学校内で例年色々行っている行事も、縮小だ

ったり、中止になったりしておりましたが、今

年度も終わりに近づいています。保護者の方が

学校の中で子供たちの様子を伺える機会や場

面など、例えば自由参観日などは、今年度どの

位実施できたか、わかる範囲で教えていただき

たいと思います。 

 

■学校教育課長 

 保護者の立場では、子供たちの様子を知りた

いというのは良くわかります。まず、授業参観

日は、４月は保護者に入っていただくことはで

きませんでしたが、７月からは、色々な状況が

見えてきましたので、ほとんどの学校で学年毎

に行い工夫してできるだけ保護者を入れるよ

うな形で実施いたしました。昨日の学校の会議

でも、１２月の参観日を話題にしましたが、学

年別に実施し、一堂に集まることは避けながら、

保護者にできるだけ授業を見て貰う形で工夫

して進めていくことで話し合いました。 

また、運動会は１学期には行えませんでした

が、２学期に、各学校で工夫をして、保護者が

みられるよう実施しました。学習発表会や文化

祭についても、例年通りはできませんでしたが、

各学校で工夫して活動を見られるよう実施し

ていたという状況でした。 

 

■相沢委員 

 コロナウイルス感染症についてはこの先も、

わからないような状況で、近隣の市町村でも感

染者が出ております。幸いまだ、三沢市には出

ておりませんが、万が一感染者が出た場合の誹

謗中傷に関係したことは、気になります。今の

うちに対策をとり、それを皆で浸透して統一し

た認識で対応することが大事だと思います。教

育委員会は、教育委員会の出来ることを率先し

てやっていただければありがたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

■立花委員 

 修学旅行の事ですが、全ての学校が終了した

のでしょうか 

 

■学校教育課長 

 第三中学校だけが、生徒が少ないことから、

来年実施することになっておりまして、他の１

１校中１０校については終了いたしました。実

は、残り１校は三沢小学校ですが、今日青森市

に無事に出発したと伺っております。明日戻っ

てくれば全て終了ということになります。各学

校では、沢山の対策を取っておりまして、修学

旅行から戻ってきた生徒は、他の学年と別な時

間帯に登校させるとか、戻ってから２週間は子
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供たちの様子をしっかりとみるという対策を

取っております。 

 以上修学旅行の報告でした。 

 

■立花委員 

 ニュースや新聞等を見れば、修学旅行という

形ではなく、学校にお泊まりしながら体験する

などして、修学旅行に換えているところもある

ようです。ただ、残念なことに、香川県の小学

校の修学旅行で、船が沈没するという事故があ

りました。不幸中の幸いで命を落とすことなく

全員が無事救助されたので、良かったですが、

子供たちは意外と冷静に対応していたという

ことで安心しました。何事もなければ、クルー

ズについては、とても良いアイデアだったと評

価されたと思いますが、このようなことになり

大変であったと思います。 

この事故の報道で、私たちも今後、様々な場

面や状況のなかで、色々なアイデアをだして計

画していかなければならないこともあります

が、慎重に、気を付けて進めていかなければな

らないと改めて考えさせられました。 

以上です。 

 

                   

○日程第７ 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、１１月定例教育委員会を閉会い

たします。 

 

１２月定例会の日程ですが、１２月２３日 

水曜日 午後３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、１２月定例会は、

１２月２３日 水曜日 午後３時からといた

します。 

また、夕方にも計画していることがございま

すので、そちらの方もよろしくお願いします。 

 

                   

 

閉会  １４時３４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 

  


