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三沢市教育委員会 令和２年度 １月定例会 

 

  １ 日  時  令和３年１月２６日（火）   ９時００分 開会 

                         ９時３５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                 黒 沢 のぞみ 

    委   員                 本 江   宏 

    委   員                 松 森 まゆみ 

   

  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 

    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１月定例会 議事日程 

 

第１ 開会 

 

第２ 議席の指定 

 

第３ 会議録署名委員の指名 

 

第４ 会期の決定 

 

第５ 前回会議録の承認 

 

第６ 報告案件 

 報告第２１号 令和２年度三沢市少年少女文化優秀賞等表彰について 

 報告第２２号 教育長の主な活動報告（１２月～１月）について 

 

第７ その他 

  

第８ 閉会 
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開会    ９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２年度１月定例教育委員会

を開会いたします。 

はじめに、１月５日に教育委員として、松森

委員が就任いたしましたので、一言、ご挨拶を

いただきたいと思います。 

 

■松森委員 

 皆さんおはようございます。 

 １月５日に辞令を頂き、教育委員に就任いた

しました「松森まゆみ」と申します。よろしく

お願いいたします。 

 先ほど委員の方と少しお話をさせていただ

きましたが、このような素晴らしい方々とお仕

事することにとても光栄に感じております。会

議に出席する度に私自身も成長していけたら

良いと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  

（拍手） 

 

■冨田教育長 

 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 議席の指定 

 議席の指定を行います。 

 教育委員の異動に伴いまして、議席を改めて

指定いたします。只今、皆様がお座りになって

おります席を指定したいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

                   

○日程第３ 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、本江委員と松森委員を指

名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

                   

○日程第４ 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５ 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２１号 令和２年度三沢市少年少女

文化優秀賞等表彰についてを議題といたしま

す。 
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事務局より、説明をお願いします。 

 

■生涯学習課長 

 報告第２１号 令和２年度三沢市少年少女

文化優秀賞等表彰についてご報告いたします。 

 別紙資料をご覧ください。 

 この表彰は、児童生徒等の文化活動の推進を

図り、文化意識の高揚とその活動を助成し、奨

励することを目的として、文化優秀賞・文化奨

励賞の表彰をしております。 

 例年、表彰式を開催しておりますが、昨今の

事情により中止といたしました。代替え案とい

たしまして、所属する各学校での伝達を考えて

おります。文化優秀賞は教育長が、時間の調整

が可能であれば教育委員から文化奨励賞をお

渡しいただきたいと思っております。 

 今年度は、学校や所属団体から９０名の推薦

があり、文化優秀賞は、中学生１名、文化奨励

賞は、小学生９名、中学生７名、高校生６３名

の７９名、合計で８０名が表彰されます。 

 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、

ご質問等ございますか。 

 

■本江委員 

 昨年度と比べて、今年学校から推薦があった

数と、どの位の差があるのでしょうか。 

  

■生涯学習課長 

 昨年度は、推薦が全体で、１１９名、その中

で受賞されたのが１１７名でした。 

 以上です。 

  

■立花委員 

 表彰式の伝達方法の説明をもう一度お願い

します。 

  

■生涯学習課長 

 今年度の表彰式は、中止としますが、その代

替え案として、各学校へ皆様方に出向いていた

だきまして、児童生徒へお渡しいただきたいと

考えております。ただ、学校の都合や委員さん

方の時間の都合もございますので、その辺は皆

様にお伺いしながら、生涯学習課で調整してか

ら、改めて、お伺いしたいと存じます。 

 以上です。 

  

■立花委員 

 もう一つ、スケジュール的には１日で終了す

る予定ですか。 

  

■生涯学習課長 

 はい、出来るだけそのようにしたいと考えて

おります。 

  

■冨田教育長 

 この会議が終った後、委員さんたちの日程を

確認して、それぞれの学校に行くということに

なりますか。 

  

■生涯学習課長 

 はい、その様に考えております。 

  

■冨田教育長 

 他に、ご質問等ございますか。 

（「なし。」と声あり） 

 それでは、ないようですので、報告第２１号 

令和２年度三沢市少年少女文化優秀賞等表彰

についての報告は、終わりといたします。 

 

 次に、報告第２２号 教育長の主な活動報告

（１２月～１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２２号 令和２年度教育長の主な活
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動報告１２月から１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。 

 １２月の主な活動は、１日、火曜日から１０

日、木曜日までは、三沢市議会第４回定例会に

対応しており、３日と４日が、一般質問、１０

日が閉会となっております。６日、日曜日は、

日米交流事業「イノベーターズキャンプ」の閉

会式について米軍三沢基地で対応しました。１

５日、火曜日は、青森県立高等学校教育改革推

進計画に関する地区意見交換会第２回として、

グランヒルつたやで行われ、参加しました。ま

た、同日は、三沢市連合ＰＴＡ「With コロナ

啓発カード」完成報告会、オリパラ関連絵画コ

ンクール表彰式に出席いたしました。２１日、

月曜日は、令和２年第１回上北地方教育・福祉

事務組合教育委員会定例会に参加しました。２

１日から２２日は、叙勲伝達ということで、三

沢市内と十和田市に出向いております。 

 １月の主な活動は、７日、木曜日は、令和２

年度東部上北小・中学校教科研修協議会役員会

に出席しました。１４日、木曜日は、令和２年

度三沢市連合ＰＴＡ安全確保プロジェクト改

善要望に対する手交式を執り行っております。

同日、青森県立高等学校教育改革推進計画第２

期実施計画に関する意見交換を市長室で対応

いたしました。 

 裏面をご覧ください。 

 ２１日と２２日は、令和３年度一般会計当初

予算市長査定に対応しました。２９日、金曜日

は、三沢市こどもいじめなくし隊活動発表会に

出席する予定です。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

私からは、活動報告の中の１２月、１月の会

議名にあります「教職員人事協議」について、

ご説明したいと思います。この協議は、第１次

から第４次まであり、デリケートな部分ですが、

皆様にも仕組みを知っていただきたいと思い

ますので、ちょっとお話をさせていただきます。 

 学校にいる先生方は、よく、県費負担教職員

と言われておりますが、お給料が、国または青

森県から支給されており、任命権は県教育委員

会に属していて、市町村教育委員会はその任命

に対する、内申がそれぞれにあり、「こうした

い」、「ああしたい」という協議をする場が人事

協議となっております。 

 今日もこの後、学務課長とその人事協議に出

席しますので、三沢市の現状や、それぞれの学

校が抱えている課題に即した教職員を配置し

ていただけるよう粘り強く協議してきたいと

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２２号 

教育長の主な活動報告（１２月～１月）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、学校教育課からお願い

します。 

 

■学校教育課長 

 では、学校教育課から、その他の報告事項を

説明します。 

 今年度の新規事業である「三沢市こどもいじ

めなくし隊活動」の開催についてです。２枚め

くっていただきまして要項をご覧ください。今

週の金曜日、２９日の午後、市内の小中学校の
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児童生徒３名以内を対象としまして国際交流

教育センターで、「自分たちのいじめ防止活動

の取組について」代表の４校から発表してもら

います。今年度の代表校は、古間木小学校、岡

三沢小学校、第一中学校、第三中学校の４校で

す。その後、いじめ防止審議会の委員の一人で

ある村田典子弁護士から人権に関する講話を

いただくことになっています。 

 これらの内容を通して、児童一人一人が望ま

しい人間関係に支えられ、楽しく充実した学校

生活を送ることができるように、各校において

自主的ないじめ防止活動の推進を図ることが

趣旨です。 

 決まり文句になりましたが、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

業を実施していきたいと考えております。 

 続いて、１月７日、「三沢市小学生ジュニア

イングリッシュデイ」を木崎野小学校で開催し

ました。三沢市内の小学校６年生の児童１８名

が参加し、ＡＬＴなど４人の外国人講師と英語

を使ったコミュニケーションを体験すること

ができました。その様子は、２枚めくっていた

だきまして、新聞記事にもなりましたのでご覧

ください。 

 昨年度は、米軍三沢基地、米軍ソラーズ小学

校を訪問して交流を図りましたが、今年度は、

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら

英語を使ったゲームのあと、４人の講師ごとに

ブースをつくって、連想ゲームやジェスチャー

クイズを英語で楽しみました。 

 基地内での開催ではなかったのですが、英語

を使って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

いての興味・関心を引き出すという目的を達成

することができました。 

 以上、学校教育課からの報告でした。 

 

■学校給食センター所長 

 「がんばるメニュー」の給食の提供について、

ご報告いたします。今年度実施しております、

児童生徒を応援する質と量を向上したメニュ

ー、第１回目の９月の牛丼に続き、第２回目「受

験生応援メニュー」として、２月４日、木曜日

に「元気いっぱいカツカレー」として、全児童

生徒に提供します。９月と同様に通常の食材費

にひとり１００円程度上乗せし、別途徴収はし

ません。当日は、麦ごはんとカツカレーの他に

フルーツポンチと牛乳を提供します。 

 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。 

（「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たいと思いますが、松森委

員からお願いします。 

  

■松森委員 

 本日の会議に出席させていただき感じたこ

とは、子供たちがより良い学校生活を送ってい

けるように皆で、知恵を出し合い、しっかり子

供たちを支えていて、子供たちは大変幸せだと

感じることができました。先ほど、給食センタ

ーの小島所長からカツカレーのお話がありま

したが、家でうちの息子が、今週月曜日に献立

表を私のところに持ってきて、「見て、４日の

給食はすごく楽しみ、好きな物ばかり。」と嬉

しそうに話してくれました。 

 学校生活における給食は、子供にとっても一

つの楽しみであり、元気を与えてくれるもので
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すので、感謝しております。ありがとうござい

ました。 

 以上です。 

  

■本江委員 

 冬休みが終って、子供たちが元気に登校して

いる姿をよく見かけます。歩道の除雪も非常に

良くなされていますが、歩道がないところを歩

くのは難しいのですが、子供たちは、車道の除

雪をしている上をうまく歩いています。 

 この間、朝に感心したのが、車が１台しか通

れない道幅の狭いところがあって、車が２０メ

ートル位前から止まって、子供たちが通るのを

待っていて、忙しい通勤時間帯で、後ろに車の

列ができているのに、ずっと待ってくれていま

した。子供も申し訳なく思って、走ってそこを

通り運転手さんにきちんとお辞儀をしていま

した。 

 その姿を見ていて、非常に心が豊かになりま

した。大人も気を使ってくれ、子供たちも感謝

の気持ちを持っていて、道路の条件としては悪

くても子供たちは、そのようなことで育ってい

くのだと思い感心しました。 

 次に、昨年以上に今年の中学３年生は、受験

をかなり意識していると思います。自分たちが

１年間してきた勉強の成果が、なかなか思うよ

うにならず、授業は順調にこなせても、右往左

往している子供が数多くいると思います。中に

は受験のなくなった学校もありますよね。色々

な情報が入っていると思いますので、教育委員

会で知る限りの情報を早く学校へ配り、安心し

て受験できるように、よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

■黒沢委員 

 年末から年始にかけて、市内で新型コロナウ

イルス感染者が、でたという情報で、正月の気

分を味わえない今年の始まりだったかと思い

ます。１２月の定例会の報告や今の教育長の活

動報告にもありましたが、三沢市連合ＰＴＡの

「Withコロナ啓発カード」をタイミング良く、

各家庭に配布したことで、そのカードのありが

たみを強く感じております。 

 気候の状況もありますが、少し風邪症状の子

が増えているようですので、咳、鼻水、発熱な

どの子供たちが、安心して休めるように、そし

て、安心して登校できるような環境を改めて確

認していただきたいと思います。発熱外来等で

１２月１日から受診方法が変わってきており

ますので、子供たちには正しい情報、保護者に

も不安を煽ることのない形で生活をしていた

だきたいと思います。 

 受験に関してですが、先日、高校生の共通テ

ストが、この地域では北里大学で行われました

が、大きな混乱がなく無事に終わったようです。

本当に明日がどのような状況になるかわから

ないので、状況やそれぞれの受験日に合わせて、

当日を無事に迎えるまで、フォローアップして

いただければと思います。子供たちの方が状況

を読んでいるのかなとは思います。状況の汲み

取りとそれへの順応も良いように思います。 

 がんばれメニューなども、子供の心を支えて

くださっていると思いますので、まずは、一人

一人が、それぞれに向かう道筋までフォローし

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

 

■立花委員 

 正月早々三沢市内で、クラスターが発生した

ことで、子供たちに影響がなければいいなと心

配しておりました。何かあれば教育委員会から

連絡がありますが、今回はなかったのでひと安

心かなと思っております。そんな中で、小学校

のイングリッシュデイなども、開催の様子が新

聞に掲載されていました。参加については保護

者の中には懸念する人もいて、人数は昨年度と

比べてどうだったのかと思いましたが、無事終
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了して良かったと思います。 

 中学校から卒業式についてのお知らせが来

ましたが、「昨年と同じ形式で行い、案内は出

しません。」という内容のお知らせでした。状

況的には昨年と変わらないので、教育委員会か

らの指導でそのようにしていると感じたので

すが、卒業式はどのような方法で行うのか、教

えてください。 

  

■学校教育課長 

 卒業式関係は、校長会等で色々と話をしてお

りまして、いつも通りの対策を取りながら、出

来るだけ、子供たちが、最後に学校を旅立つに

あたって、心をきちんと整理できるようにとい

うことで、卒業生や生在校生にも指導しており

ます。 

 来賓については、各校にお任せしていますが、

ＰＴＡ会長のみとしている学校が多いと報告

がありました。合唱や呼びかけ等については、

全国的にそのようなところからコロナが発生

していると報告がありまして、県からも通知が

きていました。学校へは状況を見ながら、４月

いっぱいは歌を歌うことを検討してください

とお話しています。２月以降、また状況を見て、

出来るだけ卒業式には、合唱や呼びかけができ

るような方向で進めております。 

 以上が現時点での報告になります。 

  

■冨田教育長 

 補足しますと、卒業式とか、入学式などの大

きな節目になる行事は、色々な方法を考えなが

ら実施していただきたい。ただ感染のリスクを

軽減するためには、時間短縮とかコンパクトに

行い、来賓を限定するなど、昨年から引き続き

やっていただきたいと校長会で、確認しており

ます。学校のスペースの問題、人数の関係など

微妙なところについては、学校の状況に合わせ

て、校長の判断にお任せすることにしています。 

  

■立花委員 

 三沢市ではなく、隣町で非常に悲しい事故が

ありました。 

 今年は、例年より寒い時期が早まっていて、

非常に寒い日が続いています。子供たちには、

用心に用心を重ねて、特に横断歩道を渡るとき

は、慎重に歩くよう指導を徹底して行っていた

だきたいと思います。 

以上です。 

 

                   

○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、１月定例教育委員会を閉会いた

します。 

 

２月定例会の日程ですが、２月１５日、月曜

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、２月定例会は、２

月１５日、月曜日、午後２時からといたします

ので、よろしくお願いします。 

 

                   

 

閉会   ９時３５分 

 

 

■会議録署名者 

 

 教育委員  本 江   宏 

 

 教育委員  松 森 まゆみ 

 

 書  記  今 村 多美代 

  


