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三沢市教育委員会 令和３年度 ４月定例会 

 

  １ 日  時  令和３年４月１６日（金）  １３時２８分 開会 

                        １４時１０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                  立 崎 裕 輔 

    教育総務課 課長              岡 部 章 典 

    教育総務課 課長補佐兼施設係長       池 田   修 

    学務課   課長              村 上 輝 仁 

    学務課   課長補佐兼学務係長       浪 岡 さゆり 

    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 

    生涯学習課 課長補佐兼生涯学習係長     柿 崎 竜 平 

    学校給食センター 所長           海老名 達 郎 

    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３年度４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１号 令和３年度教育委員会予算の概要及び事務分掌等について 

   

  第６ その他 

   

  第７ 閉会 
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開会  １３時２８分 

                   

○日程第１ 開会 

  

■冨田教育長 

 ただ今から、令和３年度４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、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１６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１号 令和３年度教育委員会予算の

概要及び事務分掌等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１号 令和３年度教育委員会予算の

概要及び事務分掌等についてご説明いたしま

す。 

 資料１ページから５ページまでの教育委員

会主要事業に係る予算の概要につきましては、

各担当課長からご説明いたします。 

 資料６ページは、三沢市教育大綱の育成方針

及び三沢市教育振興基本計画の基本理念や施

策の方針、７ページからは、教育委員会の組織

及び事務局等の機構図、９ページからは、各課

の組織体制及び事務分掌となっております。後

ほどご確認いただきたいと思います。 

 別綴じで、教育施設災害及び事故発生時の対

応マニュアルについては、昨年度と多少変更が

ございますが、説明についてはこの後の校長会

との合同会議においてご説明いたします。 

 それでは、令和３年度当初予算の概要につき

まして、教育総務課担当の№１から№１４まで

をご説明いたします。 

 資料の１ページ目をお開き願います。 

 №１のＩＣＴ活用支援業務ですが、昨年度ま

でに整備したタブレット端末等の機器を有効

に活用した効果的な教育活動を行うために、教

員に指導や助言を行うＩＣＴ支援員を配置し、

児童、生徒の情報活用能力の向上を図るもので

あります。こちらは新規事業で、当初予算額に
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ついては１，０１２万円となっております。支

援員については、ＩＣＴ機器に関する十分な知

識や技能を有した者を１名配置し、ＩＣＴを活

用した授業の提案、機器等の準備、操作の説明、

教材作成、研修の実施などの支援を行うため、

各小中学校を月１回以上訪問する予定となっ

ております。  

 №２及び№４は、自動体外式除細動器（ＡＥ

Ｄ）の更新購入で、新規事業となっております。 

市内小中学校の校舎に設置されたＡＥＤにつ

いて、今年度耐用年数を迎えることから更新を

するものです。当初予算額については、小学校

が２７０万９千円、中学校が１９３万５千円と

なっております。要求の時点では、講堂への設

置を要望しておりましたが、こちらについては

運用により対応してほしいとのことで予算を

確保できませんでした。 

 №３と№５は、図書備品購入のための、継続

事業です。これは、小中学校の図書室に配置し

ている図書を購入するものです。当初予算額に

ついては、小学校分が２６０万円、中学校分が

２５０万円となっており、昨年度と同額の予算

額となっております。 

 №６は、吹奏楽部活用楽器購入のため継続要

望していたものでありますが、今年度に関して

は予算化には至りませんでした。今後は財政運

営計画にのせるなど、計画的に購入できるよう

要望を継続して参りたいと考えております。 

 №７の危険木調査業務及び№８の危険木伐

採剪定業務ですが、市内小中学校の敷地内にあ

る樹木について、倒木等の危険性を調査し、危

険性のある樹木等については剪定及び伐採を

行うものであります。どちらも新規事業で、当

初予算額については、調査業務として２５万円、

伐採剪定業務として３７４万６千円となって

おります。 

 №９は、小中学校の営繕のための、継続事業

です。これは、学校施設の建物、付帯設備等が

経年劣化・老朽化等により、破損や故障など不

具合が生じていることから、修繕や工事を行う

ものです。古間木小学校正面外壁修繕ほか２１

件となっております。当初予算額は、４,３６

４万円となっており、令和２年度当初予算額と

の比較では、１，７４５万８千円の増となって

おります。それでは営繕事業の主なるものをご

説明します。 

 小中学校の修繕費は省略いたしまして、２ペ

ージ目の営繕工事ですが、小学校の営繕工事の

②上久保小学校電気設備改修工事ですが、これ

は校舎教室の蛍光灯をＬＥＤ照明に交換する

ものです。 

 次に⑤岡三沢小学校雨水集水桝改修工事で

すが、これは学校敷地内の雨水が北側市道へ流

出することにより、周辺地域の道路が水たまり

になることから、敷地内排水桝の改修を行うも

のであります。 

 次に中学校営繕工事として、①、③、⑤に関

しては経年劣化により雨漏りしている教室や

玄関等の屋上防水や天井の改修等を行うもの

であります。 

 次に④堀口中学校美術室他アルミ製建具改

修工事ですが、これは経年劣化により２か所の

非常ドアが湾曲し、開閉できないドアの取替え

を行うものであります。なお、令和３年度の当

初予算要求で予算化されなかった工事等につ

きましては、今回査定で見送られた工事や修繕

も必要なものであることは十分承知しており

ますことから、今後も引き続き現状を把握し、

財政当局と相談の上、状況に応じた補正等で対

応していくことも考えておりますのでご理解

いただきたいと思います。 

 №１０は、小中学校屋外便所新築のための防

衛省補助の、継続事業です。これは、屋外便所

を設置して、校庭での授業や部活動をはじめ、

学校行事など教育活動の円滑な運営を図るた

め、第五中学校に屋外トイレを建設するもので

あります。当初予算額は、２,０９９万円３千

円となっております。 
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 №１１は、小中学校暖房設備改修のための防

衛省補助の、継続事業です。これは、経年によ

り老朽化した暖房用ボイラーを更新する事業

で、令和２年度から２ヵ年で実施中の古間木小

学校の工事となっております。当初予算額は、

８，３６６万円５千円となっております。 

 №１２は、木崎野小学校グラウンド改修のた

めの防衛省補助事業の新規事業です。これは、

木崎野小学校のグラウンド周囲法面の土が、雨

水などで流され、また、法面の上にある樹木の

根もむき出しで危険な状態になっていること

から、この法面の改修を行うもので、今年度は

設計を行い、来年度以降に工事を行う予定であ

ります。当初予算額は、２８４万２千円となっ

ております。 

 №１３は、市内小中学校への冷房設備新設に

係る新規事業です。この事業は、近年、温暖化

による自然環境の変化によって、三沢市におい

ても夏場の厳しい暑さが続いていることから、

学校においても、児童の熱中症対策の設備とし

て、市内小中学校の冷房設備のない９校の普通

教室等に、エアコンを設置するものであります。 

当初予算額は、２，８５６万８千円で、今年度

は設計を行い、次年度以降工事を行う予定とな

っております。 

 №１４は、市内小中学校の長寿命化計画に基

づく改良事業で新規事業となります。これは令

和２年８月に策定した学校関連の長寿命化計

画に基づく改良事業で、施設の改修工事にあた

り、比較的、古い施設で老朽化が進んでいる学

校の改善を優先して行うものであります。今年

度は躯体調査業務として市内小中学校５校の

構造体、電気、機械設備等の劣化調査を行い、

コンクリートの強度等から耐用年数を推定し、

今後、施設の長寿化が図られるか判断を行う予

定となっております。資料では五中の基本構想

を今年度実施することとで記載されておりま

すが、次年度に実施することで訂正お願いしま

す。当初予算額は、３，００１万５千円となっ

ております。 

 教育総務課からは以上となります。 

  

■学務課長 

 続きまして、学務課は、№１５です。 

 №１５の要保護、準要保護学用品費等援助費

をご説明いたします。 

 経済的理由によって、就学困難と認められる

児童生徒の保護者に対して必要な援助を行う

ものです。今年度も昨年度に続きコロナ禍にお

いて、生活困窮者が少し増えると見込んでの予

算をあげており、２，０９９万７千円となって

おります。 

 以上でございます。 

  

■学校教育課長 

 続きまして、学校教育課です。当課担当分の

３ページの№１６から４ページの№２３まで

を説明いたします。 

 №1６の総合的学習推進事業ですが、訂正が

ございます。事業内容の一番下の外国人連絡相

談員（謝礼）のところの一行を削除願います。

お手数をお掛けし申し訳ございません。 

 国際理解教育の講師派遣費、小学６年生全員

を対象としたゆめ実現推進事業、いわゆる夢チ

ャレ教室、調べ学習用の教材として使用する新

聞購読費等が、主なものです。令和３年度の確

定額は７千円増の４２５万円となっておりま

す。これは、教育バス維持管理費を新規に計上

したことによるものです。 

 №1７の外国青年招致事業は、中学生の英語

力向上のための外国人招致事業として、４月か

ら新たに来日する新規ＡＬＴを含む３名を市

内の小中学校に配置することや、英会話力向

上・異文化理解のための諸事業の実施が主な内

容となっております。ただ、コロナ禍により、

まだ招致の準備が整っておりません。３年度の

確定額は、５０１万９千円増の１，３５３万８

千円となっております。増額は、増員する新規
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ＡＬＴに係る、人件費等によるものです。 

 №1８の英語教育推進事業は、国の教育課程

特例校の指定を受け、全小学校で１年生から実

施している英語活動科授業実施のための英語

指導助手（ＡＥＴ）の配置、小学生対象のジュ

ニアイングリッシュデイ、中学生対象のイング

リッシュキャンプの開催、中学２、３年生対象

の英語検定料１回分の補助が主な内容となっ

ております。３年度の確定額は、２３３万５千

円減の１，１０６万６千円となっております。

これは、先ほど述べたＡＬＴ１名増員に伴い、

英語活動科におけるＡＥＴの謝礼が減額とな

ることによるものです。 

 №1９の学校教育活動支援費は、教師の指導

力向上のため、年２回の理数教育研修講座や研

修主任研修講座等各種研修会の実施、全小中学

校で、校外体験学習事業の実施、陸上競技大会

や理科研究発表会等市教育振興会行事の実施、

中体連・学校保健会等補助金や負担金の補助が

主な内容となっております。３年度の確定額は、

１０５万８千円減の８９３万９千円となって

おります。これは、一昨年から各中学校へ部活

動支援員を配置しておりますが、７月から配置

予定のため補正予算で計上することによるも

のです。 

 №２０の豊かな心を育てる生徒指導活動費

は、心の教室相談員、スクールソーシャルワー

カーの配置、三沢市いじめ防止対策審議会開催

に係る費用が主な内容となっております。３年

度の確定額は１７６万９千円増の１，０７６万

５千円となっております。増額は、スクールソ

ーシャルワーカー、心の教室相談員を週３日の

勤務から週４日程度勤務できるようにしたこ

とに伴い、雇用保険料が発生することによるも

のです。 

 №２１の教育支援・特別支援費は、小中学校

の障害を有する児童生徒の教育措置について

調査審議し適正な教育支援の実施、特別支援教

育理解啓発研修会の実施、特別支援教育関係の

教材等の購入等が主な内容となっております。

３年度の確定額は、４万９千円増の１３３万６

千円となっております。これは、教育支援委員

会を開催する際の報酬等の増額によるもので

す。 

 №２２の指導費は、指導主事の資質向上のた

めの視察研修や会議等への参加、学校教育への

指導や支援、「学校教育指導の方針と重点」の

教師用指導書作成・配布、児童生徒の学力把握

のための諸検査実施などが主な内容となって

おります。３年度の確定額は、２１９万８千円

減の６２３万４千円となっております。これは、

今年度からの中学校学習指導要領の全面実施

に伴って昨年度購入した教師用指導書の購入

費用がかからなくなったための減額となって

おります。 

 続いて、４ページをお開きください。 

 №２３の教育相談室設置費は、教育相談員２

名、適応指導員３名で、不登校児童生徒の相談

活動と学校復帰を目指した相談活動及び適応

指導業務を実施しております。３年度の確定額

は２千円減の３０万円となっております。 

 以上が学校教育課の部分でした。 

  

■生涯学習課長 

 続きまして、生涯学習課です。 

 所管事業費の総額３億２，６４６万４千円の

うち、主な事業３件についてご説明いたします。 

 初めに、№２５の市道姉沼２号線遺跡発掘調

査事業です。道路改修事業に伴い、記録目的調

査を平成２９年度から８年計画で進めており

今年度は５年目となります。予算額は１，９７

４万７千円となり、うち１，５５０万円は、国

庫補助金です。 

 次に、№２７の社会教育総務費です。事業費

９，１２７万１千円のうち、主たる項目として

は、県立三沢航空科学館管理運営費負担金が 

７，８６８万７千円、上北地方教育・福祉事務

組合分担金が１，２１２万７千円です。 
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 次に、５ページをお開きください。 

 №３０の公民館費です。東北共立・寿グルー

プによる指定管理のほか、施設管理のための業

務委託料など、予算額は１億４４万４千円とな

っており、うち１，５００万円は国庫補助金と

なります。 

 以上でございます。 

  

■学校給食センター所長 

 学校給食センターにおける令和３年度当初

予算の概要をご説明いたします。 

 №３５の学校給食センター運営費の通常の

運営業務に係る経費としまして、給食日数は、

２０１日で前年度より４日程、減りますが、対

象児童生徒数は、３，１４９人を見込んでおり、

前年度より７人程、増となり、給食数は、６６

万１，５０５食を予定しております。施設の修

繕料は、調理設備保持業務等と合わせまして、

予算額は、３億３，９９４万１千円で、前年度

より、５５９万円の増となりました。 

 なお、今年度も応援メニューとして、運動会

や中体連、受験時等の際に、質と量をアップし

た特別給食の提供を予定しておりますので、楽

しみにしてください。 

 以上でございます。 

  

■冨田教育長 

 ただ今の報告に対し、委員の皆様から、ご質

問等ございますか。 

  

■本江委員 

 №１のＩＣＴ活用支援業務です。１２校に１

名ということになっておりますが、支援員を拠

点校に配置して、そこから各学校へ回るのでし

ょうか。 

  

■教育総務課長 

 拠点校へ配置するのではなく、ＩＣＴ支援の

業務は、業者への委託を想定しておりますので、

会社からの派遣で、そこから各学校に回ってい

ただくことを考えております。 

  

■黒沢委員 

 №１３の小中学校空調設備整備事業は、普通

教室に設置するとなっていますが、特別支援学

級の子供たちが通常過ごす教室も対象となっ

ているのか教えてください。 

  

■教育総務課長 

 特別支援学級の教室も普通教室として、含ま

れております。 

  

■立花委員 

 №１７の外国青年招致事業について、コロナ

の影響で、ＡＬＴの方々が日本に来られないと

いうのはわかりましたが、全く見通しが立って

いないのでしょうか。 

  

■学校教育課長 

 現在のところ、全く見通しが立っておらず、

中学校は、今一人いるＡＬＴを活用し、小学校

は、ＡＥＴと英語教育コーディネーターを活用

しています。三沢市だけでなく、管内は勿論、

全国的にこのようなことになっておりまして、

見通しが立たない状況です。 

 以上でございます。 

  

■松森委員 

 №２９の地域学校協働推進事業費の地域コ

ーディネーターに任命されている方は、どの様

な立場の方が任命されているのでしょうか。地

域に何年か住んでいるなどの基準があるので

しょうか。 

  

■生涯学習課長 

 地域コーディネーターは、できるだけ、地域

に長くいらっしゃる方ということでご推薦し

ていただいております。例えば学校事務さんや
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ＰＴＡ、元保護者であるとか、良くご存じの方

を推薦していただき、教育委員会で任命させて

いただいております。 

 以上でございます。 

  

■冨田教育長 

 若干補足ですが、学校から推薦していただい

た方々を任命するというシステムになってお

ります。 

 その他、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、報告第１号 

令和３年度教育委員会予算の概要及び事務分

掌等についての報告は、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 

 それでは、お手元の資料に基づきまして、教

育総務課からご報告いたします。 

 最初に、新入学児童への寄附についてです。 

１件目は、楽天ゴールデンイーグルス株式会社

楽天球団より、楽天ゴールデンイーグルスキャ

ップ、３９５個を寄附していただきました。 

 ２件目は、日本マクドナル株式会社より、マ

クドナルド安全笛、４５０個を寄附していただ

きました。 

 ３件目は、株式会社青森テレビより、防犯ブ

ザー、４００個を寄附していただきました。 

 ４件目は、三沢地区交通安全協会より、ラン

ドセルカバー、３６０枚を寄附していただきま

した。 

 ５件目は、株式会社三沢警備保障より、いか

のおすし下敷き、３７０枚を寄附していただき

ました。 

 次に、市内小中学校への寄附についてです。 

株式会社中屋敷建設より、ステビアキング（有

機肥料）を各小中学校へ１００キロ寄附してい

ただきました。 

 次に、市内小学校下校時ボランティア警備に

ついてです。株式会社三沢警備保障より、４月

１６日、本日ですが、新１年生の安全確保及び

指導を目的としたボランティア警備を市内４

校対象に実施していただくことになっており

ます。 

 教育総務課からは、以上でございます。 

  

■学務課長 

 ２ページの２番について、学務課より、報告

いたします。令和３年度３月１日現在の児童生

徒数は、小学校が２，０５０名、中学校が１，

０５９名、総数が３，１０９名です。まだ、転

入転出がありまして、人数が動いております。 

 以上でございます。 

  

■学校教育課長 

 続いて学校教育課から、「みさわ子どもしあ

わせ憲章」について説明いたします。 

 本憲章は、政策調整課が担当し、庁内プロジ

ェクトチームを組織して協議を重ね、制定した

ものです。 

 ２枚めくっていただきますと、カラー版のし

あわせ憲章がありますのでそちらをご覧くだ

さい。 

 内容は、子どもと家庭、地域それぞれが心が

ける３項目の「行動目標」と１０項目の「行動

指針」を示しています。子どものちかいは、黄

色の部分で「周りに感謝し、みんなで仲良く生

活します」が行動目標です。その下に行動指針

があり、小学校の低学年をイメージして「笑顔

ニコニコでみんなに挨拶します」をはじめとし

て、以下、小学校の高学年、中学生、高校生を
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イメージして作成しています。 

 資料は２ページ戻っていただきまして、制定

までの主な会議等は、庁内プロジェクトチーム

会議を５回、次のページになります。有識者会

議を２回、パブリックコメントをとり、小中学

生からの意見募集、高校生ワークショップなど

を行いました。 

 今後は、ポスターを、小中学生の保護者、町

内関係者に配布するとともに、市内公共施設に

掲示して周知を図る予定です。 

 以上、学校教育課からの報告でした。 

  

■冨田教育長 

 その他、各課から追加報告がありますか。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、ただ今のその他の報告で、委員の

皆様から、ご質問等ございますか。 

  

■立花委員 

 各団体から、沢山の善意の寄附をいただきま

したが、寄附の数にばらつきがあるようですが、

新入学児童全員に配布する分は十分なのでし

ょうか。 

  

■教育総務課長 

 新入学児童数は、現在、３５０名ですので、

いただいた寄附の個数で十分に足りました。 

 以上でございます。 

  

■冨田教育長 

 その他、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、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、確認やご意見・ご感想等をいつもの順番

でお願いします。 

  

■松森委員 

 今日は色々な事業の説明をしていただきあ

りがとうございました。昨年度は、コロナ感染

症の蔓延を防ぐために、規模を縮小し、制限し

ながら工夫し行ってきました。今年度も工夫し

ながら対策を取り、予定通り授業が進むよう願

っております。 

 給食センターでは、今年度も行事に合わせた

メニューを考えてくださって嬉しく思います。

正に、今日は、お祝いクレープが給食に出てい

たようで、私の子供も張り切って学校へ行きま

した。子供たちにとって給食は楽しみの一つと

なりますので、これからもどうぞよろしくお願

いします。 

 以上です。 

  

■本江委員 

 今日は、色々な説明を大変ありがとうござい

ました。新年度がいよいよスタートしたという

感じがいたしました。学校の子供たちの朝の様

子を見ますと、非常にはつらつとして登校して

おります。去年は見られなかったような感じが

します。 

 大変嬉しく思ったのが、小学校の５年生か６

年生の子供だと思いますが、１年生の手を取っ

て一緒に歩いてくれたり、荷物を持ってあげた

りという光景が多くみられます。 

 中学校１年生も自転車通学が始まり、とても

新鮮に見えます。張り切って学校へ行っている

という感じがします。 

 教育委員会の後押しが、これからも助けにな

ると思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

  

■黒沢委員 

 給食のことですが、先日マックテレビに「初

めての給食」ということで、おおぞら小学校１

年生の給食の様子が映されていました。緊張し

ながらも「美味しい、美味しい」と言いながら、
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自分の判断でお替りしている子供もいました。

元気に食べているということに保護者の方も

安心できると思いますし、昨年は、コロナの影

響で、子供たちの姿を見る機会も減っていたと

思いますので、今後もマックテレビなどを通し

て、学校での子供たちの素敵な姿を見せていた

だけたら良いと思いました。 

 また、先日、三沢市の子供たちの読書感想文

を読ませていただきました。本当に表現する言

葉をいっぱい持って育っていると感じました。

選ばれなかった子供たちも、感想文を読んで、

その本を読んでみたいときっと心が揺さぶら

れたと思います。 

 選ばれた子供たちは勿論大変素晴らしいと

思いますが、自分が思っていることを文章に書

けない子供たちも多くいると思います。文章を

書くことが苦手な子供であっても、その思いを

持っていることを引き出して「あなたはそのま

までいいんだよ」と思って貰えるようにしてい

ただけたら良いと思いました。 

 本当に素敵な読書感想文を盛り沢山で感動

いたしました。ありがとうございました。 

 以上です。 

  

■立花委員 

 特別自己紹介はありませんでしたが、部長以

下、何名かのメンバーが変わりました。このメ

ンバーで１年間、色々な問題や課題に取り組ん

で、一緒に頑張っていきましょう。 

 コロナに関しては、昨年度よりも厳しい状況

かなと感じております。もしかすると、色々な

行事や授業等も昨年同様にできなくなる可能

性もあるかと感じております。何とか対策を講

じて、子供たちのために予定通りの行事、授業

等を消化していただきたいという思いでいっ

ぱいでございます。 

 まだまだ、治療薬などについても他力本願的

な部分もあり、コロナが終息するには時間がか

かると感じていますし、意外と三沢市にも発症

者がいるようなので、このメンバーからは発症

者が出ないように、お互いに行動には気をつけ

ましょう。１年間よろしくお願いします。 

 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、４月定例教育委員会を閉

会いたします。 

 ５月定例会の日程ですが、５月２７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、５月定例会は、５

月２７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。 

 また、本日はこの後、教育委員会と校長会の

合同会議がありますので、大会議室に移動をお

願いします。 

 

                   

 

閉会  １４時１０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 

  


