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三沢市教育委員会 令和３年度 ５月定例会 

 

  １ 日  時  令和３年５月２７日（木）  １３時５８分 開会 

                        １４時３３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５月定例会 議事日程 

  

  開会 

   

  第１ 会議録署名委員の指名 

   

  第２ 会期の決定 

   

  第３ 前回会議録の承認 

   

  第４ 報告案件 

    報告第２号 令和３年度教育長の主な活動報告（４月～５月）について 

   

  第５ その他 

   

  閉会 
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開会  １３時５８分 

                   

○開会 

  

■冨田教育長 

 ただ今から、令和３年度５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１ 会議録署名委員の指名 

  

■冨田教育長 

 日程第１ 会議録署名委員の指名。 

 会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、立花委員と黒沢委員を指

名いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

  

                   

○日程第２ 会期の決定 

  

■冨田教育長 

 日程第２ 会期の決定。 

 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３ 前回会議録の承認 

  

■冨田教育長 

 日程第３ 前回会議録の承認。 

 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４ 報告案件 

  

■冨田教育長 

 日程第４ 報告案件。 

 続いて、報告案件に移ります。 

 報告第２号 令和３年度教育長の主な活動

報告（４月～５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２号 令和３年度教育長の主な活動

報告（４月～５月）について、ご説明いたしま

す。 

 令和３年４月の主な活動につきましては、１

日 木曜日は、各種辞令交付式のほか、管内市

町村教育委員会教育長会議に出席しておりま

す。 

２日 金曜日は、例年の防犯グッズ いかのお

すしの寄贈式を行っております。７日 水曜日

から１３日 火曜日までは、市内小中学校の登

校時において実施されました「輝く笑顔推進キ

ャンペーン」で、挨拶やいじめ防止など街頭か

ら声かけ活動に参加しております。１６日 金

曜日は、４月定例教育委員会・合同校長会、２

０日 火曜日は、定例教頭会に出席、２７日 

火曜日は、令和３年三沢市議会第１回臨時会に

出席、２８日 水曜日は、三沢市幼稚園教育研

究会総会に出席しております。 

 ５月の主な活動につきましては、１０日 月

曜日は、定例校長会、１２日 水曜日は、定例

教頭会に出席しております。１９日 水曜日は、

三沢市立図書館協議会、２１日 金曜日は、令
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和３年度豊かな心を育てる生徒指導研究推進

協議会の会議に出席しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

■冨田教育長 

 私からは、教育長の主な活動報告の中から、

若干補足の説明をいたします。４月の中ほどに

記載のある、７日 水曜日から１３日 火曜日

までの「輝く笑顔推進キャンペーン」県内一斉

声かけ活動について、報告したいと思います。 

 三沢市には、三沢市青少年健全育成推進委員

連絡協議会という団体があり、会長は、前の教

育委員長の宮野氏です。会員は、今年度１４名

で、町内会長や役員、子供会の役員、民生・児

童委員、連合ＰＴＡの役員等の関係者で構成さ

れております。この団体が、三沢市の実施団体

となっております。 

 この一斉声かけ活動は、青森県が主催し、４

月、７月、８月、１１月に、平日の５日間位で、

県全体で活動日を決めて一斉に活動していま

す。今年度の活動の様子は、各学校に３、４人

位ずつ参加し、のぼり旗を掲げ、挨拶運動をさ

れておりました。学校によっては、先生は勿論、

地域の方々も一緒に参加されておりました。 

 ある学校では、子供たちが登校、教室にラン

ドセルを置いてから、また校門まで出てきて一

緒に活動し、最後には人の輪が広がり、１００

人位になるという学校もあります。ちなみにそ

の学校は伝統的に活動を行っており、いつも微

笑ましい姿を見せてくれます。 

 挨拶運動となっておりますが、大人が、子供

たちから元気を貰っている活動です。今回は、

立崎部長も朝早く出て参加いたしました。 

 以上報告と活動紹介でした。 

  

 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。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、ないようですので、報告第２号 

令和３年度教育長の主な活動報告（４月～５月）

については、終わりといたします。 

  

                   

○日程第５ その他 

  

■冨田教育長 

 日程第５ その他。 

 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、教育総務課から、その他の報告事

項についてご説明いたします。  

 令和３年三沢市議会第２回定例会の日程に

ついてですが、招集告示が５月２７日、本日先

ほど終わりました。議会開会が６月７日、一般

質問が６月１０日と１１日、特別委員会が６月

１４日と１５日、議会閉会が６月１７日の予定

で行われます。 

 資料には記載しておりませんが、もう１点、

報告事項がございます。 

 今年度より、各学校で作成している「学校だ

より」について、教育委員の皆様へも配付する

ことといたしましたのでご連絡いたします。 

 配布時期につきましては、各学校で作成日が

まちまちですので、翌月初めにまとめてお渡し

することといたします。 

 なお、４月分は５月分と合わせて、定例会終

了後にお渡ししたいと思います。 

 教育総務課からは以上でございます。  

 

■学務課長 

 それでは、２番 学務課からは、令和３年度

三沢市立小中学校の児童生徒数をお知らせい

たします。 

 ５月１日現在の児童生徒数ですが、小学校は、

２，０６２名、中学校は、１，０５８名、総数
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が３，１２０名となっており、昨年度より、２

８名減になっております。後ろに、学校毎の児

童生徒数の一覧を添付してありますので、後程

ご覧ください。 

 なお、この数字が国の統計調査等の基本の数

字となります。 

 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

説明します。 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、学校

における行事等と当課事業についても、昨年度

に引き続き変更せざるを得ない状況です。そこ

で、変更した内容や今後の予定について説明し

ますので、資料を４枚めくっていただき、「学

校における行事等と学校教育関連事業等の実

施について」をご覧ください。 

 基本的な考え方として、「児童生徒の多様な

力を伸ばすために、基本的には感染症防止対策

をとりながら教育活動等を実施する。実施に当

たっては、規模縮小、会場変更、時間短縮等も

検討し、可能な限り市内の学校で共通の取組と

する。」ということを学校に伝えています。具

体的には、次に記述しているとおりですが、主

だったものを説明します。 

 ②の運動会ですが、昨年度は一学期の開催を

自粛するよう要請しましたが、各校の実情に応

じ感染症対策をとって、競技を半日日程として

実施可能としました。６月上旬で、全学校が終

わる予定です。 

 ④の部活動ですが、三沢市内や近隣市町村で

発症していない場合は、感染症対策をとって実

施可能とする。ただし、大会参加については現

在、中体連等の公的団体が実施する大会は慎重

に判断した上で参加可能、練習試合は６月１１

日まで市内校のみとしています。スポーツ少年

団活動も部活動の情報を提供し、同様のことを

お願いしています。 

 ⑤の修学旅行ですが、感染症対策をとって、

基本的に実施することとし、実施の際には、目

的地を北東北３県等とすることとしています。

この「等」は隣接する宮城県、山形県を指して

います。修学旅行の実施については、保護者に

も文書を配布し理解を求めながら、各校で計画

を作成しているところです。 

 では、資料は、戻っていただき、２ページを

お開きください。 

（２）「令和３年度三沢市小学校陸上競技大会」

の変更についてです。昨年度は陸上競技大会を

中止としましたが、今年度は、一堂に会しての

大会をやめて、各校ごとに記録会として実施す

ることとしました。 

 名称を「三沢市小学校陸上競技記録会」と変

更し、各小学校グラウンドで、６月７日～７月

２日の期間で記録をとります。参加者全員に記

録証を配布することで意欲を高めることとし

ています。詳細は、後ろに添付しておりますの

で、時間があるときにご覧ください。 

 続いて、（３）三沢市版小学校英単語集完成

及び小学校への配布についてですが、「英語教

育 Second Stage」の事業の１つとして三沢市

版小学校英単語集を作成し、市内小学校の４年

生から６年生が授業で使用できるように学校

に配布しました。英語活動科の授業で使用する

ことで児童の語彙力を高め、英語学習に対する

興味・関心を深めることにつなげたいと考えて

います。 

 このような冊子になります。教育委員会では

珍しくカラー刷りの楽しそうな冊子となって

おりますので、教育委員の皆様には、後ほど手

に取って見ることができる場面を用意したい

と思っておりました。 

 配布したときの子供たちの様子は、とてもう

れしそうで、「勉強が楽しくなりそう」とか「英

語を使ってみたい」と意欲を見せていました。

そのときの様子を東奥日報さん、デーリー東北

さんが記事にしてくれましたので、後ほどご覧
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ください。 

 学校教育課からは、以上でございます。 

  

■生涯学習課長 

 生涯学習課からは、３ページ、４番の令和３

年三沢市成人式の開催について、ご報告いたし

ます。 

 日時を令和３年１２月２６日 日曜日、１３

時から三沢市公会堂大ホールで式典のみ、1時

間程度の開催を予定しております。対象は、平

成１２年４月２日から平成１３年４月１日ま

でに生まれた方です。 

 大変申し訳ございませんが、メモ欄の参考が

平成になっておりました。令和の誤りですので、

訂正をお願いいたします。申し訳ございません。 

 昨年１２月の延期発表で、８月開催予定とし

ており、以来準備を進めて参りましたが、ここ

最近の三沢市のコロナ感染状況を鑑み、８月開

催を断念し、１２月といたしました。 

 その理由といたしましては、市内業者からの

聞き取り、多くの市民がワクチン接種を終了し

ている時期、成人の方々が帰省しやすい時期を

考慮して、１２月２６日に決定したものでござ

います。 

 以上でございます。 

  

■冨田教育長 

 その他、各課から、追加で報告事項等があり

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。 

  

■本江委員 

 学校教育課の中体連についてですが、県大会

は参加人数を減らして実施するというような

話ですが、何か情報が入っていますか。また日

程はどうなっていますか。 

  

■学校教育課長 

 中体連県大会で私共に入っている情報につ

いてですが、県では、各地区からの参加人数を

減らすということで、例えば、例年１２人参加

しているものを８人にするとか、団体も２チー

ム出ていたものを１チームにするとか、数を減

らして県大会を実施する方向で動いているよ

うです。それに関連し、高校総体も実施する予

定で、中学校の県大会も地区大会も実施する予

定で動いているようです。 

 開催日程については変更がございません。 

 以上でございます。 

  

■立花委員 

 市内小学校の陸上競技大会が、学校毎に記録

会になるようですが、その記録は、あくまでも

参考記録になるのでしょうか。公認するのでし

ょうか。その点の確認をお願いします。  

  

■学校教育課長 

 一昨年のように、同じ会場で、一堂に会して

の開催であれば、風の条件やグラウンドの条件

が同じであるため、比べることができましたが、

今年度は各校で、条件が違いますので、あくま

で、参考記録として出していただいて、標準記

録を突破した場合には、昨年度の記録と比べて

みるなど、記録賞として、各校に渡し、順番は

付けずやりたいと思っておりました。そういっ

た方法で、子供たちには意欲付けをし、体力を

延ばす方向にもっていきたいと考えておりま

した。 

 以上でございます。 

  

■立花委員 

 もう一つ、修学旅行についてですが、実施は

中学校の方が早いですよね。 

  

■学校教育課長 

 修学旅行については、一番早いのが、第三中
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学校で、２年生と昨年実施していない３年生が

７月に実施する予定です。 

 続いて小学校が９月から１０月、中学校は、

２年生が対象で、１０月から１１月の予定とな

っております。 

 以上でございます。 

  

■冨田教育長 

 若干補足をいたしますが、きちんと決まりま

したら、一覧にして、次回の定例教育委員会で

情報提供が可能だと思います。 

  

■立花委員 

 修学旅行の事で、もう一つ、質問ですが、昨

年度より厳しい状況での実施になると思いま

す。感染者が少なかった秋田県も徐々に増えて

いますし、岩手県もそうです。目的地が３県と

いうことですが、先の状況が見通せないような

気がします。修学旅行は、どのような状況でも

確実に実施するということで、よろしいでしょ

うか。 

  

■学校教育課長 

 修学旅行に関しましては、学校生活の中でも

とても大きな位置を占める行事であると捉え

ておりますので、教育委員会では実施する方向

で、各学校へお願いしております。それぞれ工

夫しながら実施する形で考えております。実施

は、まだ半年も先の事であり、現時点での計画

を保護者とともに相談しながら、目的地を北東

北３県に設定して状況を見ながら検討してい

きたいと思います。ただ、１０月、１１月の頃

に状況が悪化し、青森県でも蔓延防止の措置を

とる状況になった場合には、延期とか、様々な

安全対策を考えていきたいと思います。 

 先ほど教育長もおっしゃっていましたが、計

画が出来ましたら、またご意見等をいただきた

いと思います。 

 よろしくお願いします。 

■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 

 本日も色々な説明をしていただいてありが

とうございます。近頃暑くなることも多くて、

夏に向けて、暑さ対策の他にコロナ対策もしな

ければならない時期になってきたと思います。

今年度は、教室への空調機器の整備が進められ

るとのことで、昨年度より、保護者の不安感が

解消され、子供たちも過ごしやすくなるのかな

と思っております。 

 先日、保護者として、小学校の参観日と中学

校の運動会を拝見させていただきました。 

 まず、小学校の参観日は、タブレットを使用

した社会の授業でした。複式の授業でしたので、

先生が授業をしている間に、もうひとつの学年

が課題を与えられ、タブレットで調べ物をする

というような有効な使い方をしていました。た

だ、机の上にタブレットの他に教科書、ノート、

筆箱とあり、ボタ、ボタと物が落ちていました。

机が狭い感じがしたので、これから工夫が必要

だと思いました。 

 中学校の運動会は、競技中は子供たちも先生

も保護者もマスクを着用し、休憩時間は、ＰＴ

Ａ委員の方々が、消毒作業をしてくださって感

染防止対策がしっかりと行われていました。短

い時間ではありましたが子供たちの頑張りを

十分に感じることができるとても素晴らしい

運動会でした。 

 以上です。 
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■本江委員 

 今日は、「学校だより」の配付についてあり

がとうございます。自分の地域の学校からは、

いただいていますが、全学校の学校だよりの配

付により、学校の様子や子供たちの様子を感じ

取れるということが、嬉しく思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 朝の子供たちの登校状況をみると、元気よく

登校しており安心しました。これからは対外試

合等や校外活動が多くなりますので、感染症に

対しては、今も気を付けていますが、より一層

の気配りをお願いしたいと思います。 

 また、その後押しの方についてもよろしくお

願いします。 

 以上です。 

  

■黒沢委員 

 私も、「学校だより」の配付について、大変

ありがたいと思います。町内会の回覧板で回る

のは、地域の学校だけですので、他の学校の子

供たちの様子や校長先生の子供たちへの思い

なども記事にされていますので、大変楽しみに

しております。 

 コロナの関係は、今青森県は、ちょっと厳し

い状況にありますし、まさか今年が去年を上回

る状況になるとは、正直想像していなかったも

のですから。 

 先日、行われた中学校の運動会は、私も１校

参加しましたが、子供たちが自主的に、主体性

を持って活動している姿と子供たちも感染対

策に取り組みながら、こういった状況であれば、

この様な動きが取れるという自信を持った態

度を見せてくれた場面がありまして、子供たち

はしっかり育っていると感じたところです。 

 修学旅行の件に関しても、いち早く、子供た

ちへの説明と教育委員会から配付された保護

者への手紙を通して、保護者もある程度の見通

しを持つことができると思います。子供たちも

希望を持ち、諦めながら、それでもまだ一縷の

望みを持ちながら、ただ、どうにもならないこ

ともありますが、子供たちの心もしっかり育っ

ておりますし、先生方がしっかり受け止めてく

だされば、なんとか今年も乗り切ることができ

ると思います。 

 また、感染者が出た場合など、県からの情報

が大変少ない状況で、実際起きたときに具体的

にどう動いたら良いか全く見えない形で、当地

リレーに関しても、三沢市長が、「県からの情

報がないから、市では判断できません。」と言

った報告で、各学校での判断も大変難しいと思

いますが、去年の教育委員会の取り組みの姿勢

をみていますと、難しいとは思いますが、何と

かまた一年乗り切っていただきたいと思って

いますので、まずは、健康に気を付け、ストレ

スを上手に発散しながら、取り組んでいただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

  

■立花委員 

 あまり、コロナの話から始まると、なかなか

厳しい状況かと思いますが、三沢市では、一般

の高齢者で６５歳以上の方のワクチン接種が

始まっているそうです。順調にいけば、７月い

っぱいで終わるのか微妙な感じで、それ以降は、

一般の方々の接種が始まるようです。 

 テレビのニュース等を聞いていますと、ワク

チン接種をすることにより、ある程度終息に向

かっていくのかなというような感じを受けて

います。学校で、勿論教育委員会でもそうです

が、いつ・どこで、発症するのか全くわかりま

せんが、何とか、あと半年、もう一年の我慢か

な。何とか指導をお願いしたいと思います。 

 また、今日の新聞で、入試の平均点数が最近

になく高かったという記事が出ていました。三

沢市でも第１志望の合格率が例年になく高か

ったようです。皆さんの努力の結果の賜物だと

思っております。当然去年は、コロナ・コロナ
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で子供たちも大変な状況の下で、勉強してきた

と思いますが、教育委員会や先生方の努力の下

で、子供たちも頑張ってくれた結果だと思い、

大変嬉しく思います。 

 心配なのが、高校でもクラスターが、部活動

を中心に発生しているということです。いつ・

どこで、自分も感染するかわからない状況です

が、お互いに気を付けて、何とか乗り切って行

ければいいと、ただ願うばかりです。 

 以上です。 

  

                   

○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、５月定例教育委員会を閉

会いたします。 

 ６月定例会の日程ですが、６月２８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、６月定例会は、６

月２８日 月曜日、午後２時からといたします

ので、よろしくお願いいたします。 

 

                   

 

閉会  １４時３３分 

 

  

  

■会議録署名者 

 

 教育委員  立 花   肇 

 

 教育委員  黒 沢 のぞみ 

 

 書  記  今 村 多美代 

  


