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三沢市教育委員会 令和３年度 １１月定例会 

 

  １ 日  時  令和３年１１月２６日（金）  １４時００分 開会 

                         １４時３６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                 山 内 康 之 

    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 

    参事兼教育総務課 課長           岡 部 章 典 

    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 

    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  １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１１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 議事案件 

    議案第１４号 学校運営協議会の設置について 

     

  第５ 報告案件 

    報告第１０号 令和３年度教育長の主な活動報告（１０月～１１月）について 

     

  第６ その他 

   

  閉会 
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開  会  １４時００分 

  

                   

○開会 

  

■山内教育長 

 ただ今から、令和３年度１１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、会議を進めてまいります。 

  

                   

○日程第１ 会議録署名委員の指名 

  

■山内教育長 

 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２ 会期の決定 

  

■山内教育長 

 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３ 前回会議録の承認 

  

■山内教育長 

 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４ 議事案件 

  

■山内教育長 

 続いて、議事案件に移ります。 

 議案第１４号 学校運営協議会の設置に

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。 

  

■生涯学習課長 

 それでは、議案第１４号 三沢市学校運営協

議会の設置について、ご説明いたします。 

９月の定例教育委員会において承認いただ

きました、三沢市学校運営協議会設置規則第３

条、三沢市学校運営協議会取扱要綱第２条によ

り、市内全小中学校から、学校運営協議会設置

申請書の提出がありましたので、設置してよろ

しいか伺うものです。次のページをお開きくだ

さい。設置申請されました各校の学校運営協議

会の名称につきましては、各学校の学校名の下

に学校運営協議会を付けて名称としておりま

す。設置年月日は、各校共通で令和４年４月１

日となります。 

また、３ページにつきましては、設置の承認

をいただけましたら各校に通知する様式とな

ります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

  

■山内教育長 

 ただ今の説明に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第１４号は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ございませんか。 

 （「異議なし。」と声あり） 
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 ご異議ございませんので、議案第１４号 学

校運営協議会の設置については、可決すること

に決しました。 

 

                   

○日程第５ 報告案件 

  

■山内教育長 

 続いて、報告案件に移ります。 

 報告第１０号 令和３年度教育長の主な活

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１０号 令和３年度教育長の主な活

動報告（１０月～１１月）について、ご報告い

たします。 

令和３年１０月の主な活動につきましては、 

８日、金曜日は、教育長辞令交付式、臨時庁議、

教育委員会の第１回臨時会に出席いたしまし

た。１４日、木曜日は、公会堂にて開催された

令和３年度「ゆめチャレ教室！」に出席してお

ります。１５日、金曜日は、第１９回「花と緑

の写生コンクール」の審査会に出席しました。

１９日、火曜日は一般の方から頂いた寄附金の

採納式を行っております。２１日、木曜日は、

学校規模適正化に向けての基本方針説明のた

め、三川目小学校地区代表者との懇談会に出席

しております。２９日、木曜日は、令和３年度

三沢市功労者及び文化功労者等の表彰式に出

席、同日、町内会長会議に出席しております。 

続いて１１月ですが、７日、日曜日に第３１

回三沢市消防のつどいに出席しました。８日、 

月曜日から１２日、金曜日までの期間のうち４

日間で、教職員人事異動に係る校長面談を行っ

ております。１０日、水曜日は、青森市で開催

されました令和３年度第２回市町村教育委員

会教育長会議に出席しております。１１日、木

曜日は、きざん三沢において開催されました令

和３年度上教連の教育委員・教育長研修会に出

席しております。１２日、金曜日は、第２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ております。１

３日、土曜日は、令和３年度三沢市総合防災訓

練に参加しました。１７日、水曜日は、花壇コ

ンクール及び花と緑の写生コンクール表彰式

に出席しております。１９日、金曜日は、令和

３年度上北地方学校経営研究会に出席してお

ります。次のページの２４日、水曜日は、スタ

ーゼンミートプロセッサー株より学校給食用

豚肉の贈呈に伴う贈呈式を行っております。２

５日、木曜日は、上北地方特別支援教育研究大

会に出席しております。来週の２９日、月曜日

から、三沢市議会第４回定例会が開会となり、

こちらに出席する予定となっております。 

 以上で説明を終わります。 

   

■山内教育長 

 ただいま、１０月と１１月の教育長の主な活

動報告をしていただきましたが、私からは、１

０月１５日に行われた、第１９回「花と緑の写

生コンクール」の審査会と１１月１７日に開催

された、花壇コンクール及び花と緑の写生コン

クール表彰式について、報告したいと思います。 

 新聞紙上でご存じの方もいらっしゃると思

いますが、審査会では、花壇コンクールの方は、

前冨田教育長が参加されていまして、私は写生

コンクールの審査と講評を依頼されました。審

査においては、花や植物が目立つように描かれ

ているかを基準として選びました。低学年は子

供らしい作品を主に、中学年は、色を濃くした

り薄くしたりと工夫があり、花に視線が集まる

ような作品、高学年は構図に工夫があり、中学

年と同様に色の濃淡を表すことに長けた作品、

中学校は光が当たった葉の具合や花の描写力

を観点に選びました。 

そして、１１月の表彰式の際には、作品の講
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評をするということでしたので、先ほど申し上

げた観点に沿って、作品の良くできたところと

もう少し工夫があれば花が目立ったという指

摘をしながら、一人一人の作品について講評を

しました。最終的に、どの絵からも花の命を大

切にしようとする優しい気持ちが伝わってき

て、私も心が耕される思いがして、子供たちの

努力を称えたいと思います。大変有意義な時間

を過ごさせていただきました。 

以上、ご報告でした。 

 

■山内教育長 

 ただ今の報告に対し、委員の皆様から、ご質

問等がございますか。 

  

■立花委員 

 １０月２１日の三川目小学校地区代表者と

の懇談会についてですが、当然統廃合などのお

話をされたと思いますが、地区の代表者の感触

など、どのような感じだったのでしょうか。 

 

■教育総務課長 

 三川目小学校では、今後の話についてはして

なくて、教育長さんが変わられたので、その顔

合わせと先日承認いただいた基本方針につい

ての概略説明などをいたしました。統合のお話

などの今後の流れにつきましては、検討委員会

を来年度立ち上げていくことを説明させて貰

いました。 

 以上でございます。 

 

■山内教育長 

 その他、ご質問等ございませんか。 

 （「なし。」と声あり） 

 ないようですので、報告第１０号 令和３年

度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 

  

■山内教育長 

 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、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。 

その他資料の１番、「ＡＩ顔認証検温サーモ

カメラシステム」の寄附について報告いたしま

す。学校生活における新型コロナウイルス感染

症拡大の予防対策として活用していただくこ

とを目的に、今月の５日、金曜日に全国共済農

業協同組合連合会 青森県本部より市内各小中

学校へ寄贈されたもので、内容につきましては

サーモカメラシステムが各校１台ずつの計１

２台、本体付属の自動消毒器に注入する消毒液

が各校１，０００ミリリットルの計１２，００

０ミリリットルの寄附となります。 

別添資料としてシステム本体の姿図を添付

しておりますので、後でご覧いただければと思

います。 

 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

説明します。 

 まずは、フレンドシップキャンプについて説

明します。５枚めくってカラーのパンフレット

をご覧ください。１２月４日、５日の２日間で、

外務省とＤＯＤＥＡ（アメリカ国防省教育部）

が主管となり、「フレンドシップキャンプ ２

０２１」を米空軍三沢基地で開催します。昨年

度は、「地元から世界へ イノベーターズキャ

ンプ」として初めて開催したものですが、今年

度は「仲間と友好」をテーマに基地内アメリカ

ンスクールの生徒と三沢市内の中学校生徒１
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３名が参加し、「三沢の魅力」について英語で

発表する予定です。 

 続いて、「三沢市小学生ジュニアイングリッ

シュデイ」について説明しますので、次のペー

ジの実施要項をご覧ください。この事業は、Ａ

ＬＴ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

象として、１２月１１日、土曜日に、三沢市総

合社会福祉センターで実施します。 アイスブ

レーキングのあと、英語を使ったゲーム、ＡＬ

Ｔ等の講師ごとにブースをつくって英語体験

という内容で実施します。一昨年度は、米軍三

沢基地、米軍ソラーズ小学校を訪問して交流を

していましたが、今年度も新型コロナウイルス

感染症のため受け入れができないということ

で、対策をとりながら、できる範囲で事業を実

施してまいたいと考えており、１７名の申込が

ありました。 

 最後に、「ゆめチャレ教室！」の報告です。

教育委員の皆様には当日お越しいただき、内容

は御存知ですので、新聞記事の紹介をいたしま

す。資料の最後のページをご覧ください。新聞

社２社が大きく取り上げ紹介してくださいま

した。この後、１２月に校長会代表によるワー

キンググループを開き、今年度の反省をまとめ、

次年度の方向性を検討する予定です。 

 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、今年度、２回開催となりま

した令和３年と、令和４年三沢市成人式につい

てご報告いたします。 

３ページをお開きください。５月の定例教育

委員会で再延期の報告をしておりました令和

３年三沢市成人式の日時は、令和３年１２月２

６日、日曜日１３時から、場所は、三沢市公会

堂大ホールで、式典のみ１時間程度を予定して

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。対象

者は合計４１４人となっておりますが、延期発

表前の前年１２月までの申し込み割合は、２

５％の１０３人でしたので、参加者は１００人

を見込んでおります。１１月２５日現在、７１

人の申込みで、締め切りは１２月１０日までと

しております。 

次に、令和４年三沢市成人式ですが、日時は、

令和４年１月９日、日曜日１３時から、場所は

同じく、三沢市公会堂大ホールで、式典のみ１

時間程度を予定しております。対象は平成１３

年４月２日から平成１４年４月１日までに生

まれた方です。対象者は合計３９９人となって

おりますが、半数の２００人前後を見込んでい

ます。案内の文書発送は、１１月２３日に送付

いたしまして、申し込み締め切りは１２月２４

日としております。 

どちらも、参加は事前申し込み制、入場は新

成人のみとしており、成人式の様子は後日、マ

ックテレビで放送いたします。 

 以上でございます。 

 

■学校給食センター所長 

 学校給食センターから、その他の報告事項を

説明いたします。 

 スターゼンミートプロセッサー株式会社様

より、食材を提供していただきましたので、ご

報告いたします。先日２４日に贈呈式を行いま

したが、三沢市細谷工業団地に工場があり、本

社は、東京にございます、スターゼンミートプ

ロセッサー株式会社より、豚肉５４０キログラ

ムの寄附がございました。提供されました豚肉

は、１月の給食で３回に分けて提供される予定

でございます。 

 以上でございます。 

 

■山内教育長 

 その他、委員の皆様に報告する事項がござい
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ましたらお願いします。 

 （「なし。」と声あり） 

 それでは、ただ今の、その他の報告事項に対

して、委員の皆様から、ご質問等がございます

か。 

 （「なし。」と声あり） 

 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 

 花と緑の写生コンクールの表彰式では、表彰

状を貰うだけでなく、教育長から受賞者一人一

人に講評をして頂いたということで、自分の頑

張りを認めていただいたと感じることができ

て良かったと思います。ありがとうございます。 

また、先日は、上十三市町村教育委員会連絡

協議会に教育委員として研修会に参加させて

いただきました。文化功労賞を受賞された川村

正さんの講演を拝聴することができました。ミ

スビードル号が無着陸横断を果たすまで、こん

なに多くの背景があったのだと、三沢市民であ

りながら初めて知ることがあり、大変興味深く

聴きました。歴史だと、どうしても暗記ものと

いうイメージが強いのですが、本当はすごく面

白い勉強であると思いました。授業数等の関係

で難しいとは思いますが、歴史の勉強が始まる

小学校６年生に機会があれば、川村さんの講演

を聞かせてあげたいと思いました。 

確認したいのですが、勉強不足で申し訳あり

ません。三沢市功労者等表彰式でいただいた資

料の中に、功労者と善行者と名前が掲載されて

いましたが、善行者はどの様な功績を残された

方なのでしょうか。教えていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

■生涯学習課長 

 現在は、善行者の表彰はございませんが、以

前は広報公聴課で担当していて、地域の中で長

い間、地域のために貢献されてきた方が表彰さ

れていたと記憶しております。 

 以上でございます。 

  

■本江委員 

 学校の各行事がスムーズに進められたこと

に関してですが、修学旅行や文化祭、発表会等

が、この時期に開催できたことについて、教育

委員会のご協力のお陰だと思います。ありがと

うございました。 

 実は、先日第一中学校の前を通った時に、生

徒の挨拶が大変良いと思いました。声を張り上

げるのではなく柔らかい感じの挨拶で、気持ち

が良かったです。そのことを中学校の先生にお

話ししたところ、「小学校の先生のご指導のお

陰です。」という言葉が返ってきました。小中

の連携等が非常にうまく繋がれていて、先生た

ちもそれを感じていますし、ほっとする嬉しい

気持ちになりましたのでお知らせしたいと思

いました。 

 以上です。 

 

■黒沢委員 

 本江委員の今のお話を受けて、振り返ったこ

とがありましたので、お話させていただきます。

小学校と中学校の連携のお話を伺いましたが、

幼保小の連携についても数年前から勉強会が

行われておりますけれど、その研修会の成果の

表れになるのではないでしょうか。小学校の空

き教室等を有効活用して、小学校でも遊びの時

間で子供たちの集中と気持ちをリラックスさ

せるために取り入れている学校もあると伺っ

たことがありました。小学校になったら、何か

出来なければいけないというのではなく、毎年

毎年、出来るだけなだらかに成長が進んでいく

ようになれば良いと思います。 
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 また、１１月は児童虐待防止月間で、リーフ

レットやポスターが配付されましたが、その中

に「たたかれていいこどもなんていないんだよ」

と大きく平仮名で書いてあり、その下に、そう

いった行為はあなたたちが受ける権利はない

と、漢字混じりの文章で漢字全てに読み仮名が

ふられていて、子供に対してのお知らせだった

と気づきました。子供たちが自分の権利をしっ

かりと理解して、困った時や辛い時に発信でき

るような教育を引き続き、お願いしたいと思い

ます。心も体も傷つけられてはいけない、「た

たかれていいこどもなんていないんだよ」とい

うメッセージは、子供たちにもしっかり伝えて

いただきたいですし、大人もしっかりと胸に刻

みたいと思うリーフレットでしたので、まだお

手元にございましたら、もう一度見ていただけ

たら良いと思いました。 

 以上です。 

   

■立花委員 

 三沢市内でも、大きな事件がありまして、ち

ょっとショックを受けました。少し前にも愛知

県の中学校の事件もそうですが、まだはっきり

したことがわからない状況なのかなと思って

います。今の時代、持ち物検査を行っているの

でしょうか。小学校も中学校もプライバシー保

護の観点から行っていないと新聞記事で見た

のですが、学校では実際どの様な対応をしてい

るのでしょうか。 

 

■学校教育課長 

 愛知県の件は、私共も痛ましい事件だと思っ

ております。立花委員からの持ち物検査の件で

すが、実際は学校でもプライバシーのこともあ

りやりにくい状況になっております。 

 教育委員会では、愛知県の事件を受けて、対

策として３点まとめた文書を昨日各学校長へ

配布いたしました。第１点は、そのような事件

が起こるまでには、子供たちの心の問題もある

と思いますので、教育相談体制を強化する事。

第２点は、以前に八戸市で下校時にカッターで

刺される事件もありましたことから学校へは

カッターを持ち込ませない事。そして、学校の

家庭科室等には刃物系がありますので、管理を

しっかりと行う事。第３点は、これから色々な

情報がネット上にあがってくることもありま

すので、その情報に振り回されない事。として、

対策をお願いしておりました。 

特に１１月は、教育相談を行う月間としてお

り、学級担任や養教、心の教室相談員に相談し、

それを受け止めた先生がその状況に合わせ動

く体制をとっております。虐待の件に関しても

情報が入れば、学校でもすぐ動いてくださって

おりました。 

 以上でございます。 

 

■立花委員 

 また、特にコロナ禍において、自粛や色々な

規制がかかり、子供たちも表に見えないストレ

スを抱えていると思いますので、そのような事

件が起こらないで欲しいと思います。教育委員

会でも気が付いたことは学校へ指導していっ

て欲しいと思います。 

以上です。 

 

                   

○閉会 

  

■山内教育長 

 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 

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） 

 それでは、ご異議ございませんので、１２月

定例会は、１２月２３日 木曜日、午後２時か
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ら、別館４階 第１研修室といたしますので、

よろしくお願いいたします。 

  

                   

  

閉  会  １４時３６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 

  


