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三沢市教育委員会 令和３年度 １２月定例会 

 

  １ 日  時  令和３年１２月２３日（木）  １４時０２分 開会 

                         １５時２８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                 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 

    事兼教育総務課 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１２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１５号 三沢市教育委員会表彰規則の一部を改正する規則について 

    議案第１６号 三沢市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について 

    議案第１７号 三沢市立小中学校事務共同実施組織運営規程の一部を改正する規程

について 

    議案第１８号 三沢市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休憩、週休日に関する規

程の一部を改正する規程について 

    議案第１９号 三沢市教育委員会会計年度任用職員の任用及び服務に関する規程の

一部を改正する規程について 

議案第２０号 三沢市立小学校及び中学校の指定に関する規則の一部を改正する規

則について 

    議案第２１号 三沢市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程の一部を改

正する規程について 

第５ 報告案件 

    報告第１１号 令和３年三沢市議会第４回定例会について 

    報告第１２号 令和４年度教育委員会主要事業に係る当初予算要求について 

     

  第６ その他 

   

  閉会 

   

   

  



- 3 - 

 

開  会  １４時０２分 

  

                   

○開会 

  

■山内教育長 

本日、本江委員から欠席の連絡を受けており

ますので、出席委員は、３名であります。 

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３年度１２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、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 

  

■山内教育長 

 会期についてお諮りいたします。 

 会期は、本日２３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１５号 三沢市教育委員会表彰規

則の一部を改正する規則について、議案第１

６号 三沢市教育委員会公印規程の一部を

改正する規程について及び議案第１７号 

三沢市立小中学校事務共同実施組織運営規

程の一部を改正する規程についてを議題と

いたしますが、改正部分が同様のため、一括

で事務局より、説明をお願いします。 

  

■教育総務課長 

 それでは議案第１５号から議案第１７号 

までの３件を一括してご説明いたします。 

改正理由といたしましては、３議案とも同様

で、行政手続きにおける事務の効率化並びに市

民等の負担軽減及び利便性の向上を図ること

を目的として、押印を不要とするため改正する

ものです。 

議案第１５号 三沢市教育委員会表彰規則

の一部を改正する規則についてですが、資料１

ページは、規則の改正文となっており、施行期

日は令和４年４月１日からとなります。２ペー

ジは、新旧対照表となります。 

 続きまして、議案第１６号 三沢市教育委員

会公印規程の一部を改正する規程についてで

すが、資料１ページは、こちらも規程の改正文

となっており、施行期日は令和４年４月１日か

らとなります。２ページは、新旧対照表となり
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ます。 

続きまして、議案第１７号三沢市立小中学校

事務共同実施組織運営規程の一部を改正する

規程についてですが、１ページは、規程の改正

文となっており、施行期日は令和４年４月１日

からとなります。２ページと３ページは、新旧

対照表となります。 

説明は以上でございます。 

  

■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１５号、議案第１６号及び議案第１７

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） 

 ご異議ございませんので、議案第１５号 三

沢市教育委員会表彰規則の一部を改正する規

則について、議案第１６号 三沢市教育委員会

公印規程の一部を改正する規程について及び

議案第１７号 三沢市立小中学校事務共同実

施組織運営規程の一部を改正する規程につい

ては、可決することに決しました。 

 

 次に、議案第１８号 三沢市教育委員会事

務局等職員の勤務時間、休憩、週休日に関す

る規程の一部を改正する規程についてを議

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 

 まず初めに訂正箇所がございます。１ページ

下段の附則に、令和３年４月１日とありますが、

令和４年４月１日の誤りですので、訂正をお願

いいたします。 

それでは議案第１８号 三沢市教育委員会

事務局等職員の勤務時間、休憩、週休日に関す

る規程の一部を改正する規程について、ご説明

いたします。 

改正理由といたしましては、職員の健康保持

及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバ

ランスの推進を図ることを目的とし、市長部局

において「三沢市職員の時差出勤に関する規程」

を制定したため、所要の改正をするものです。 

資料１ページは、規程の改正文となっており、

施行期日は令和４年４月１日からとなります。 

２ページと３ページは、新旧対照表となります。 

説明は以上でございます。 

  

■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。 

 

■立花委員 

 確認ですが、早出の午前７時４５分から午後

４時３０分までの勤務をする方は、通常の業務

をする方もそのようになるのでしょうか。 

 

■教育総務課長 

 ただ今のご質問にお答えします。出勤時間を

早めて、勤務する場合は、退勤時間についても

早くなります。 

 

■立花委員 

 今まで、８時１５分からですが、今度からは

７時４５分からのスタートになるのですか。 

 

■教育総務課長 

 新型コロナウイルス感染症の関係等で、時差

出勤が可能となっておりますので、それに合わ

せた形で教育委員会の規程も改正いたします。

全ての方が早出になるのではなく、管理職が、

課内の調整をして、認められる場合に早く出勤

したり、遅く出勤したりできるということにな

ります。 
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■松森委員 

 第２条の２の改正の現行のところですが、た

だし、災害等特別の事情がある場合はこの限り

ではないとなっていますが、災害等があった場

合でも、きちんとお休みを確保できるというこ

とでしょうか。 

 

■教育総務課長 

 災害等の場合は、定まった時間の勤務態勢に

はなりませんので、休日であっても緊急時には

勤務しなければならず、後日休みを取るような

形になります。 

 

■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） 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第１８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） 

 ご異議ございませんので、議案第１８号 三

沢市教育委員会事務局等職員の勤務時間、休憩、

週休日に関する規程の一部を改正する規程に

ついては、可決することに決しました。 

 

 次に、議案第１９号 三沢市教育委員会会

計年度任用職員の任用及び服務に関する規

程の一部を改正する規程についてを議題と

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 

 まず初めに、こちらも訂正箇所がございます。

６ページの新旧対照表の中段の育児休暇のと

ころですが、現行部分が文字化けしております。

この部分は、左の表にある改正案と同様ですの

で、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、三沢市教育委員会会計年度任用職

員の任用及び服務に関する規程の一部を改正

する規程について、ご説明いたします。 

改正理由といたしましては、国家公務員にお

ける妊婦・出産・育児に係る休暇が改正される

ことから、地方公務員法第２４条第４項の規定

に基づき、市長部局と同様に休暇等について改

正をするものです。改正の概要といたしまして

は、①「産前休暇」及び「産後休暇」を有給の

特別休暇に移行する。②「不妊治療休暇」を有

給の特別休暇に、③「配偶者出産休暇」を有給

の特別休暇に、④「育児参加休暇」を有給の特

別休暇に、それぞれ新設するものです。資料１

ペー及びジ２ページは、規程の改正文となって

おり、施行期日は令和４年１月１日からとなり

ます。３ページから６ページまでが新旧対照表

となります。 

説明は以上でございます。 

  

■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１９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） 

 ご異議ございませんので、議案第１９号 三

沢市教育委員会会計年度任用職員の任用及び

服務に関する規程の一部を改正する規程につ

いては、可決することに決しました。 

 

次に、議案第２０号 三沢市立小学校及び

中学校の指定に関する規則の一部を改正す

る規則について並びに議案第２１号 三沢

市立小学校及び中学校の職員の服務等に関

する規程の一部を改正する規程についてを

議題といたしますが、改正部分が同様のため、

一括で事務局より、説明をお願いします。 

  

■学務課長 
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 まず、議案第２０号 三沢市立小学校及び中

学校の指定に関する規則の一部を改正する規

則についての提案理由です。「行政手続きの簡

素化を推進し、市民の負担軽減及び利便性の向

上を図ることを目的として、申請書等への押印

を要しないとするとともに所要の改正を行う

ため提案するものです。２ページは、改正文に

なっております。次は、３ページの新旧対照表

ですが、 様式第１号中の 保護者氏名欄にお

ける「押印欄」を削りました。３ページの右側

が「現行」、左が「改正後」となります。続い

て、４ページは「他学区通学許可書」、５ペー

ジは「他学区通学不許可書」、６ページは、「他

学区通学許可取消書」ですが、それぞれの様式

第２号から様式第４号までの右上の発番号欄

の記載を、三沢市教育委員会教育総務課発を意

味する「三教総発」を、学務課発を意味する「三

学務発」に改めました。なお、この規則は令和

４年４月１日から施行するものです。 

続きまして、議案第２１号 三沢市立小学校

及び中学校の職員の服務等に関する規程の一

部を改正する規程についての提案理由です。議

案第２０号と同様に、行政手続きの簡素化や事

務の効率化のための押印の廃止と、規定された

「様式」の改正を行うため、提案するものです。

２ページから４ページにおいては、服務規程に

関する、条文における様式の表記を県の表記方

法に合わせて、「第〇号様式」から「様式第〇

号」と改め、また、全ての様式における押印欄

の見直しを行い、押印を求める趣旨の合理性に

照らし合わせて、根拠や合理性に欠くものは、

押印欄を削除しました。５ページから８ページ

までは、教育課程の届出書の様式ですが、学習

指導要領の改正に伴い、届出書の様式を改めて

おります。９ページにおいては、教材使用届の

校長押印欄を削除しております。１０ページか

ら１７ページまでは、三沢市小中学校の職員の

服務等に関する規程における、新旧対照表を記

載しております。主に、様式の表記方法を県に

合わせた表記にし、さらに、押印を求める趣旨

の合理性に照らし合わせて、根拠や合理性に欠

くものは、押印欄を削除しました。１８ページ

から３３ページまでは、現行と改正後の様式に

ついて掲載しております。 

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２０号、及び議案第２１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） 

 ご異議ございませんので、議案第２０号 三

沢市立小学校及び中学校の指定に関する規則

の一部を改正する規則について並びに議案第

２１号 三沢市立小学校及び中学校の職員の

服務等に関する規程の一部を改正する規程に

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１１号 令和３年三沢市議会第４回

定例会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。 

  

■教育部長 

 報告第１１号 令和３年三沢市議会第４回

定例会について、ご報告いたします。 

三沢市議会第４回定例会において、一般質問

は、春日洋子議員の教育問題として、ハイリ

ー・センシティブ・チャイルド（ＨＳＣ）の理

解促進について及び奥本奈保巳議員の教育問

題として、１就学援助制度における入学準備金
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について、２就学援助制度に関する手続きにつ

いて、３生理用ナプキンのクーポン券配布につ

いてが、教育問題として、出されました。 

まず、春日洋子議員の質問は、人一倍繊細な

特性を持つ子どもは、ハイリー・センシティ

ブ・チャイルド（ＨＳＣ）と呼ばれ、５人に１

人が該当するとされていますが、不登校の原因

になっている可能性もあるといわれることか

ら、その関わり方や配慮についての取り組みを

伺いたいとの事でした。 

答弁内容は、ＨＳＣと言われる、感覚や人の

気持ちに人一倍繊細な子どもは、専門家による

と５人に１人ほどいることが分かっています。

このＨＳＣのような特性をもつ人一倍繊細な

児童生徒は、三沢市にも一定程度いるものと認

識しています。そのような児童生徒に対し、学

校では、非常に工夫して対応しています。ＨＳ

Ｃへの対応は、発達障害等の対応と似ていると

ころもあるため、ＨＳＣに限らず、一人一人の

児童生徒の困り感に寄り添いながら適切な対

応を行うように努めています。 

教育委員会といたしましては、ＨＳＣについ

てのより深い理解を促進し、その特性を伸ばす

ための環境整備と身近にいる大人への周知に

ついて取り組んでいきたいと考えております。

また、学級担任や養護教諭等が中心となり、児

童生徒の実態に応じて、きめ細かに対応してい

けるよう、今後も支援していきたいという答弁

を教育長からさせていただきました。 

次に、奥本奈保巳議員の１点目、就学援助制

度における入学準備金を国が示している基準

額の５万円に引き上げるべきと考えるという

質問ですが、この基準額の５万円というのは、

要保護児童生徒の国の基準額を指しています。

それを準要保護の児童生徒も同額に適応した

らどうか。２点目は、就学援助制度に関する手

続きを市のホームページに掲載し申請書類を

ダウンロードできるように広報すべきと考え

る。３点目としては、要保護、準要保護の対象

女児に生理用ナプキンのクーポン券を配布し

てはどうかという質問でありました。 

答弁内容は、現在、教育委員会所管の「三沢

市要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱」

に基づき、準要保護児童生徒への新入学準備金

となる学用品の支援金額は、要保護世帯と準要

保護世帯の所得状況の差を勘案し、小学校２万

５千３百円、中学校２万８千７百円を支給して

おります。各市町村で支給金額に差が生じてい

ることは承知しておりますが給食費や修学旅

行費の全額援助を行うなど、就学援助における

児童生徒一人当たりの支給総額については充

実を図っております。今後、新入学児童生徒の

学用品費の見直しにつきましては、他市町村の

要保護世帯と準要保護世帯への支給金額の差

や、他の援助費目についても把握に努め、全て

の児童生徒が公平かつ円滑に義務教育を受け

られるような制度となるよう引き続き検討し

てまいりたいと考えております。 

次に、２点目の就学援助制度に関する手続き

については、現在、市の広報誌の他にも、教育

委員会から１１月に新入学児童生徒のご家庭

へ、１２月には全ての児童生徒のご家庭へ案内

文書を配布し、年間を通して学校または教育委

員会において相談や申請を受け付けておりま

す。今後、市のホームページへ掲載することで、

より一層制度の周知、活用が図られると思われ

ますことから、そのように改善してまいります。 

３点目の生理用ナプキンのクーポン券配布

については、教育委員会では今年６月に市内小

中学校に生理用品を配布すると共に、無償提供

に関する文書を保護者及び女子児童生徒へ配

布し、その上で教職員からの声がけや、ポスタ

ーの掲示、無償提供カードの設置などの対策を

とっております。ご質問の生理用ナプキンのク

ーポン券を配布することにつきましては、学校

において、要保護、準要保護の児童生徒に関わ

らず、全ての児童生徒の困り感に寄り添ってお

りますので、今後も、児童生徒の生活状況をよ



- 8 - 

 

く把握している学校での無償提供を継続する

ことが望ましいと考えております。と以上の答

弁を私からさせていただきました。 

 以上で、報告を終わります。 

   

■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。 

 （「なし。」と声あり） 

 ないようですので、報告第１１号 令和３年

三沢市議会第４回定例会についての報告は、終

わりといたします。 

 

 次に、報告第１２号 令和４年度教育委員会

主要事業に係る当初予算要求についてを議題

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１２号 令和４年度教育委員会主要

事業に係る当初予算要求について、№１から№

１２までの教育総務課担当の予算要求概要を

ご説明いたします。 

資料の１ページをお開き願います。№１のＩ

ＣＴ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ＩＣＴ機器を活用し、児

童生徒の情報活用能力を育成するため、効果的

な授業構成等に係る指導や助言を行うＩＣＴ

支援員を３名配置し、教職員のＩＣＴ活用指導

力及び児童生徒の学習意欲を向上させるとと

もに、安定したＩＣＴ教育環境の確保のために

委託するもので、今年度に引き続き継続要望と

なります。要求額は２，３６４万２千円となっ

ております。 

№２及び№３は、図書備品購入のための、継

続要望です。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、要求額は小学

校分が２６０万円、中学校分が２５０万円とな

っております。 

№４は、吹奏楽部活動用楽器購入のための継

続要望です。平成２８年度から継続要望してき

たもので、今年度は予算化されなかったものの、

校長会からの強い要望もあり、令和４年度から

２巡目の要求となります。令和４年度について

は第一中学校用の楽器購入で、要求額は２７９

万５千円となっております。 

№５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

険性のある樹木の剪定及び伐採業務を行うも

のであります。要求額は５０１万６千円となっ

ております。 

№６の小中学校空調設備事業ですが、児童生

徒の熱中症予防のため、市内小中学校へ空調設

備機器を設置するもので、今年度設計を行って

おり、来年度から３ヵ年で工事を行う予定の継

続事業であります。令和４年度については、小

学校の普通教室をメインに工事を行う予定で、

要求額は３億１，９６３万６千円となっており

ます。 

№７の小中学校長寿命化改良事業ですが、学

校施設の更新、計画的な改修・予防保全を行う

ための調査及び工事を行う継続事業で、令和４

年度は老朽化が進んでいる市内小中学校５校

の基本構想を行うための業務委託を予定して

おります。要求額は３，１７４万７千円となっ

ております。 

№８の木崎野小学校グラウンド改修事業で

すが、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

年度設計を行っており、次年度で工事を行う予

定の継続事業であります。要求額は２，９５９

万６千円となっております。 

 次に、資料２ページをお開きください。№９

から№１２までは、小中学校の営繕に係る継続

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



- 9 - 

 

ど不具合が生じていることから、改修工事及び

修繕を行うものです。 

№９の小学校修繕料ですが、古間木小学校ル

ーフドレンパイプ修繕ほか１６件で、要求額は

９１２万９千円となっております。主な修繕内

容は、④の上久保小学校ルーフドレンパイプ修

繕で、老朽化により穴の開いたルーフドレンパ

イプを３か所交換するものです。⑧の岡三沢小

学校救助袋修繕は、現在設置している救助袋は

使用の際、耐震補強の壁にぶつかり危険なこと

から、垂直落下式の救助袋に交換するものです。 

№１０の小学校営繕工事ですが、古間木小学

校フェンス改修工事ほか８件で、要求額は６，

０４１万９千円となっております。主な営繕工

事の内容は、⑥の木崎野小学校放送設備改修工

事で、学校放送設備機器の老朽化により音が出

ない等のトラブルが発生していることから、非

常放送設備も含め改修工事を行うものです。⑨

の三沢小学校防塵防風ネット改修工事は、劣化

等により防塵防風機能を果たしていない屋外

防風ネットを改修する工事であります。 

№１１の中学校修繕料ですが、第一中学校自

動火災報知設備バッテリー修繕ほか１７件で、

要求額は８８７万８千円となっております。主

な修繕内容は、⑪の第二中学校門扉開閉装置修

繕で、老朽化により開閉できない校門について

交換するものです。⑰の堀口中学校消火栓自動

減圧アダプター修繕は、消防設備点検により指

摘のあった屋内消火栓設備の自動減圧アダプ

ター１７個を交換するものです。 

 次に、資料の３ページをお開きください。№

１２の中学校営繕工事ですが、第一中学校ルー

フドレンヒーター電源改修工事ほか７件で、要

求額は６，８５６万７千円となっております。

主な営繕工事の内容は、⑥の第三中学校ピロテ

ィ改修工事で、正門から玄関への通路であるピ

ロティが、雨水で水たまりの状態になることか

ら、これを解消するために改修工事を行うもの

です。⑦の第五中学校体育館バスケットゴール

改修工事は、バスケットゴール用ボードの上げ

下げに使用しているウインチが、老朽化により

不具合が生じてきていることから、改修工事を

行うものであります。 

 教育総務課からは以上となります。 

 

■学務課長 

 それでは、学務課担当分をご説明いたします。 

№１３要保護・準要保護学用品費等援助費は、

経済的理由により就学困難と認められる児童

生徒の保護者に対し、必要な援助を行うもので

す。認定者は令和２年度は小中合せて４７７人、

今年度は、今の時点で４７４人となっておりま

す。次年度の要求額は１，９７６万２千円とな

っております。 

 №１４要保護・準要保護学校給食費援助費は、

№１３と同じく、就学援助制度の中において、

準要保護児童生徒の保護者に給食費の全額支

給をするものです。要求額は２，３８７万７千

円となっております。なお、令和３年度の認定

者の人数が上記の№１３の人数と２名違うの

は、準要保護認定制度の中に、給食費のみ支給

の児童生徒が２名いるため、№１３の定者数と、

№１４の認定者数に違いがあります。 

 №１５スクールバス運行管理事業は、おおぞ

ら小学校及び第三中学校の児童生徒の登下校、

並びに三沢小学校及び第二中学校の児童生徒

の登下校のためのスクールバスの運行を行う

ものです。今年度より、マイクロバスのレンタ

カーと、運転手の運行会社への委託により運行

しております。次年度の要求額は、マイクロバ

ス３台分のリース料と運転手さん３人分の年

間委託費、３台分の年間の燃料代を合わせて、

２，２９６万８千円を計上しております。 

 №１６教職員健康診断業務委託料は、教職員

の健康の保持推進を図ることを目的として、県

費負担教職員を対象に健康診断を行うもので

す。次年度からは４０歳未満の職員の病気の早

期発見・早期治療につなげるために、検査項目
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を増やしております。要求額は３３６万４千円

を計上しております。 

 №１７児童生徒健康診断業務委託料は、児童

生徒の健康の保持増進を図ることを目的とし

て、内科検診や眼科検診、歯科検診等の健康診

断を行うために、学校医等への委託をしている

ものです。要求額は３３６万２千円を計上して

おります。 

 以上でございます。 

 

■学校教育課長 

 それでは、当課担当分の№１８から№２５ま

でを説明させていただきます。 

４ページをお開きください。№1８総合的学

習推進事業は、国際理解教育や総合的学習に係

る講師の謝礼、市内全小学校６年生全員を対象

としたゆめ実現推進事業、いわゆるゆめチャレ

教室、新聞を活用した授業実施に係る新聞購入

費、教育バスの燃料費、維持管理費等が、主な

ものです。予算額については、前年度対比、令

和４年度当初予算の順に読んでいきます。当初

予算の要求額は１６万２千円増の４４１万２

千円となっております。これは、主に、今年度

新規購入した教育バスの燃料費や維持管理費

を計上したため増額となるものです。 

№1９外国青年招致事業は、外国語指導助手

（ＡＬＴ）を市内の小中学校に派遣することや、

英会話力向上、異文化理解のためにＡＬＴの指

導による事業の実施が主な内容となっており

ます。予算要求額は５５８万７千円増の１，９

１２万５千円となっております。これは、今年

度までのＡＬＴ２名に加え、新任のＡＬＴ１名

の計３名を小中学校に配置するため、人件費等

がかかることから、増額となるものです。 

№２０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、小学校６年生対象の

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。予算要求額は３９０万８千円

減の７１５万８千円となっております。これは、

先ほど説明しましたＡＬＴ１名増員に伴う英

語活動科におけるＡＥＴ謝礼の減額及び英語

教育コーディネーターの人件費を令和４年度

より総務課で予算要求するため減額となるも

のです。 

№２1学校教育活動支援費は、教師の指導力

向上のため算数・数学講座や研修主任研修講座

等各種研修会の実施、全小中学校におけるキャ

リア教育支援事業の実施、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、また、

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。予算要求額は２万

５千円増の８９６万４千円となっております。 

№２２豊かな心を育てる生徒指導活動費は、

現在６名配置している心の教室相談員を１名

増員し７名で計上、スクールソーシャルワーカ

ーの派遣、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。予算要

求額は１，００６万７千円減の６９万８千円と

なっております。減額は、スクールソーシャル

ワーカー、心の教室相談員の人件費を総務課で

予算要求したことによるものです。 

№２３教育支援・特別支援費は、小中学校の

就学予定者及び就学児童生徒のうち、障害を有

する者の教育措置について調査審議し、適正な

教育支援を実施すること、早期からの特別支援

教育理解啓発研修会や保護者説明会の実施、特

別支援教育関係の教材等の購入が主な内容と

なっております。予算要求額は１８万６千円増

の１５２万２千円となっております。増額は、

医学検査受検者数増加による検査用消耗品及

び医学検査謝礼によるものです。 

次のページをお開きください。№２４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
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教育指導の方針と重点という教師用指導書の

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。予算

要求額は２２万７千円増の６４６万１千円と

なっております。これは、中学校１年生の学力

検査の教科数が増えたことによるものです。 

№２５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。予算要求額は２万円

増の３２万円となっております。増額は、持ち

回りで実施している上北地方教育相談連絡協

議会の事務局が、令和４年度より三沢市から七

戸町になったため、会議出席の費用弁償計上に

よるものです。 

 以上、学校教育課からの報告でした。 

 

■生涯学習課長 

 続きまして、生涯学習課の主たる予算要求概

要についてご説明いたします。 

５ページの№２７遺跡発掘調査事業費は、主

に、平成２４年度から３０年度に国史跡指定を

目指し発掘調査を実施した、野ロ貝塚・早稲田

（１）貝塚の発掘調査総括報告書刊行に向けた

整理作業の実施です。要求額は２，０４１万円

です。 

№２８市道姉沼２号線遺跡発掘調査事業は、

市道姉沼２号線改修工事に先立ち、工事計画地

内に所在する平畑（３）遺跡の記録保存調査及

び出土品等の基礎整理作業を実施するもので、

要求額は２，３６３万１千円です。 

次に６ページをお開きください。№２９大空

ひろば管理費は、主に指定管理者テイクオフみ

さわへの指定管理料であり、要求額は１，９０

７万１千円です。  

№３０歴史民俗資料館運営管理費は、主に指

定管理者三沢市観光協会への指定管理料であ

り、要求額は９７０万２千円です。    

№３４社会教育総務費は、主に県立三沢航空

科学館管理運営費負担金７，７６１万９千円と、

小川原湖青年の家の管理運営分担金１，０８２

万４千円ほかで、要求額は８，８８７万８千円

です。    

次に７ページをお開きください。№３６公民

館費は、公会堂及び中央公民館の管理運営のた

めの指定管理料であり、要求額は９，５２３万

７千円です。指定管理者は、東北共立・寿商事

グループです。 

№３７図書館費は、主に指定管理者株式会社

図書館流通センターへの指定管理料であり、要

求額は６，２６７万９千円です。   

最後に、№３９図書館改修事業は、館内トイ

レの改修工事に１，９３６万円、今年の夏に故

障した冷房設備改修工事に４，７７０万円、閲

覧室床補修工事ほか、４４１万３千円で、要求

額は７，１５１万３千円です。総額４億８９１

万５千円、対前年度当初予算比で、１億２２０

万２千円増の予算要求をいたしました。 

生涯学習課は、以上でございます。 

 

■学校給食センター所長 

 それでは、学校給食センター分をご説明いた

します。 

 ７ページをご覧ください。№４０学校給食セ

ンター運営費ですが、学校給食法の目的である

児童生徒の心身の健全な発達と食に関する正

しい理解と適切な判断を養うため、市内１２小

中学校へ給食を提供するもので、予定日数は２

０２日、給食数は６７万８９０食、要求額は３

億６，９３７万９千円です。 

 以上でございます。 

 

■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 

 ３ページ教育総務課の１２番、⑥第三中学校
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ピロティ改修工事についてですが、私も前に学

校から、冬にピロティが凍って大変危ないと伺

っていて、教育委員会にお願いした経緯があり

ます。その時は簡易の工事で、業者さんからの

見積もりは私の記憶違いでなければ、２０万円

前後で改修できると聞いていました。今見たら

大幅に要求額が増額しておりましたが、工事の

面積を広くしたため、高額になるということで

すか。 

 

■教育総務課長 

 まず、水溜まり部分のコンクリート板を切断

して剥がしますが、その経費プラス、排水のた

めにＵ字側溝を入れるのですが、そのＵ字側溝

の長さが７メートル、既存のコンクリートの切

断が１４メートルです。その他、脇についてい

る防風ネットの改修です。ネットの下地が錆び

ているので、その下地とネットの交換を含めて、

この金額になっております。 

 

■立花委員 

 以前は、財政も厳しいので、僅かな場所でも

あるので、水溜まりの部分の改修工事というこ

とで、改修のオーケーが出ていましたが、担当

した方が異動したなどの理由で、約束が果たせ

ないこともありました。きちんとやるのは良い

けれど、逆に要求金額が大きくなるとなかなか、

予算的に厳しく、付くのかなと思います。 

 

■教育総務課長 

 先ほどの補足ですが、立花委員のお話のとお

り、７メートル位なので、２０万円位でできま

すが、防風ネットの部分が高額になります。今

回防風ネットの下地が腐ってネットが落ちて

いますので、その改修に予算が結構かかるよう

です。 

 

■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１２号 令和４年

度教育委員会主要事業に係る当初予算要求に

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、説明をお願いします。 

  

■学務課長 

 資料の準備はありませんが、口頭で学務課か

らお知らせいたします。先週１２月１７日、金

曜日に三沢小学校６年生の６４人と、三川目小

学校６年生の５人による、交流学習が行われま

した。この交流会は、今年度の教育委員訪問の

中で、委員の中から、「やがて同じ中学校に入

り、席を並べて中学校生活を送ることになるの

だから、小学校段階から交流があれば、より中

学校入学後の適応力が高まるのではないか。」

という提案を受け実現したものです。 

 当日は、お互いの学校の紹介や、中学校の先

生による理科の授業、そして、アイスブレイク

という交流ゲームなどを楽しんで、お互いが顔

と名前を覚えて、交流を楽しんでいました。だ

いぶ前からこの企画はあったのですが、コロナ

の感染状況により、延期が続いていました。 

 両小学校の校長は、３学期にも第２回目の交

流会を企画しているとのことです。また、今後

も同じ中学校に進学する子供同士が、早くから

仲間意識をもてるように、次年度は修学旅行や

５年生の宿泊体験学習、マラソン大会なども実

施できないか、お互いの学校同士で、調整をし

ているとのことです。教育委員会としましても

このようなモデルを市内全部の中学校で、小中

連携に繋げていけないか、考えていきたいと思
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っております。    

 以上報告でした。 

 

■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。 

 昨年度から新規に実施した「三沢市こどもい

じめなくし隊活動」の開催についてです。１枚

めくっていただきまして要項をご覧ください。

年が明けまして、１月２８日の午後、市内小中

学校の児童生徒３名以内を対象として、国際交

流センターに集め、「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、上久保小学校、

おおぞら小学校、第二中学校、第五中学校の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

話をいただきます。 

 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。今年度は２回目ですが、昨年度の反

省を生かし、集まった代表児童生徒の発表のみ

で終わらず、自分たちの発表内容や発表会で学

んだ他校の取組などを自校の児童生徒に伝達

する機会を設け、全校のものに広げていきたい

と考えています。 

 オミクロン株の市中感染が話題となってい

ますので、いつもどおり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

施してまいりたいと思っております。 

 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、第４６回三沢市民俗芸能公

演会の開催について報告いたします。今年は残

念ながら中止となりましたが、来年に、開催月

を変更して実施いたします。日時は、令和４年

２月５日、土曜日、１３時から。場所は、三沢

市公会堂小ホールです。主催は、三沢市民俗芸

能保存会連絡協議会で、参加予定団体は、市内

９民俗芸能保存団体を予定しております。 

例年、成人式の次の日に開催しておりました

が、今年から旧正月の２月の開催とし、また、

今回は新型コロナウィルス感染対策として、１

団体１演目の半日開催といたしました。 

以上です。 

  

■山内教育長 

 その他、委員の皆様に報告する事項がござい

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。 

 

■黒沢委員 

 民俗芸能公演会についてです。昨年は中止に

なって、今年は２月に変更して行われるとの事

で、当日は、実施できればいいと思いますが、

新型コロナウイルス感染症の件もあり、控室な

ども十分に蜜を防ぐような状況で実施してい

ただきたいと思います。過去にこの公演会でイ

ンフルエンザが蔓延したこともありますので、

感染症対策は、舞台や観客席だけでなく、控室

にも同様の配慮をいただきたいというお願い

です。 

 

■生涯学習課長 

 ご心配いただきましてありがとうございま

す。当日は、公会堂全館を借り上げまして、集

会室を各団体ごとの控室として用意し、着替え

なども団体ごとにできるように考えておりま

す。大変、ありがとうございます。 

 

■山内教育長 

 その他、ご質問等ございませんか。 
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 （「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 

 私が、教育委員として、定例会に出席させて

いただくことになってから、１年が経ちました。 

保護者の立場でということですが、振り返ると、

教育委員会の皆さんは、学校や子供たち、そし

て市民のために色々なことを考えてやってく

ださっていると気付きました。別の視点から見

ることができて、私自身とても勉強になってい

ます。これからもよろしくお願いします。 

 先ほど、村上課長からもお話がありましたが、

私も先日、おおぞら小学校の校長先生から、小

規模校同士の修学旅行についてお話を伺うこ

とができました。交流にもなりますし、小規模

校は団体割引がききませんし、割引がきくと保

護者のお財布にも優しいと思いましたので、私

は賛成したいと思います。 

私自身も、淋代小学校の時に三川目小学校と

合同の修学旅行を経験してとても楽しかった

思い出がありますので、可能なら是非実現して

いただきたいと思いました。中学校に進学する

ことが、不安という気持ちではなく、楽しみと

いう気持ちで進学して欲しいと思いました。 

また、三沢小学校と三川目小学校だけではな

く、他校も一緒になるところがありますので、

出来るならば、交流会を進めていただきたいと

思いました。 

 以上です。 

 

■黒沢委員 

 春日議員の一般質問で、ＨＳＣのお子さんに

ついて、教育委員会から答弁しておりましたが、

確かにその通りだと思います。一人一人感じ方

や捉え方が違いますので、自分自身が思ったと

おりに、周りはいかないので、一人一人をみつ

めて理解することが、ＨＳＣのお子さんであっ

ても、発達障がいのお子さんであっても、一人

一人異なりますので、基本としては同じ心持で

子供たちと当たっていただきたいと思います。 

就学援助金についての質問もありましたが、

中には、ランドセルが高騰していることもあり、

隣の市町村の学校で市販のランドセルではな

く、金額が安い共通のバックがある学校を選ん

で引越しした方もいて、入学等に係るお金は、

各家庭の家計への影響が強いと思っています。

入学にかかる物だけでなく、部活動の部費以外

にもかかるものが沢山あります。私は、子供た

ちに与えられる機会は、平等にと思いますので、

そのような環境を保っていただきたいと思い

ます。そして、部活動などの見えない部分にも

少し目をかけていただけたらと思います。 

今年はこれで終わりになりますが、新型コロ

ナウイルス感染症に関しては、今年も続くとは

思っていませんでしたので、この状況の中で、

子供たちには、できることは、経験させてあげ

られたと思います。これも教育委員会の皆様と

学校の先生方が協力して、心をひとつに、そし

て、心をかけてくださったおかげだと思います。

今後とも子供たちを含め、生涯学習でも生まれ

てから天に昇るまで、生涯、学習ができるとい

う環境が整っていることは、大変有難いことだ

と思っていますので、また新年もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

   

■立花委員 

 成人式の事についてですが、２０２１年分は、

３日後の２６日に開催されますが、その参加の

申し込み状況はどうでしょうか。 

 

■生涯学習課長 

 今現在、１３７名の申込がございます。締め
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切り日が１２月１０日で、１３０名だったので

すが、その後にも申し込みがあり増えておりま

す。当日申し込みがある場合も考え、１４０名

位を想定しています。 

 来年の成人式につきましても、同じく１４０

名位の参加申し込みがございます。 

 

■立花委員 

 新型コロナウイルス感染症の防止対策につ

いては、関東方面から帰ってくる方もいますの

で、その辺で確認することは色々とやっている

のですよね。例えば、ＰＣＲ検査とか。 

 

■生涯学習課長 

 今回、成人式の参加者には、ＰＣＲ検査の陰

性証明やワクチン接種済証明の提出は求めて

おりません。ただし、健康チェックシートを参

加者に送付しており、２週間の体温や咳などの

体調管理記録を義務付けており、それを当日提

出して貰うことにしております。ＰＣＲ検査の

陰性証明やワクチン接種済証明などの提出は、

任意でお願いしておりました。 

以上です。 

 

■立花委員 

 今、新たにオミクロン株が大阪の方で増えて

おり、症状が軽いので、感染している本人も気

が付かないようです。折角楽しみにして帰って

くるでしょうから、その後に何事も無いよう、

大変ですが、よろしくお願いします。 

 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、１２月定例教育委員会を

閉会いたします。 

 １月定例会の日程ですが、１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） 

 それでは、ご異議ございませんので、１月定

例会は、１月２７日 木曜日、午後２時から、

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  １５時２８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 

  


