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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３０年１０月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３０年１０月１８日 午後２時００分～午後２時４０分 

開 催 場 所 音更町役場 第３委員会室 

委 員 出 席 者 宮原教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員 

事 務 局 出 席 者 
福地教育部長、草浦学校教育課長、佐藤生涯学習課長、小塩文化センタ

ー館長兼図書館長、吉田スポーツ課長、加藤総務係長、山本学校教育係

長、髙木施設係長 

傍 聴 者 数 無し 

議 題 ・ 諮 問 内 容 

１ 会議録署名委員の指名 

２ 報 告第１号  諸般の報告 

３ 報 告第２号  おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの進捗

状況について 

４ 報 告第３号  北海道教育委員会による全国学力・学習状況調査

の結果公表について 

５ 議 案第１号  平成３０年度音更町文化奨励賞等表彰者の決定に

ついて 

６ 議 案第２号  音更町指定管理者選定委員会委員の委嘱について 

７ 議 案第３号  音更町青少年対策地区指導員の委嘱について 

 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第３号につきましては、原案のとおり可決されました。 

 

会 議 経 過  別紙会議録のとおり 

お 問 合 せ 先 教育委員会 学校教育課 総務係 
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平成３０年１０月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３０年１０月１８日 

ところ 役場 ２階 第３委員会室 

 

委員会出席者 宮原教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員 

事務局出席者 福地教育部長、草浦学校教育課長、佐藤生涯学習課長、小塩文化センター館長

兼図書館長、吉田スポーツ課長、加藤総務係長、山本学校教育係長、髙木施設

係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１４時００分） 

 

平成３０年１０月教育委員会会議（定例会） 

 

（教育長） 

  川井委員から欠席の届け出があります。 

本日の出席者は４名で定足数に達しております。 

ただいまから、平成 30 年 10 月の教育委員会会議定例会を開会いたします。 

 

（教育長） 

日程１、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は、音更町教育委員会会

議規則第７条の規定により石川委員を指名いたします。 

 

（教育長） 

日程２、報告第１号 諸般の報告を議題とします。事務局の報告を求めます。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

１ページをご覧ください。報告第 1号 諸般の報告。このことについて、次のとおり報告い

たします。 

まず、10 月４日（木）、第２回社会教育委員協議会が生涯学習センターにおいて開催されま

した。本日の議案にあります、文化奨励賞候補者等の選定を行っておりますので、後ほどご審

議をお願いいたします。10 月 11 日（木）、校長会議・教頭会議が生涯学習センターにおいて開

催されました。議案につきましては配布のとおりでございますが、川井委員の２期目の就任に

ついてのお話がありました。そのほか、来年度の外国語授業の時数確保の協議、服務規律の保

持と交通法規の遵守等のお話がありました。10 月 16 日（火）、おとふけ「教育を考える日」記
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念フェスタ第２回実行委員会が生涯学習センターで開催されました。こちらにつきましても、

後ほど議案の中でご報告いたします。10 月 17 日（水）、十勝管内市町村教育委員会連絡協議会

役員会がホテルグランテラス帯広において開催されました。十勝管内市町村教育委員会連絡協

議会会長の広尾町笹原教育長の退任により、会長選考が行われました。その中で、宮原教育長

が会長として選出されましたのでご報告いたします。10 月 18 日（木）本日、総合教育会議、

教育委員会会議定例会となっております。 

以上ご報告とさせていただきます。 

（教育長） 

今お話がありましたけども、川井委員が議会の選任をいただきましたので、11 月２日付けで

２期目の辞令交付をする予定となっております。 

報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

ありません。 

（教育長） 

なければ、これで質疑を終わります。本件は報告済みといたします。 

 

（教育長） 

日程３、報告第２号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの進捗状況についての件を

議題とします。事務局の報告を求めます。 

佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

報告第２号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの進捗状況について。このことにつ

いて、別紙のとおり報告いたします。 

４ページでございます。今年度で７回目となる記念フェスタにつきましては、８月の定例会

におきまして概要の報告をさせていただいておりますが、去る 10 月 16 日（火）に第２回目の

実行委員会が開催され、ほぼ内容が確定いたしましたので、ご報告させていただきます。 

開催要項をご覧ください。１から６までにつきましては、変更ございません。期日は 12 月２

日（日）、会場は文化センターとなってございます。７ 日程につきましては、開始は昨年度と

同様 12 時 15 分からとしておりまして、12 時 50 分まで給食の試食を行います。大ホールへの

飲食物の持ち込みは出来ないことと、一定の混雑を想定していることから、事業開始前に設定

しているものでございます。８ 内容につきましては、教育活動報告が全て決定しております。

幼保からは音更認定子ども園の「よさこいソーラン」、小学校からは西中音更小学校の「西中豊

作御礼太鼓」、中学校からは緑南中学校の「吹奏楽部演奏」、高校大学からは音更高校の「書道

部パフォーマンス」となっております。（３）イメージソング大合唱につきましては、今年はバ

ンド演奏がない形でございまして、実行委員会の中でなかなかまとまらなかった部分があった

のですが、教育活動報告で登場します緑南中学校の吹奏楽部のメンバーが「笑顔の大地」を合

唱してくれるということの提案が本日午前中にありました。この提案により実施させていただ

くような形に決まろうかと思います。町Ｐ連が担当する講演会につきましては、８月に報告し

ました通り、北海道日本ハムファイターズのコミュニティグループ長の荒井昭吾氏を講師とし
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てお招きすることになっております。前回の報告ではテーマは決定しておりませんでしたが、

今回の実行委員会で資料の通り決定してございます。荒井昭吾さんをご存じない方がほとんど

かと思いますが、元選手でございまして、引退後、板前、サラリーマンなどいろんな職業を経

て、2004 年から株式会社北海道日本ハムファイターズに入社しております。移動教室において

子どもの指導や、現在コミュニティグループ長として企業理念でありますスポーツコミュニテ

ィ実現のため道内を奔走されております。いろいろなところで講演活動をされており、ホーム

ページ上でも拝見できますが、講演を聞いた方からは非常に良かったという感想が多数寄せら

れておりますので、講演の内容に期待したいと考えているところでございます。９ 特色企画

でございます。エントランスホールの展示につきましては、これまで通り小中高の作品展示、

ＰＴＡ広報誌展示、ピンクシャツデーのＰＲの展示ということになってございますが、今回８

月にもお知らせしましたが、新たにＣＡＰプログラムの団体の展示が加わっております。要項

上はＣＡＰの展示となっておりますが、配布されるチラシにはＣＡＰについての注釈として「子

どもへの暴力防止プログラム」という文言が入る予定になってございます。（２）「おとぷけ給

食 ちょこっと試食」につきましては、今年のメニューが決定しております。音更産のにんじ

んを使用したサラダということで限定 150 食ということになっております。また、この中で、

今年環境省の学校給食３Ｒモデル事業において、音更学校給食リサイクルプロジェクトを展開

しておりまして、こちらをパネル展でＰＲをさせていただくことになっております。また、例

年に引き続き、来場者へのアンケートも取る形になってございます。今後の日程でございます

が、25 日発行の広報「おとふけ」にカラーチラシを折り込みまして、全戸配付を行うほか、11

月の中旬には町内全小中高校に同じチラシを配付することになっております。そのほか、町の

ホームページ、新聞マスコミ等の媒体を使ってＰＲすることにしております。11 月下旬に第３

回目の実行委員会を予定しておりまして、直前準備としましては 11 月 30 日（金）に各小中学

校さんにご協力をいただき、作品の搬入展示等の会場準備を行います。また、記念フェスタ開

催当日の午前中、出演者のリハーサルを経まして、本番に入るように進めてまいります。 

以上、雑駁ではありますが進捗状況の報告とさせていただきます。 

（教育長） 

報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

なければ、これで質疑を終わります。 

本件は報告済みといたします。 

 

（教育長） 

日程４から日程７については、音更町教育委員会会議規則第 14 条の規定により、秘密会とし

て審議したいと思います。ご異議ありませんか。 

（各委員）  

異議なし。 

（教育長） 
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異議なしと認めます。ただ今から会議を秘密会といたします。 

 

（教育長） 

日程４、報告第３号 北海道教育委員会による全国学力・学習状況調査の結果公表について

の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

議案の５ページをお開きください。報告第３号 北海道教育委員会による全国学力・学習状

況調査の結果公表について。このことについて別紙のとおり報告いたします。 

北海道教育委員会では、全国学力・学習状況調査の結果につきましては、平成 26 年度から同

意を得られた市町村の調査結果及び分析結果等を、「北海道版結果報告書」として公表している

ところであります。今年度につきましても、掲載内容等についての照会があり、回答いたしま

したので報告いたします。 

議案の６ページをお開きください。初めに、小学校の状況及び学力向上策となっております。

左上の教科全体の状況でございますが、教科の領域別に全国を 100 とした場合の北海道と音更

町の状況をレーダーチャートで示しております。その右側には児童質問紙調査のグラフを示し

ております。中段は学校質問紙調査のグラフになっておりますが、この３項目の分析につきま

して、下段に記載しております。下段の右側の欄がまとめになりますが、一つ目「各学校で、

算数の指導として、補充的な学習の指導を行った結果、算数の授業の内容はよく分かると回答

した児童が増え、算数Ｂの「量と測定」「図形」で全国を上回ったと考えられる」、二つ目が「各

学校で、理科の指導として、観察や実験の結果を整理し考察する指導を行った結果、理科の授

業で、観察や実験の結果から、どのようなことが分かったのか考えていると回答した児童が増

え、理科の「生命」「地球」で全国を上回ったと考えられる。」と記載しております。 

続きまして、７ページの中学校の状況になります。こちらにつきましても、ページの構成は

小学校と同じであります。分析のまとめとしまして、下のほうの右側になりますが、１つ目は

「各学校で、家庭学習の取組として、生徒に家庭での学習方法等を具体的に挙げながら教える

ようにした結果、家で予習・復習やテスト勉強などの自学学習において、教科書を使いながら

学習したと回答した生徒が増え、国語Ａのすべての領域、Ｂの「話すこと・聞くこと」「読むこ

と」、数学Ａの「数と式」「図形」「関数」、数学Ｂ、理科のすべての領域で全国を上回ったと考

えられる。」２つ目は「各学校で、数学の指導として、発展的な学習の指導を行った結果、数学

の問題の解き方がわからないときは、諦めずにいろいろな方法を考えると回答した生徒が増え、

数学Ｂのすべての領域で全国を上回ったと考えられる。」としております。学力向上策につきま

しては、３点記載のとおりであります。なお、北海道版結果報告書の公表につきましては、11

月を目処に道教委のホームページに掲載される予定になっております。 

以上、報告とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

種川委員。 

（種川委員） 
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  分析の文言表記なのですが、語尾が教科の場合は「全国を上回っている」となっています。

児童生徒質問紙は「全国を上回っている」と「全国及び全道を上回っている」という二通りの

表記があります。それから学校質問紙は、「全国及び全道を上回っている」という表記と「全て

の学校が～したと回答している」という表記が混じっています。児童生徒質問紙は同じ文末表

現にするとか、学校質問紙については、全ての学校が行っているという回答ですので、「全ての

学校で～している」のような表記にしたほうが良いのではないかと思いますので、ご検討いた

だければと思います。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  ご指摘の部分を本庁とお話してみたいと思います。実は本庁からは、このままの文言で送付

されてきておりまして、これまでも何回か訂正をお願いした経緯はあるのですが、却下されて

いる状況ですので、再度、お話してみたいと思います。 

（教育長） 

  ほかに質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

なければ、これで質疑を終わります。本件は報告済みといたします。 

 

（教育長） 

日程５、議案第１号 平成 30 年度音更町文化奨励賞等表彰者の決定についての件を議題とし

ます。事務局の説明を求めます。 

佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

８ページでございます。議案第１号 平成 30 年度音更町文化奨励賞等表彰者の決定について。

このことについて、別紙のとおり決定しようとするものであります。 

10 月４日（木）開催の社会教育委員協議会に候補者の選考を諮問いたしまして、結果につい

て以下のとおり答申がありました。答申書を読み上げます。平成 30 年 10 月４日付けで諮問のあ

った音更町文化奨励賞等規則に基づく表彰受賞者について別紙の通り選考したので答申いたし

ます。平成 30 年 10 月４日、音更町教育委員会教育長 宮原達史様、音更町社会教育委員協議会

会長 藤川幸二。 

10 ページでございます。平成 30 年度文化奨励賞等候補者名簿でございます。文化奨励賞 個

人の部 高田悦子様。昭和●●年●●月●●日生まれ、住所は●●●●●●●●●●●●。推薦

団体は音更町文化連盟であります。推薦事由、平成 10 年に日本舞踊「藤悦津会」の会主に就任

され、平成 18 年には中山流民族舞踊師範に認証され、現在までの永きにわたり、十勝管内各地

で指導者として後進の指導に当たっております。さらに、町文化祭の出演協力や福祉施設の慰問

活動を積極的に行って、芸術文化の発展及び地域活動に大きく貢献されました。続きまして、竹

田千惠子様。昭和●●年●●月●●日生まれ、住所は●●●●●●●●●●。推薦団体は音更町
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文化協会。推薦事由、平成４年に「おとふけみちくさ会」設立から現在までの永きにわたり会長

を務める傍ら、俳誌おとふけの常任特選者及び文芸おとふけの編集委員を歴任されました。俳誌

「柏林」の詠み込みの選等に従事するなど、音更町の文化発展に大きく貢献されました。 

  団体の部になります。泉会、代表 片野裕子様。設立は昭和 45 年５月１日であります。住所

は●●●●●●●●●●。推薦団体は音更町文化協会であります。会の設立以降、華道の技術向

上に努めるとともに、永きにわたり生涯学習フェスティバル、大地展や町文化祭に作品を出品し

ておられます。また、地域行事に迎え花の提供を行い、地域文化活動の推進に大きく貢献されま

した。続きまして、木野民謡会、代表 清水直
なお

教
みち

様。設立は昭和 39 年４月１日であります。住

所は、●●●●●●●●●●。推薦団体は音更町文化協会であります。推薦事由、会の設立以降

研修会を定期的に実施し技術向上に努めるとともに、永きにわたり、福祉施設との交流会、高齢

者施設でのボランティア活動及び町文化祭等の地域行事に参加するなどの地域活動に大きく貢

献されました。 

文化奨励特別賞 団体の部でございます。音更町文化協会文芸おとふけ編集部会、部会長 米

谷壽美子様。住所は木野西通 15 丁目８番地、音更町文化センター内。推薦団体は音更町教育委

員会であります。推薦事由、昭和 43 年、北海道開道 100 年を契機に文化協会内に編集委員会（平

成 27 年度から部会制に機構改革）を組織し、企画から校正までの主体的な編集を旨とする「文

芸おとふけ」を創刊した。それ以来、創作、随筆、自分史、短歌、俳句、川柳、詩、郷土史等多

岐にわたる町民からの投稿により、200 ページを超える出版物となり、町民の文芸活動の一翼を

担ってきました。このたび、長い歴史を刻み 50 号の発刊を迎えることは、町民文芸誌編さんの

範となる貴重な活動であり、音更町の文化の普及振興に大きく貢献されました。 

以上、文化奨励賞２個人２団体、文化奨励特別賞１団体が候補者として選考されました。ご

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

（教育長） 

説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

なければこれで質疑を終わります。これから、議案第１号について採決します。 

本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

異議なし 

（教育長） 

異議なしと認めます。したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

（教育長） 

日程６、議案第２号 音更町指定管理者選定委員会委員の委嘱についての件を議題とします。

事務局の説明を求めます。 

  福地教育部長。 

（教育部長） 
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議案書の 12 ページをお開きいただきたいと存じます。議案第２号 音更町指定管理者選定委

員会委員の委嘱について。このことについて、別紙のとおり委嘱しようとするものであります。 

本件につきましては、音更町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条

及び第８条の規定に基づき、委員を委嘱しようとするものであります。担任する事項といたし

ましては、平成 18 年度から指定管理者制度を導入しております音更町温水プールにつきまして、

第４期目となる平成 31 年度から平成 35 年度まで、５年間にわたる指定管理者の候補者の選定

について審議を行い、答申をいただくものであります。 

  委嘱予定者につきましては、12 ページの名簿のとおりでありますが、条例の規定に基づき、

次の３つの構成により組織することとしております。まず、表の上から３名の方が「学識経験

を有する者」、４人目から６人目の方が「施設の利用者」、表の一番下の１名が「対象施設を所

管する部の部長以外の部長のうちから町長が指名するもの」の合計７名であります。なお、委

員のうち１名につきましては公募によることとし、広報おとふけ９月号及び町ホームページで

募集しましたが、応募はありませんでした。表の氏名等の朗読につきましては、割愛させてい

ただきます。委嘱期間は、平成 30 年 11 月１日から「音更町温水プールに係る指定管理者との

協定が締結された日まで」であります。事務が順調に進みましたら、町議会第４回定例会で議

決後に協定締結となりますので、本年 12 月末か年明け１月上旬までの任期と考えております。 

  以上、説明とさせていただきます。ご決定のほど、よろしくお願い申し上げます。 

（教育長） 

説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

なければ、これで質疑を終わります。これから、議案第２号について採決します。 

本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

異議なし 

（教育長） 

異議なしと認めます。したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

（教育長） 

日程７、議案第３号 音更町青少年対策地区指導員の委嘱についての件を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

福地教育部長。 

（教育部長）   

議案書の 13 ページをお開きいただきたいと存じます。議案第３号 音更町青少年対策地区指

導員の委嘱について。このことについて、別紙のとおり委嘱しようとするものであります。 

  本件につきましては、音更町青少年対策地区指導員規則第２条の規定に基づき、地区指導員

を委嘱するものであり、平成 30 年４月１日から平成 32 年３月 31 日までの２年間を委嘱期間と

し、30 名の方に委員を委嘱しておりましたが、このうち１名の委員から所属先の退職により辞
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任の申し出があり、欠員となったことから、残任期間において、後任の委員を委嘱しようとす

るものであります。氏名等につきましては記載のとおりであります。朗読については割愛させ

ていただきます。 

  以上、説明とさせていただきます。ご決定のほど、よろしくお願い申し上げます。 

（教育長） 

説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員）  

  ありません。 

（教育長） 

なければ、これで質疑を終わります。 

これから、議案第３号について採決します。本件は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

（各委員） 

異議なし 

（教育長） 

異議なしと認めます。したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

  

（教育長） 

本件までにつきましては、秘密会で審議してまいりましたが、ここで、秘密会を終わりたい

と思います。ご異議ありませんか。 

（各委員） 

異議なし。 

（教育長） 

異議なしと認めます。これで、秘密会を終わります。 

 

（教育長） 

これで、本会議に付されました案件の審議は、すべて終了いたしました。 

提案議案以外に、教育委員及び事務局から何かあれば発言してください。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

２点についてご報告いたします。平成 30 年度おとふけ一歩塾について、ご報告いたします。

今年度につきましても、北海道の教員採用試験合格に向けた学びの講座として、音更町校長会

の協力のもと５回の講座を開催しております。講座は、臨時教諭９名に加え期限付教諭等 13 名

が参加しており、６月 24 日に一次試験、８月３日から５日に二次試験が実施され、10 月 16 日

の合格発表では、10 名が合格いたしました。ちなみに、臨時教諭につきましては、９名中１名

が辞退、１名が一次試験不合格ということで、７名が合格しておりますのでご報告いたします。 

引き続きもう１点、９月６日の胆振東部地震の停電による給食等の対応につきまして、ご報

告いたします。地震の被害状況につきましては先月の会議でご報告いたしましたが、６日、７

日の停電により、各学校において食材を廃棄する事態となっておりました。これは、食材のう
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ち生鮮食材につきましては、大規模校は毎日配送されておりますが、小規模校につきましては、

野菜は週２回、肉類は月２回、冷凍食品は月１回の配送となっており、冷蔵庫冷凍庫等で保存

しております。このため、地震の翌週、10 日月曜日から使用する食材のうち、一部食材が既に

配送されており、廃棄となったものでございます。また、大規模校においても調味料等が廃棄

となっており、この廃棄分の食材の追加購入費用が 24 万円程度となりました。食材費につきま

しては、保護者からいただいている給食費で購入しているところでございますが、今回の追加

購入費用につきましては、給食費の追加徴収をすることなく、町の全面委託で給食調理等の業

務を行っている、音更町給食協議会の予算の中から各学校の給食費に補填することといたしま

したので、ご報告いたします。以上です。 

（教育長） 

他に報告等ありませんか。 

佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  先ほどご決定いただきました文化奨励賞等表彰式でございますが、11 月３日（土）文化の日

に午前９時 30 分から生涯学習センターで開催いたしますが、近日中にご案内の文書を発送いた

しますので、委員の皆さんのご出席をお願いいたします。以上です。 

（教育長） 

  事務局からは以上です。 

これをもちまして、平成 30 年 10 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時４０分） 


