
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３０年１１月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３０年１１月２７日 午後１時３０分～午後２時０５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、髙木施設係長、

高野スポーツ課施設管理係長 

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 議案第１号   音更町温水プールに係る指定管理者の候補者の選

定について 

４ 協議案第１号  音更町立学校設置条例の一部を改正する条例案 

５ 協議案第２号  平成３０年度補正予算（案）について 

 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号につきましては、原案のとおり可決されました。 

協議案第１号、第２号につきましては、原案のとおり決定されました。 

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１１月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３０年１１月２７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、髙木施設係長、高野スポーツ

課施設管理係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時３０分） 

 

平成３０年１１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 11 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条の規定により種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） 

議案の２ページをお開きください。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 19 日（金）、新入学児童健診が４日間に渡り、コミセン、総合福祉センターで開

催されました。同じく図書館のリーディングスタート事業も行われておりまして、平成 31 年度

の入学予定の児童 410 人の健診が行われ、健診会場では児童１人に１冊の本が配布されており

ます。11 月２日（金）、川井委員の辞令交付式が町長室で行われております。11 月５日（月）、

第１回音更町温水プール指定管理者選定委員会が生涯学習センターで行われております。同じ

く 11 月 12 日（月）に第２回の選定委員会が開催されておりますが、後ほど議案の中で説明が

あります。11 月 16 日（金）、音更町高齢者学級合同文化祭が文化センターで開催されました。

町内４つの高齢者学級が一堂に会し、これまでの活動成果として、51 組の芸能発表や 500 点の

作品展が開催されました。当日は 419 名の方が来場したところでございます。11 月 17 日（土）、
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郷土資料室秋の開放まつりが生涯学習センターで開催されました。今年度初めて企画した事業

で国鉄士幌線特別展示や資料室講座、こども講座などを開催しております。２日間で 125 名の

方が参加しております。続きまして、11 月 20 日（火）、市町村教育委員会新任委員研修会が北

海道庁別館で開催され、川井委員が出席されております。11 月 21 日（水）、移動校長会議が南

中音更小学校で開催されました。議案につきましては配布のとおりでありますが、教育長から

は総合教育会議と交通法規の順守等についてのお話がありました。 

以上、ご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３から日程５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） 

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３、議案第１号 音更町温水プールに係る指定管理者の候補者の選定についての件を議

題とします。事務局の報告を求めます。 

吉田スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

４ページをお開きください。議案第１号 音更町温水プールに係る指定管理者の候補者の選

定について。このことについて、次のとおり選定しようとするものであります。 

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

今回９月25日から10月 25日までの期間で町の広報誌やホームページ等で第４期目の指定管理

者の募集を行いまして、株式会社オカモト１社からの応募があったところであります。前回の

教育委員会会議におきまして、委嘱の決定をいただきました７名の指定管理者選定委員により

まして、11 月３日、11 月 12 日の２回、指定管理者選定委員会が開催されました。応募者から

の提出書類及びプレゼンテーションに対し審議がなされ、11 月 16 日に音更町指定管理者選定

委員会 吉田真弓委員長から答申がありましたので、答申のとおり選定しようとするものであ

ります。なお、答申書、株式会社オカモトの概要及び選定委員会の採点集計結果につきまして

は、５ページから９ページまでに記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。そ

れでは、指定管理者の候補者の選定についてご説明いたします。１ 施設の名称は音更町温水
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プール。２ 指定管理者の候補者は帯広市東４条南 10 丁目２番地 株式会社オカモト 代表取

締役岡本謙一であります。３ 指定の期間は平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの

５年間であります。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４条の規定により、音更町温水プールに係る指定管理者の候補者の選定について、

教育委員会の議決を経ようとするものであります。なお、今後については、地方自治法第 244

条の２第６項の規定により、音更町議会第４回定例会で指定管理者の指定について議会の議決

を経たのち、協定を締結することとなります。 

以上、説明とさせていただきます。ご審議の程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。 

（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４、協議案第１号 音更町立学校設置条例の一部を改正する条例案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 10 ページをお開きいただきたいと存じます。協議案第１号 音更町立学校設置条例

の一部を改正する条例案につきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の 12 ページをお開きください。本件につきましては、平成 32 年３月 31 日をもって

昭和小学校を閉校し、音更小学校に統合するため、平成 30 年第４回議会定例会に、音更町立学

校設置条例の一部を改正する条例案を提出しようとするものであります。なお、議案書の 11 ペ

ージには本条例の新旧対照表を記載しておりますので、ご参照ください。 

  議案書の 10 ページにお戻りいただきたいと存じます。条例案を申し上げます。音更町立学校

設置条例の一部を改正する条例、音更町立学校設置条例（昭和 39 年音更町条例第 27 号）の一

部を次のように改正する。別表第１昭和小学校の項を削る。附則といたしまして、この条例は、

平成 32 年４月１日から施行するものであります。 

  以上、説明とさせていただきます。ご審議の程、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） 
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  ありません。 

（教育長） 

なければ、これで質疑を終わります。これから協議案第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決定されました。 

 

（教育長） 

日程５、議案第２号 平成 30 年度補正予算（案）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） 

議案書の 13 ページをお開きください。協議案第２号 平成 30 年度補正予算案について こ

のことについて、次のとおり協議しようとするものであります。 

12 月議会定例会に提案する補正予算につきましてご説明させていただきます。学校教育課所

管の補正予算につきましては、教育振興費の需用費で中学校教師用指導書 54 万３千円の追加で

ございます。平成 31 年度から中学校で新たに教科化となる「特別の教科 道徳」につきまして、

各学校の各学年に購入いたします。なお、４月からの指導に間に合わせるため、第４回定例会

での補正となっております。 

以上であります。 

（教育長） 

  小塩文化センター館長兼図書館長。 

（文化センター館長兼図書館長） 

  次に図書館所管の補正予算案についてご説明いたします。社会教育費、図書館費、備品購入

費に 10 万円の補正となります。内容につきましては、音更ロータリークラブ様から図書購入資

金として指定寄附がありましたので、図書購入費を補正するものでございます。 

次に 14 ページになります。債務負担行為補正の追加であります。図書館清掃管理業務委託に

ついて本年度で契約が終了いたします。次年度以降５年間の契約を行うにあたって債務負担行

為を設定するものでありまして、限度額 4,661 万８千円とするものでございます。 

  以上でございます。 

（教育長） 

  吉田スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  続きまして、スポーツ課所管の補正予算についてご説明いたします。13 ページをお開きくだ

さい。社会体育費、社会体育総務費、負担金補助及び交付金にスポーツ大会参加補助金といた

しまして、116 万２千円の追加であります。スポーツ大会参加補助金につきましては、スポー

ツ部門において優秀な成績を収め、全道大会以上のスポーツ大会に参加するものに対し、その
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費用の一部を助成するものです。10 月末現在で 81 件、214 万６千円の補助金額となっておりま

して、今後 39 件程度の申請が見込まれますことから、不足分の追加をさせていただきたいとい

うものであります。 

続きまして、14 ページをお開きください。先ほど議案第１号でご審議いただきました、音更

町温水プールの指定管理者に係るものであります。第４期の指定管理となります、平成 31 年４

月１日から平成 36 年３月 31 日までの５年間の指定期間における運営管理についての債務負担

行為の設定をさせていただきたいというものであります。５年間の総額としまして、４億 4,395

万７千円でございます。 

以上、説明とさせていただきます。ご審議の程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。 

（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、協議案第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決定されました。 

  

（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。 

田中教育長職務代理。 

（教育長職務代理） 

  今回の校長・教頭会議の議案の中にプログラミング教育の研修に関して出ているのですが、

音更町でこのプログラミング教育の研修等はどのくらい進んでますでしょうか。現在どういっ

た段階なのか、概略で構いませんので、進捗状況を教えてもらえればと思います。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 
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（学校教育課長） 

  プログラミング研修につきましては、個々の教員の力量によるところがありまして、十勝教

育研究所などで研修を受けていらっしゃる方は、基本的な部分はある程度分かっているという

ところもあって、音更町の教員の中でも理解度に幅がある状況です。そのため、初心者用と少

し分かっている方用と２種類のパターンの研修を考えて欲しいとの要望が来ているところです。

ただ、研修の指導をできるところもなかなかなく、今回は英語の指導でお世話になっている教

育支援協会がプログラミングについて勉強し、研修を実施できるような形をとっていただいて

おりまして、そちらの協力を得て実施する予定となっております。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  これは、小学校の授業のときには、専門の講師の方に来てもらって教えるのではなくて、担

任の先生が教えるということですか。それは大変ですね。 

（教育長） 

他に何かありませんか。事務局の方から何かありますか。 

佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  生涯学習課からお配りしておりますチラシをご覧ください。12 月２日に迫ってまいりました

おとふけ「教育を考える日」記念フェスタにつきまして、既に文書でご案内しているところで

すけれども再度ＰＲということでご案内いたします。チラシに記載のとおり、12 月２日（日）

13 時から 15 時 30 分、文化センターで開催いたします。教育活動報告は出演順に音更認定こど

も園の「よさこいソーラン」、園児が 31 名登場します。次に西中音更小学校「西中豊作御礼太

鼓」、全児童 18 名の参加でございます。音更高校の「書道パフォーマンス」は生徒４名の登場

です。最後に緑南中学校の「吹奏楽部演奏」で部員 39 名が出演いたします。その後にイメージ

ソング「笑顔の大地」の大合唱ということですが、こちらは緑南中学校吹奏楽部が教育活動報

告の演奏に引き続いて合唱にもご協力いただいて会場全体での大合唱を盛り上げてくれている

こととなっております。そのあと、町Ｐ連が主管する講演会につきましては、先月の教育委員

会会議でもご報告いたしましたとおり、北海道日本ハムファイターズコミュニティグループ 

荒井昭吾グループ長の「日本ハムファイターズから北海道日本ハムファイターズへ ～東京時

代からの変化～」と題した講演でございます。荒井さん自身も、実生活の中でお子さんのＰＴ

Ａ活動を経験されたということも伺っておりまして、そういった話も盛り込まれてくるかと楽

しみにしているところでございます。それから、特色企画につきましては、今年は新たに「Ｃ

ＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）展」が加わっております。そのほか、「おとぷけ給食 ち

ょこっと試食」につきましては、開会前の 12 時 15 分から 12 時 50 分の間に、音更産のにんじ

んを使ったサラダを限定 300 食提供させていただくことになっております。さらに、先ほど会

議開始前に視聴していただきました、今年度環境省の補助事業に採択されました学校給食の３

Ｒモデル事業、学校給食フードリサイクルプロジェクトに係るＰＲパネル展、フードロス削減

啓発用ＤＶＤの視聴ブースも設けてＰＲする予定となってございます。以上、イベントのご紹

介をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 
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（教育長） 

  この件についてよろしいですか。他にありませんか。 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  お手元に平成 31 年度音更町小学校「臨時教諭」（町費負担教職員）募集要項を配布しており

ますのでご覧ください。こちらの募集についてお知らせいたします。１ 募集人数につきまし

ては、現在のところ７人となっており、音更小学校、木野東小学校、鈴蘭小学校の配置を予定

しております。２ 応募資格につきましては、募集に向けて要件を拡大しております。今年度、

北海道教育委員会は平成 31 年度の教員採用候補者選考検査において採用枠を大幅に増やして

いること、また、期限付き教員等を対象とした特別選考という枠を作りまして、この連休中に

検査を実施しているところです。このように正規職員の増員を図っていることから、新卒者や

期限付き教員等から臨時教諭を確保することは大変難しい状況となっております。当初の 35 人

学級などによるきめ細かな教育の実現という本来の目的のため、応募資格に（３）十勝管内で

教員を経験したことのある人（平成 31 年３月 31 日付け退職予定の者を含む）ということで、

退職者ということも加えることといたしました。ご理解いただきますようお願いいたします。 

（教育長） 

  もともと人材育成という面もありましたが、人数確保のためには要件の幅を少し広げようと

いうことで１項目を入れていますので、新卒者ではない人も入って来る可能性があります。と

にかく 35 人学級少人数学級を優先させるということで、作らせていただきました。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  応募の締め切りが 11 月 30 日ということですが、現在の応募状況を教えていただけますか。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  今のところ３人の方から応募がありました。 

（教育長） 

  今回の第１回目の募集で７人に達しないときは、まだそのあとも２次３次と募集をかけて何

とか確保したいと考えております。 

  よろしいでしょうか。 

これをもちまして、平成 30 年 11 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時０５分） 


