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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３０年１２月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３０年１２月２０日 午後１時３０分～午後２時２０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、川井委員 

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、小野スポーツ係長、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 報告第２号   平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査結果の分析について 

４ 報告第３号   平成３０年度全国学力・学習状況調査結果の分析

について 

５ 議案第１号   音更町立学校管理規則の一部を改正する規則案に

ついて 

６ 協議案第１号  平成３１年度教育委員会予算編成に伴う主要事業

の概要について【秘密会】 

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１２月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３０年１２月２０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、川井委員 

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、小野スポーツ係長、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 12 月教育委員会会議（定例会） 

 

（教育長） 

  本日の出席者は５名で定足数に達しております。 

ただいまから、平成 30 年 12 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条の規定により川井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。 

11 月 29 日（木）、総務文教常任委員会の現地調査が駒場中学校において行われました。駒場

中学校のコミュニティスクールと、特別支援学級の現状の説明及び今年度導入した階段昇降車

等を視察していただきました。それから、第４回定例会に諮った案件及び補正予算の説明を行

いました。12 月２日（日）、おとふけ「教育を考える日」記念フェスタが文化センターにおい

て開催されました。後ほど、その他のところで生涯学習課長から報告がございます。12 月 10

日(月)、第４回定例会が 12 月 18 日（火）までの会期で議場において行われております。一般

質問につきましては、お手元に配布のとおりでありますが、久野議員、上野議員から学校教育

関係についての質問がございました。また、音更町温水プールに係る指定管理者の指定、音更

町立学校設置条例の一部改正及び補正予算につきましては、原案のとおり可決されております。
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続きまして、12 月 17 日（月）校長会議・教頭会議が生涯学習センターで開催されております。

議案については配布のとおりですが、教育長からは、小中学校の年間登校日数の確保について、

それから、服務規律保持など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、報告第２号 平成 29 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析について

の件を議題とします。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３ページをお開きください。報告第２号 平成 29 年度全国体力・運動能力、運動

習慣等調査結果の分析について。このことについて別紙のとおり報告いたします。 

別冊の音更町教育研究所が分析と考察を行っている「音更町の子どもの体力と今後の取

組」の１ページをご覧ください。（３）調査研究の内容につきましては、平成 29 年４月か

ら７月の間に、小学校５年生男子 232 人、女子 231 人、中学校２年生男子 253 人、女子 235

人を対象として、各学校で実施しております。 

それでは、２枚めくっていただきまして、２ページをお開きください。小学校５年生男

子の分析と考察でありますが、体力合計点は 53.74 ポイントであり、全国平均、全道平均

ともほぼ同程度の下位となっております。各種目の結果は下にありますグラフのとおりで

ございますが、分析結果による課題といたしましては、「柔軟性」｢体幹｣及び「持久力」と

なってございます。続いて３ページをご覧ください。小学校５年生女子の体力合計点につ

きましては 54.55 ポイントで、全国平均を下回っておりますが、全道平均とほぼ同程度の

下位でございます。各種目の結果はグラフのとおりでございますが、分析結果による課題

といたしましては、「柔軟性」と「握力・筋力」ということであります。また、４ページ、

５ページの質問紙調査結果からは、男女ともに運動の必要性の意識や意欲は高いことから、

運動を楽しめる意識づけや環境づくりを心がけた指導が必要であるとしてございます。 

次に、６ページをご覧ください。中学校２年生男子の分析と考察でありますが、体力合

計点では 42.03 ポイントで、昨年度と同様に全国平均を下回っておりますが、全道平均は

上回っております。各種目の結果は下のグラフのとおりでございますが、分析結果による

課題といたしましては、「敏捷性」となっております。続いて７ページをご覧ください。中

学校女子につきましては、体力合計点は 48.43 ポイントで、昨年度と同様に全道平均を上

回り、全国平均を下回っています。こちらは男子と同じ形となっております。各種目の結
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果につきましてはグラフのとおりでございますが、分析結果による課題は、「筋力」「敏捷

性」ということでございます。８ページの質問紙結果分析からは、男子は「保健体育の授

業は楽しい」「運動が好き」と答えた生徒が多いことから指導と体力向上の結びつきが見て

取れるとしております。９ページの女子につきましては、多くの質問項目が全国全道平均

を上回っておりますが、男子と比較すると運動部への加入割合が低くなっております。 

1 枚めくっていただいて、次のページになりますが、教育研究所では、これらの分析結

果を踏まえ、11 月 20 日に木野東小学校体育専科の青木真理教諭を講師に、本町の課題で

ある「握力・筋力」「柔軟性」「体幹」「敏捷性」の指導能力向上のための体育実技研修会を

開催しております。裏面に参加者のアンケート結果も出ておりますが、20 名の参加を得て

おり、大変好評を得ているところでございます。 

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。 

石川委員。 

（石川委員） 

  大変見やすい資料です。最後の体育実技研修会に参加された先生方のアンケートのところで、

「体育の苦手な子も楽しみながら取り組めると思った」という感想がありまして、体育が苦手な

子も多いのかと思いますので、安心感から出た感想かなと思います。また、一番下には「体育の

苦手な先生も指導のプロになれる」ともありまして、分かりやすくていい講習会だったのかなと

実感いたしました。先生たちの気持ちが上向けば、子どもたちにとってもいい指導になるのかな

という感じがしました。 

（教育長） 

  他に、質疑ご意見ありますか。 

（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、報告第３号 平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果の分析についての件を議題と

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４ページをお開きください。報告第３号 平成 30 年度全国学力・学習状況調査結

果の分析について。このことについて、別紙のとおり報告いたします。 

  別冊の音更町教育研究所による分析結果である「音更町の学力の傾向と改善のポイント」

でご説明いたします。１ページをお開きください。３ 調査・研究の内容につきましては、

（１）本町の調査結果の概要（２）正答率の高い問題と低い問題、（３）無回答率が特に高
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い問題、（４）につきましては、これまで本町教育推進の重点に関わる 質問紙８項目の全

国・全道比較と経年変化を載せておりましたが、今年度から本体調査のほうの質問紙の項

目が一部変更となっているため、これまでの経年比較内容につきましても一部変更してお

ります。それから、（６）本町の調査を実施した児童生徒数は小学校６年生が 451 人、中学

校 3年生が 487 人となってございます。 

２ページをご覧ください。小学校の調査結果の概要でありますが、総評といたしまして、

国語Ｂは全国平均を上回り、その他は全国平均を下回る結果となりましたが、国語Ａ・算

数Ｂ・理科においては、全国平均との差がほとんどないものとしております。領域・観点・

問題形式につきましては、記載のとおりでございますので、後ほどご覧いただきたいと思

います。次に３ページをお開きください。中学校の総評につきましては、全ての教科にお

いて、全国・全道を上回る結果となっております。領域・観点・問題形式につきましては、

記載のとおりでございます。４ページから 28 ページまでは、各教科における最も正答率が

高い問題と最も低い問題を掲載しております。又、29 ページから 43 ページまでは、無解

答率が全国と比較して 100 を上回り、特に無解答率が高かった記述式問題を掲載しており

ます。44 ページから 51 ページまでが児童生徒質問紙の分析結果となっておりますが、結

果報告及び総合教育会議でもご説明しておりますことから、こちらについては省略させて

いただきます。 

以上、簡単ではありますが、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５、議案第１号 音更町立学校管理規則の一部を改正する規則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） 

議案の５ページをお開きください。議案第１号 音更町立学校管理規則の一部を改正す

る規則案につきまして、ご説明いたします。 

議案の７ページをご覧ください。１ 改正の理由でございます。平成 31 年度以降におけ

る小学校外国語活動・外国語科の授業時間数の確保、近年の台風や大雨、大雪等の自然災

害による臨時休業、流行性感冒による学級・学年・学校閉鎖などを考慮した上で、必要な

授業時間数を確保するため、全小中学校で年間 206 日の登校日数とする。そのための方策

として、夏季又は冬季の長期休業日から必要日数を削減することとするが、長期休業の始

期又は終期が週休日に連続する場合に限り、学年始休業日又は学年末休業日から必要日数
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を削減し、登校日数が 206 日となるように調整できるようにし、校長は学年始休業日及び

学年末休業日の期間を定めて教育長に報告しなければならないこととする。また、所要の

文言整理を行うということでございます。これにつきましては、新学習指導要領移行期間

である平成 31 年度以降、翌年の平成 32 年度が全面実施になりますが、小学校の外国語活

動・外国語科の授業時間数が増加すること、また、自然災害による臨時休業やインフルエ

ンザなどによる学級閉鎖などを考慮し、校長会と協議のうえで、本町の全小中学校で必要

な授業時間数を確保するための年間登校日数を 206 日といたしました。ただし、年間登校

日数 206 日を確保するためには、長期休業を年間 50 日とすることは難しいことから、まず

は、夏季又は冬季の長期休業日から必要日数を削減することといたしました。しかし、長

期休業の始期又は終期が土日に連続する場合は、土日は長期休業日数に含めないことから、

長期休業日数が減りすぎないように、学年始休業日及び学年末休業日から必要日数を削減

して、登校日とすることにより対応しようとするものでございます。なお、長期休業の日

数削減につきましては、現在の規則で、夏季・冬季とも 25 日以内ということになっている

ため、規則の改正は必要ありません。 

２ 規則の内容といたしましては、（１）学年始休業日を、４月１日を初日とする連続し

た７日以内とする。（２）学年末休業日を、３月 31 日を末日とする連続した７日以内とす

る。（３）校長は、学年始休業日及び学年末休業日の期間を定めて教育長に報告しなければ

ならないこととする。（４）所要の文言整理を行う。ということであります。 

３ 施行日につきましては、平成 31 年４月１日から施行しようとするものでございます。 

５ページの規則案を申し上げます。６ページに新旧対照表を掲載しておりますので、合

わせてご参照いただきたいと思います。それでは、音更町立学校管理規則の一部を改正す

る規則、音更町立学校管理規則（昭和 51 年音更町教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。第 37 条第１項第４号中「から４月７日まで」を「を初日とする連続した７

日以内」に改め、同項第５号及び第６号中「おいて引続き」を「おける連続した」に改め、

同項第７号中「３月 25 日から」を削り、「まで」を「を末日とする連続した７日以内」に

改め、同条第２項中「、第５号及び第６号」を「から第７号まで」に改める。附則といた

しまして、この規則は、平成 31 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決定されました。 
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（教育長） 

日程６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。 

 

（以下、非公開） 

 

（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） 

  お手元に配布しております各小中学校長宛の教育長からの 12 月 10 日付け発出文書をご

覧いただきたいたいと思います。年間登校日数の確保及び平成 31 年度における小学校外国

語活動・外国語科の授業時間数の設定についてということで、通知しているものでござい

ます。 

  １ 年間登校日数の確保につきましては、先ほど議案第１号の学校管理規則の改正でご

説明したとおりでございます。２ 平成 31 年度における小学校外国語活動・外国語科の授

業時数の設定についてでございます。小学校外国語活動・外国語科は平成 32 年度から新学

習指導要領が全面実施となりますが、移行期間２年目となる平成 31 年度の対応につきまし

て通知したものとなっています。２枚目の（２）をご覧ください。外国語活動・外国語科

の授業時間数になりますが、３・４年生が該当する外国語活動につきましては、今年度 15

時間の授業時間で行っておりますが、それを 35 時間へ増やします。また、５・６年生の外

国語科につきましては今年度 50 時間で行っておりますが、次年度 70 時間ということで、

それぞれ 20 時間増やすことといたしました。その考え方としましては、全面実施と同じ時

間数を設定することにより、移行措置期間中の学習内容の理解と定着を進めること、また、

全面実施を見通した評価基準を整備し試行を繰り返すことにより、児童や保護者からの信

頼性や妥当性を高めようとするものでございます。（３）の時間数の設定の具体的方策とし

ましては、各小学校の状況に応じて、①から④の方策を選択して対応することとなってご

ざいます。 

 以上のとおりの対応といたしましたので、ご報告いたします。 

（教育長） 

  質問等ありませんか。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 



【④会議結果】 

例えば具体的に週当たりの授業時間を１コマ増やすだとか、外国語科の授業時間確保の方策

については、各学校で違うと理解してよろしいんでしょうか。 

（教育長） 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

学校によって時数を持っていて、例えば④ですと、児童会やクラブ活動だとか学校行事とい

うのが、全部の学校でそれぞれ違う時数を持っています。また、週当たりの授業時間数という

のは、この部分が入った中で 29 時間とか 30 時間というものになっております。それを踏まえ

たうえで各学校ごとに、この①から④を組み合わせながら 20 時間の確保に努めていくというこ

とになります。今のところ７時間授業を組むというところは聞いておりません。以上です。 

（教育長） 

学校事情によってお任せするということを原則にいきたいと思います。それから、年間で何

日休むかということではなく、年間で 206 日を確保するということで長期休業日数の調整にな

ります。毎年祝日の日数が変わりますので、毎年、今ぐらいの時期に次の年度のことを検討す

る予定になっております。今回の資料には「平成 31 年度における」と頭に付いていますけども、

平成 31 年度はこれでいきます。12 月 10 日に各学校に通知していますので、今各学校内で来年

度に向けていろいろ教育課程の作成に向けて協議している最中だと思います。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  もし、土曜日に２時間使いたいという学校がでてきた場合はどうなるのでしょうか。 

（教育長） 

  音更町教育委員会としては、土曜日は使わないでほしいということになります。まだ学校へ

は言っていないのですが、もし土曜日を使いたいという話が出たら、そのように言うことにな

ると思います。土曜日が可能になってしまうと勤務日数などへの波及が大きいですので、資料

の２の（３）年間授業時間数設定の具体的方策のところでも、土曜日を使って授業をすること

を想定していません。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  これは①から④の間で選択するという意味ですね。 

（教育長） 

  もしかしたら、どこかの市町村で土曜日に授業を行うという話が出ているかもしれませんが、

いまのところ実施している市町村があるという話は聞いておりません。 

  福地教育部長。 

（教育部長） 

  校長会と教育委員会でプロジェクトチームを作りまして、対応しています。そして、校長先

生方は校長会の中でアンケートを取った中で精査して、音更町としてはこの４つを選択肢とし

ようと決めましたので、分かっていないということはないと思います。 

（教育長） 

それでは、よろしいですか。 



【④会議結果】 

次に佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

別紙で配布しております、おとふけ「教育を考える日記念フェスタ」の実施結果についてで

ございます。記載されているとおりでございますけれども、一部補足などしていきたいと思い

ます。なお、第４回の実行委員会を例年反省会ということで行っておりまして、本日の夜に開

催する予定となっておりますので、最終的にアンケート結果などを精査した中でのご報告は次

回の会議とさせていただきます。まず、開催日は 12 月２日（日）であります。委員の皆様方に

は、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。入場者については、クリアファイルの

配布数ということになりますが、435 人ということで、昨年度と比べ若干入場者数は落ちてお

ります。年齢層といたしましては、40 代の方が中心となってございます。全体的な取組内容に

ついては、大変好評という結果でしたが、来場者が少なくて残念でしたというご意見がござい

ました。それから、４ （２）イメージソングの部分でございますけれども、こちらも大変好

評で、継続した普及、宣伝活動を行っていきたいと考えてございます。今年は、緑南中学校の

吹奏楽部の皆さんがイメージソングの合唱にも協力していただきまして、学校輪番制にしては

どうかという記載がございました。講演会についても、野球に興味がなくても楽しめたという

ご意見がありまして、内容も大変評価が高かったということでございます。ＰＲの関係につき

ましては記載のとおりとなってございます。冒頭申し上げましたけれども、本日夜の最終回の

実行委員会におきまして、意見のまとめをいたしまして次年度に向けた検討・検証をしてまい

りたいと思います。 

以上でございます。 

（教育長） 

  ご意見、ご感想などありましたらお願いします。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  報告にありましたイメージソングは良かったと思います。緑南中学校の子たちも一生懸命や

ってくれていると思いますし、合唱の時に、スクリーンに新たに写真を取り入れたのは良かっ

たと思います。それで、せっかくいい曲だと思いますし、知らないうちに耳に入っているとい

うのはすごくいいことだと思うので、イメージソングを「教育を考える日」だけではなく、例

えば成人式が始まる前ですとか、何か別のイベントなどでも使ってもらえたらと思います。 

（教育長） 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  今、教育長職務代理者からいただきましたご意見は、今年度の成人式に対応出来るかどうか

という部分がありますが、前向きに考えたいと思います。それで、先ほど申し添えそびれまし

たが、今のイメージソングの部分に関しまして、ホームページでの試聴、あるいはダウンロー

ドを期間限定で行っていましたが、こちらを通年で聞けるようにしようということで、広報広

聴課と話しておりますので、こういった形でのＰＲも進めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

（教育長） 



【④会議結果】 

  他に何かありますか。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  配布されたしおりの中に、町内各学校の教育活動紹介というページがありまして、大変いい

取り組みだと思いました。例えば、ローテーションでページ数を増やす学校を決めて掲載する

とか、いろいろなやり方が考えられますので、大変かと思いますが、ぜひ、継続してほしいと

思います。 

（教育長） 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  先ほどの報告ではそこまで言及はしなかったのですが、しおりの中に教育活動報告を入れた

ということが非常に分かりやすくて良かったというご意見を多数いただいておりましたので、

今晩の実行委員会の中でも、種川委員からいただいたご意見を報告したいと思います。ありが

とうございます。 

（教育長） 

  他にありますか。よろしいですか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  給食の試食のところで、にんじんサラダに使用したにんじんは、リサイクルで出た肥料を使

って、ふれあい農園で栽培されたものでしたよね。掲示の中にはあったのかもしれないのです

が、パンフレットの説明書きの中にも掲載すると、にんじんが苦手な人も関心を持ってくれた

のではないかなと思いました。 

（教育長） 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  実は、チラシを作成する段階で、ふれあい農園で栽培されたにんじんが確保できるかどうか

未確定でしたので、チラシの掲載に間に合わなかった部分がございます。今晩の実行委員会で、

この件も提案させていただいて、次回に向けて反映させていきたいと思います。 

（教育長） 

  他によろしいでしょうか。 

それでは、これをもちまして、平成 30 年 12 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時２０分） 


