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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３０年７月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３０年７月１９日 午後１時００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 

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  インターネット利用状況調査の結果について 

４ 議 案第１号  音更町立学校における働き方改革推進プランにつ

いて 

５ 議 案第２号  音更町いじめ問題等対策委員会委員の委嘱につい

て【秘密会】 

６ 議 案第３号  英語指導助手の採用について【秘密会】 

７ 協議案第１号  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価の報告書について 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第３号、協議案第１号につきましては、原案のとおり

可決されました。 

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７月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３０年７月１９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 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時００分） 

 

平成３０年７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。 

ただ今から、平成３０年７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） 

報告第１号 諸般の報告。このことについて、別紙のとおり報告いたします。議案の２ペー

ジをお開きください。 

７月３日（火）から７月４日（木）、学校寄席を音更小学校と駒場小学校で開催しました。音

更中学校校区と駒場中学校校区の小学校７校を対象に実施しております。 

続きまして、７月１６日（月）、音更町サッカー場オープン記念「サッカー教室」が音更町サ

ッカー場で開催されました。サッカー元日本代表の城彰二氏・都並敏史氏を講師に迎え開催さ

れ、町内の小学生約２４０人が参加しております。 

続きまして、７月１７日（火）、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。議案は配布のとおりでありますが、教育長からは本日の議案となっております音更町立

学校における働き方改革推進プランについて、それに関わり本町の学校給食費の今後の考え方

について、飲酒運転根絶についてのお話がございました。 

そして、本日７月１９日（木）、学校訪問として２校に行っていただき、教育委員会会議定例
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会となっております。 

以上ご報告を終わります。 

（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 インターネット利用状況調査の結果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 インターネット利用状況調査の結果につい

て。このことについて、別紙のとおり報告いたします。 

お手元に冊子があるかと思いますが、概要版の方でご説明させていただきます。インターネ

ット利用状況調査につきましては、昨年度から実施しておりますが、今年度の結果がまとまり

ましたので、ご報告いたします。 

概要版の表紙をめくっていただきますと、目次があります。次のページに調査の概要を記載

しておりますが、調査の目的といたしましては、本町児童生徒のインターネット利用とトラブ

ルの現状、保護者の認識等を把握し、ネットトラブルから子どもを守るための参考資料とする

とともに、学校等での対応について検討するものでございます。調査期間を平成３０年４月２

６日から５月２２日までとし、小学４年生から６年生の対象児童数１，４１４人のうち、回収

人数が１,２８６人で回収率は９０.９％であります。中学生につきましては、対象生徒数１,

４９０人のうち回収人数は１,４５３人で回収率は９６.３％でございました。 

それでは２ページをご覧ください。調査結果につきましては、経年変化が比較できるように

上段に平成３０年度、下段に平成２９年度の結果を記載しておりますが、今年度につきまして

は、男女別の集計をしないことといたしましたので、ご了承いただきたいと思います。 

それでは、「１ インターネットに接続できる機器の保持状況」ですが、「自分のものを持っ

ている」と「保護者家族のものを使っている」と答えた小学生は８６.２％で、昨年度より５.

７ポイント増えております。中学生につきましては、同じように「自分のものを持っている」

と「保護者家族のものと使っている」と答えた中学生は９４.２％で、昨年度より１１.８ポイ

ント増えている状況でございます。 

次に、「２ インターネットに接続できる機器の種類」ですが、小・中学生ともに通信機能付

きゲーム機、それからスマートフォン、タブレット型端末の使用が多くなっておりますが、中

学生のスマートフォンの使用が５４.４％であり、昨年度より６.５ポイント増えている状況で

ございます。 
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次に３ページをご覧ください。「３ インターネットの利用状況」ですが、今年度の小学生が

「使用している」と回答した割合は７８.２％で、昨年度より７.４ポイント減っております。

中学生は９１.７％で昨年度より２.７ポイント減っております。 

続きまして、「４ フィルタリングの設定状況」につきましては、「設定されている」と回答

した小学生は３０.７％、中学生は３８.２％であり、昨年度よりわずかに減っております。ま

た、「わからない」と答える児童生徒の割合が多くなってございます。 

次に４ページです。「５ インターネット利用時のルール」ですが、「ルールが決まっている」

と回答した小学生は６７.７％、中学生は６３.９％で、昨年度とあまり変わっていません。 

下の段です。「６ インターネットの利用目的」ですが、今年度も昨年度と同様に小中学生と

もに「音楽や画像・動画などの閲覧」、「ソーシャルゲーム」、「検索」の割合が多くなっており

ます。また、「メールの使用」につきましては、中学生が３３.５％と昨年度より２.１ポイント

増えております。一方、「ＳＮＳで情報を発信すること」というのは、小学生が６.５％で、昨

年度より６.９ポイント減少。中学生は２５.７％で、昨年度より１４ポイント減っており、始

まったばかりではありますが、各学校で実施している情報モラル教育の成果が現れているので

はないかと思われます。 

続きまして５ページをご覧ください。「７ 平日のインターネットの利用時間」ですが、「２

時間以上の利用」は小学生が１７.８％で、昨年度より４.１ポイント増えております。中学生

につきましては、２８.９％で昨年度より４.２ポイント増えております。 

「８ 休日のインターネットの利用時間」では、「２時間以上の利用」は小学生で３４．２％

で昨年度より９.３ポイントの増。中学生につきましては、５５.３％で昨年度より５.９ポイン

トの増となっております。平日の利用時間と比較しますと、小中学生ともにほぼ倍増で休日に

利用している状況でございます。 

次に６ページの「９ トラブルの有無」です。今年度につきましても小中学生ともに多くは

ありませんが、昨年度より微増であります。 

「１０ トラブルの内容」につきましては、今年度は小中学生ともにほぼ同じ内容でありま

す。また、小学生における「メールのトラブル」が３０％となっており、昨年度より著しく増

加しているような状況でございます。７、８ページは集計票となっておりますので、ご覧くだ

さい。 

今年度の調査結果では、インターネットの利用やトラブルについては小中学生で大きく変わ

らない状況となっていると考えられます。アンケート結果においてはいじめにつながるような

トラブルも見受けられ、また、本町における不登校の原因の一つとして、家庭においてネット

ゲームやメールを長時間行うことにより、朝起きられないなどの状況が多く聞かれています。

このことからも、インターネットを含め利用が拡大しているスマートフォンの使用方法やマナ

ーなどの指導や保護者への啓発のためには、小学生の頃からの情報モラル教育が大変重要であ

ると考えております。教育委員会といたしましても、この調査結果を各学校や保護者へ情報提

供することにより、今後においてもネットトラブルから子どもを守るための指導を継続させて

いきます。 

以上、報告とさせていただきます。 
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（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。 

田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  今説明の中にあった、メールのやり取りの話などを聞いていて、今まで言ってきたとおり、

これからも引き続きインターネットの使い方・マナーの徹底を継続してやっていくことが大事

でしょうね。少し良くなってきているものの、利用時間は減っていない状況ですから、引き続

き指導していただければと思います。 

（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４、議案第１号 音更町立学校における働き方改革推進プラン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４ページをお開きください。議案第１号 音更町立学校における働き方改革推進プ

ランについて。このことについて、別紙のとおり提出いたします。 

お手元に音更町立学校における働き方改革推進プラン（案）の冊子があると思いますので、

ご覧いただきたいと思います。学校における働き方改革推進プランにつきましては、６月の教

育委員会会議においてご説明いたしましたが、このたび、校長会との協議がまとまりましたの

で、提案させていただきます。 

プランの内容につきましては、道教委の北海道アクション・プランに準じていることから、

主に本町の実情に合わせた項目についてご説明したいと思います。 

まず、２ページの「１ 推進プランの性格」ですが、本プランにつきましては町教委が策定

し、音更町立学校の働き方改革を進めるためのものであります。また、今後の国及び道教委の

動向や学校における取組状況などを見極めながら、必要に応じて適宜見直しを行おうとするも

のです。 

続きまして、「４ 推進プランの目標及び期間」です。本プランの当面の目標を「１週間あた

りの勤務時間が６０時間を超える教員を全校で０にする。」とし、取組期間を「平成３０年度か

ら平成３２年度までの３年間」といたします。働き方改革を進めるため、「平成３２年度末に目

指す指標」といたしましては、①部活動休養日を完全に実施（年間７３日）している部活動の

割合を１００％とする。②変形労働時間制を活用している学校の割合を１００％とする。③定

時退勤日を月２回以上実施している学校の割合を１００％とする。④学校閉庁日を年９日以上

実施している学校の割合を１００％とするとしております。 
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続きまして、３ページをお開きください。中段の「７ 具体的な取組」でございます。町教

委と音更町立学校は、地域や各学校の実情を踏まえ、次の取組を行っていきます。 

「取組１ 本来担うべき業務に専念できる環境の整備」ということで、「（２）小学校での小

人数学級の編制等」が町独自のものとなっております。町教委は３５人を超える学級のある小

学校に対し、３５人以下の少人数学級、ティームティーチング又は習熟度別指導によるきめ細

かな教育を実施するとともに特別な支援や配慮を要する児童生徒のために、生活介助員や学習

支援員を配置するとしております。 

次に４ページでございます。「取組２ 部活動指導にかかわる負担の軽減」ということで、四

角で囲まれた部分でございますが、「部活動指導にかかわる負担軽減の方策」です。①部活動休

養日の実施については、毎週１日以上は休養日を実施すること（年間５２日以上）。月に１日以

上は、土曜日、日曜日又は祝日に休養日を実施すること（年間１２日以上）。学校閉庁日は休養

日とすること。次からは、町独自のものとなっておりますが、定期テスト前の３日間は休養日

とすること。体育祭や文化祭翌日の振替休日は休養日とすること。入学式・卒業式・始業式・

終業式の日は休養日とすること。以上の組み合わせにより、１年の１／５（７３日）以上の休

養日を実施することといたします。②部活動の活動時間ですが、平日は２～３時間程度で終了

すること（生徒の最終下校時刻を設定する）。土曜日、日曜日、祝日及び長期休業期間中は、大

会やコンクール等への出場、練習試合、合宿を行う場合を除き、半日程度で終了することとし

てございます。 

次に５ページをお開きください。「取組３ 勤務時間を意識した働き方の推進と学校運営体制

の充実」です。「（３）長期休業期間中における「学校閉庁日」の設定」です。四角の枠の中に

なりますが、「学校閉庁日について」です。①実施目的を教員が休養を取りやすい環境を整備し、

教員の心身の健康を保持するためとしております。②設定期間を８月１５日前後の特定の３日

間に設定することを基本とする（夏季休業期間内で、学校の実情に応じて設定することも可）。

年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日）は、全町統一の学校閉庁日とする（年末年

始の休日の前後に、学校の実情に応じて追加設定することも可）。これにつきましては、１月４

日ということを想定しております。③服務上の取扱いです。年休、夏季休暇、振替等とする。

休暇取得を強制しない。出勤も可とするが、この場合開錠・施錠は出勤する者の責任で行うこ

ととし、管理職員の出勤は不要とする。部活休養日に設定する。臨時教諭については、音更町

臨時教諭設置要綱によるということで、要綱の中で学校閉庁日というものを設定し、勤務をし

ないということにしております。学校臨時事務補については、学校閉庁日は休日とし、長期休

業中の別の勤務日に時間調整する。としております。④保護者への周知につきましては、町教

委が各学校を通して、保護者に通知を発出する。ということでございます。お手元に、学校閉

庁日調査という一覧表の用紙が配布されているかと思いますが、こちらが今回教育委員会で実

施することになり各学校に調査をした結果です。夏季休業期間中につきましては、全校が８月

１３日から１５日ということで統一されております。冬季休業につきましては、１月４日を設

定しているところと、まだ検討中というところがありますので、こちらにつきましてはまた近

くなりましたら調査をしたいと考えております。 

続きまして、「（４）機械警備」の活用です。こちらも本町独自のものとなっておりますが、

機械警備が設置されている学校においては、土曜・日曜・祝日・学校閉庁日等に校舎内が無人
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の場合でも、管理職員の校内巡視を実施しないことを検討する。町教委は、機械警備の設置さ

れていない学校に、機械警備の設置を進めるということです。 

続きまして、ちょっと下がりまして、「取組４ 教育委員会による学校サポート体制の充実」

です。７ページをお開きください。（４）と（５）が本町独自のものとなっております。「（４）

生徒指導上の諸問題に直面した際のサポート体制の充実」ということで、町教委は教育推進員

及び学校教育相談員を配置し、生徒指導上の諸問題や学校だけでは解決が困難な事案等が発生

した場合の相談体制を整備するとしております。 

「（５）少年団活動における教職員の負担軽減」ですが、町教委及び学校は、少年団活動の関

係団体に対し、指導に関わっている教職員の負担の軽減を図るため、部活動休養日等に準じた

取組について理解の促進を図る。これにつきましては、スポーツ少年団や町ＰＴＡ連合会への

働きかけを教育委員会として行っていきたいと考えております。 

それから、先ほどの学校閉庁日ですが、閉庁日に関しましては学校に教職員が不在になると

いうことで、緊急時の連絡先は教育委員会とすることとしております。保護者向けの文書を教

育委員会から学校を通じて配布する予定となっております。プランをご審議いただきまして、

決定後にはこのプランと学校閉庁日について町のホームページに掲載し、周知をしていきたい

と考えております。 

以上、説明といたします。ご審議のほど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。 

田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  最後に言われました、学校の閉庁日には教育委員会が対応するということに関しまして、先

ほどの閉庁日の調査で１月４日をどうするかという話もありましたが、できれば閉庁日を町内

の学校で統一したほうが良いのではないかと思います。別々だとちょっと対応が大変じゃない

かと思うのですが、これは本来学校が決めるものですか？そうなら強制はできないものですよ

ね。 

（教育長） 

  福地教育部長。 

（教育部長） 

  町内の学校で統一したほうが良いのではということでございますが、この学校閉庁日自体が

まだ取り組みはじめたところですので、各学校の職員の間でも理解を得ながら進めなければな

らない状況です。なおかつ、プランができる前から教育長からも各学校長に対して閉庁日を検

討してくださいということで、取り組める学校からやりましょうという形で進めてきたことで

ありまして、今年度から実施して、浸透してくれば統一という方向に行くのかなと考えており

ます。 

（教育長） 

  ほかに質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 
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（教育長） 

なければこれで質疑を終わります。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５及び日程６につきましては、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５、議案第２号 音更町いじめ問題等対策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） 

議案書の５ページでございます。議案第２号 音更町いじめ問題等対策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、音更町附属機関設置条例及び音更町いじめ問題等対策委員会規則の規

定に基づき、委員を委嘱するものであります。 

６ページでございます。委嘱予定者の名簿でございます。新任が７名、再任が２名の合計９

名であります。氏名等につきましては、記載のとおりでございます。氏名等の朗読は割愛させ

ていただきます。委嘱期間は平成３０年８月１日から平成３１年７月３１日までの１年間であ

ります。 

以上ご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。 
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（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３号 英語指導助手の採用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７ページでございます。議案第３号 英語指導助手の採用について。このことにつ

いて、別紙のとおり採用しようとするものであります。 

８ページでございます。英語指導助手の採用について。１ 氏名 マルタン・ピナール。２ 

年齢及び性別 ●●●●年●●月●●日生まれ●●歳男性であります。３ 国籍及び出身地 

カナダ、モントリオール市。４ 最終出身校 ●●●●●●●●●●。５ 任期 平成３０年

８月４日から平成３１年８月３日までの１年間であります。マルタン・ピナール氏は平成２６

年８月４日からの採用であり、丸４年を経過いたしまして、更新いたしますと５年目というこ

とになります。中学校の英語指導助手として勤務状況も大変良好でございまして、その他小学

校の授業や生涯学習講座でもご活躍をいただいております。本人も継続希望でありますので、

引き続き採用しようとするものであります。 

以上ご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。 
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（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） 

日程７、協議案第１号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告書に

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９ページをお開きください。協議案第１号 教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価の報告書について。このことについて、別紙のとおり協議しようとするもの

であります。 

別冊で配布をしております、平成３０年度（平成２９年度対象）教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価の報告書（案）をご覧いただきたいと思います。これにつきまし

ては、６月の教育委員会会議でお示しいたしました素案に、「目次」と１ページに「はじめに」

といたしまして、「点検及び評価の趣旨・対象・方法」を追加しております。また、１０ページ

には「（７）教育委員会の組織」。そして１１ページから２７ページには重点的な評価として「（１）

確かな学力の向上」、「（２）健やかな体の育成」、「（３）豊かな心の育成」について。それから

４３ページから４８ページに「昨年度の学識経験者からの主な意見と対応状況」を追加してお

ります。なお、説明の後、各委員からご意見やご提言をいただき、本報告書に反映させたいと

考えております。 

それでは、追加いたしました内容につきましてご説明をさせて頂きます。まず、表紙の裏面

に目次を掲載しております。 

１ページであります。「はじめに」ということで、「１ 点検及び評価の趣旨」につきまして

は、昨年度と同様の内容でございます。「２ 点検及び評価の対象」につきましては、平成２９

年度に実施をしました、施策・事業等が対象となっております。この１行目ですが、「平成２９

年度教育行政推進の方針」となっておりますが、「推進の」を「執行」に訂正をお願いいたしま

す。それから、「３ 点検及び評価の方法」につきましては、昨年度と同様の内容でございます。 

１０ページをご覧ください。「（７）教育委員会の組織」ということで、平成３０年４月１日

現在で掲載しております。 

それから、１１ページであります、「２ 重点的な評価」ということで、「（１）確かな学力の

向上」では、平成２９年度の全国学力・学習状況調査ということで、これにつきましては例年

通り国語・算数・数学についての調査になっております。それから、「①児童生徒の学力の現状

と課題」につきましては、平成２９年１２月の教育委員会会議におきまして、「平成２９年度全

国学力・学習状況調査結果の分析」についてご説明をしておりますが、その中の小学校及び中

学校の「総評」、「領域・観点・問題形式」の内容。それから、１２ページから１９ページには

「児童生徒質問紙の分析結果」を掲載しております。説明につきましては、以前の報告と重複

いたしますので割愛させていただきます。２０ページをご覧いただきたいと思います。「クロス

集計分析」でございますが、これにつきましては、全国学力・学習状況調査の結果を元に質問

紙の結果と各教科問題の正答率についてクロス集計分析を行ったものであります。「読書は好き
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ですか」との問いに対して、「好き」と回答した児童生徒の国語・算数（数学）の正答率が「好

きでない」と回答した児童生徒の正答率を上回っている。特に、小学生・中学生ともに国語Ｂ

において顕著である。「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか」との問いに対しても、

「している」と回答した児童生徒の国語・算数（数学）の正答率が「していない」と回答した

児童生徒の正答率を上回っている。特に、この傾向は中学生において顕著である。「普段（月～

金）１日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメール、インターネッ

トをしますか」との問いに対して、「１時間以内（持っていないを含む）」と回答した児童生徒

の国語・算数（数学）の正答率が「１時間以上」と回答した児童生徒の正答率を上回っている。

「自分には、よいところがある」など自尊意識の高い児童生徒の国語・算数（数学）の正答率

がそうでない児童生徒の正答率を上回っている。特に、この傾向は、中学生において顕著であ

る。「②学力向上のための取組」ですが、「教育委員会の主な取組」として１０項目、「学校の主

な取組」として８項目、「家庭や地域との連携」として３項目ありますけども、これにつきまし

ては昨年度と同様の取組内容となっております。なお、２０ページの「教育委員会の主な取組」

の３の最後の部分で、平成２９年度は「９名を配置」となっておりますが、「５名を配置」とい

うことで訂正をお願いいたします。 

それから、２２ページをご覧ください。「（２）健やかな体の育成」では前回の報告書から１

年遅れにはなりますが、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果」の分析を追加で掲載し

ております。今年度につきましては内容が平成２８年度調査の結果となっております。「①児童

生徒の現状と課題」につきましては、平成２９年１２月の教育委員会会議におきまして、全国

体力・運動能力、運動習慣等調査の結果についてご報告しておりますが、その中の、小学５年

生及び中学２年生の「分析と考察」、種目ごとの全国・全道平均との比較について。これらにつ

いて２４ページまで掲載しております。報告内容につきましては、重複いたしますので割愛さ

せていただきます。２５ページをお開きください。「②体力向上のための取組」でございますけ

れども、「教育委員会の主な取組」として８項目、「学校の主な取組」として７項目、「家庭との

連携による体力づくりの推進」として３項目ありますけれども、これらにつきましては昨年度

と同様の取組内容となっております。 

２６ページをお開きください。「（３）豊かな心の育成」でございます。「①いじめ・不登校の

現状と課題」についてでありますが、まず、「いじめ」では平成２９年度に実施した、いじめに

関するアンケート調査では、「いじめ」という表現を用いなくても児童生徒が「嫌な思い」を感

じている場合についても、いじめとして認知する必要があるということから、「いじめ」を「嫌

な思い」という表現に変更しております。そのため、調査結果では、「４月以降に仲間はずれや

無視、たたかれる、悪口を言われる等々の嫌な思いをしたことがある」と答えた小学生が４１

６件、中学生では１１２件となっており、「嫌な思いは今でも続いている」と答えた小学生の事

例が１４４件（平成２８年度は６５件）、中学生の事例が１９件（平成２８年度は２件）と大幅

に増えました。これらの事案については、各学校において教育相談を実施し、すべて解消して

います。その後、中学生で２件の事案が生じていましたが、今年度になり解消しています。ま

た、「いじめはどんな理由があっても許されない」と回答している児童生徒は、約８１％（平成

２８年度は８４％）で、前年度よりやや減少しています。さらに、平成２９年度に実施した「イ

ンターネット利用状況調査」では、小学４年生から６年生と、中学生で８０％以上がインター
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ネットにつながる機器を保持しており、そのうち５～６％の児童生徒がトラブルを経験してい

るという調査結果でした。「不登校」では、平成２９年度における不登校の状況は、小学生６名

（平成２８年度は１３名）、中学生５５名（平成２８年度は６８名）の合計６１名（平成２８年

度は８１名）で、小中学生ともに減少しています。そのうち、適応指導教室（ふれあい教室）

への通級者は中学生１０名で、前年度より通級者が減少しています。また、友人とのトラブル

により不登校となっていた生徒１名について、不登校解消のための区域外就学を許可していま

す。不登校の要因や背景は、複雑・多岐にわたっており、保護者の問題も多くなっていること

から、関係機関との連携等が重要な課題になっています。 

「②いじめ・不登校未然防止の取組」ですが、３行目になります。「平成２９年度は国の『い

じめ防止等のための基本的な方針』が改定され、『音更町いじめ防止基本方針』や各学校の『い

じめ防止基本方針』についても改定し、けんかであっても調査を行うなど、いじめの予兆を逃

さない指導や組織的な対応を行っています。」この部分が追加となっております。それから、そ

の次の不登校についてはというところでは、「関係機関との連携を図っていきます。また、イン

ターネットのトラブルは、いじめや不登校につながるリスクがあることから、児童生徒への情

報モラル教育はもとより、保護者への啓発や連携を進めていきます。」の部分を追加しておりま

す。２７ページでございます。「教育委員会の主な取組」として７項目、「学校の主な取組」と

して６項目、「家庭や地域との連携」として４項目ありますけれども、これらにつきましては、

昨年度と同様の取組内容となっております。 

２８ページから４２ページの「３ 教育行政推進における主要な施策の実施状況」につきま

しては、後ほど各課長・館長からご説明をいたします。 

４３ページをご覧いただきたいと思います。４３ページから４８ページには、「４ 昨年度の

学識経験者からの主な意見」を表の左の欄、「対応状況」を右の欄に掲載しておりますので、ご

参照いただきたいと思います。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  ２８ページをご覧ください。「３ 教育行政推進における主要な施策の実施状況」ということ

で、学校教育課所管分のご説明をいたします。この説明につきましては、昨年度からの変更点

についてのみとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

まず、「文教対策」といたしまして、「１．教職員研修」です。教職員３６２人に２８０万６，

５１５円を校内研修・道内研修・校内研修実践指定校事業に交付しております。 

「２．教職員健康対策」ということで、教職員の健康診断を３４４人に、平成２９年度から

はストレスチェックを２９２人に実施しております。 

続きまして、「３．教育の日推進事業」につきましては、平成２９年１２月３日に開催された

おとふけ「教育を考える日」記念フェスタでは、保育園・小・中・大学の教育活動報告や記念

講演を実施し、事業費の一部として４７万４，７９６円を交付し、約５２０人の参加をいただ

いております。 

「４．教材教具」の整備ということで、小学校に１，１２４万４７２円、中学校に３８５万

９，６８０円、１８校に合計１，５１０万１５２円を整備しております。 
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「５．総合的な学習の時間支援事業」といたしまして、小学校に１４７万１，３６３円、中

学校に８５万２，４９０円、１８校に合計で２３２万３，８５３円を交付しています。 

２９ページをご覧ください。「６．就学援助」です。経済的理由により就学困難な児童生徒９

２５人に対し、８，８９５万４，０７４円の就学援助費を支給しております。平成２９年度の

認定率は２２．０％で、昨年度より０．３ポイント上昇しております。また、入学準備金の単

価が引き上げられたことにより、支給額は約４６８万円の増となっております。なお、入学準

備金については、平成３１年度入学の児童生徒から入学年度開始前に支給を行う予定でありま

す。 

続きまして、「７．奨学資金」です。高校在学者で家庭の経済的な理由により就学困難な者に

対し、公立高校で７３人に月額６，５００円で５６０万９，５００円、私立高校に入学してい

る方については３５人に月額１０，０００円を４２０万円に、合計１０８人に９８０万９，５

００円を支給してございます。 

３０ページをご覧ください。「８．教育施設の整備」でございます。工事ごとの内容につきま

しては、省略させていただきます。右側になりますが、既存施設の改修及び保全につきまして

は、建設後２５年以上が経過し、老朽化が進む下音更小学校、東士狩小学校、昭和小学校、鈴

蘭小学校の暖房設備更新工事を実施しております。また、防火シャッター改修事業や、経年劣

化が進む建物の外壁塗装及び防水改修のほか、学校水泳プールの改修等を行っております。老

朽化した学校の大規模改修につきましては、木野東小学校校舎について、平成２６年度から継

続して大規模改修事業を実施しております。平成２９年度は特別教室や校長室、保健室等の改

修を行っております。 

続きまして、３２ページをお開きください。「９．教員住宅の整備」ということで、温水ボイ

ラーの更新が５戸、屋根塗装が５戸、浴室ほか改修工事が２戸で８９３万１，６００円を実施

しております。 

「１０．開かれた学校づくり」では、学校評議員につきまして、小学校で５８人、中学校で

２２人の委嘱をしております。右側になりますが、平成２９年度駒場中学校については、町内

のモデル校としてコミュニティ・スクールへの移行の準備を進めておりましたが、規則を制定

し、学校を中心とした準備会を地域とともに設置し、研修会等を開催しております。コミュニ

ティ・スクールの関係になるのですが、４７ページの「主な意見と対応状況」の中段、対応の

ほうに記載があるのですが、コミュニティ・スクールの内容につきましては、施策の方で説明

させていただいたことと同様の内容であり、平成２９年度につきましては、設置の準備を進め

たところであります。続きまして、３２ページにお戻りいただきたいと思います。同じく「１

０．開かれた学校づくり」ですが、昭和小学校の小規模特認校制度につきましては、平成２９

年度は６人が通学しております。 

「１１．いじめ等の対策」につきましては、先ほど部長から説明がありましたが、２６から

２７ページに記載のとおりとなっております。 

「１２．児童生徒の安全確保」につきましては、記載のとおりの事業を実施しております。 

続きまして３３ページをご覧ください。「１３．情報教育」につきましては、音更小学校、下

音更小学校、昭和小学校のパソコン教室の整備を実施しております。 

「１４．国際理解教育」につきましては、中学生に対する英語の発音指導、小学校における
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英会話の補助及び地域における国際交流活動のため、英語指導助手１人を配置しております。

また、小学校の外国語活動については、外部サポート講師を全小学校に派遣しています。 

「１５．食育」でございます。地産地消と食育推進のため、「おとぷけ給食」などを実施して

おります。 

「１６．特別支援教育」につきましては、肢体不自由学級及び病弱学級在籍児童生徒のうち、

特に介助が必要であるものに対し、生活介助員を５校に派遣しています。また、通常学級にお

ける発達障害等により特別な支援を要する児童生徒に対して、学習支援員を１１校に３０人配

置しております。複式教育学習支援員につきましては、６校に２人を配置しております。以上

で学校教育課所管分についての説明を終わります。 

（教育長） 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  引き続き、生涯学習課所管分でございます。 

「社会教育の振興」ということで、３４ページでございます。「１．青少年教育事業」でござ

います。こども会関連につきまして、今年度もこども会リーダー研修会・秋山ハイキング・世

話人研修会を実施いたしました。こども会事業につきましては、この数年来こども会の休会が

相次ぎまして、平成２９年度には町内全児童に対する構成率も４割を切ったことから、抜本的

な改革を含めて検討を重ねてまいりました。その結果、年度末３月の世話人会臨時会におきま

して、平成２９年度をもって組織を解散することに至りました。今後、従来の世話人会と共催

で実施しておりました各種事業につきましては、教育委員会単独事業として継続することとい

たしまして、町内の全児童を対象の事業ということで各学校を経由した事業の周知が可能にな

るということで、参加者の増が期待されるところでございます。そのほか、各種事業につきま

しては、従来同様の内容となってございます。 

続きまして、３５ページでございます。「２．青少年対策」でありますけども、この中から、

放課後子ども教室の実施ということでございます。前年度に引き続きまして、町内４つの小学

校で事業を実施してまいりました。計画上平成３１年度までに町内の全小学校で開設するとい

うことを目標としてございましたが、新学習指導要領の導入の影響から、放課後の空き時間の

状況が現状で把握できないということでもございまして、実施校の拡大を現在見送っている状

況でございます。そのほかの活動については従来どおりとなってございます。 

「３．成人教育事業」でございますが、成人教育事業につきましては、従来とほぼ同様の内

容になってございます。 

次のページに参ります。「４．生涯学習事業」でございます。この中で、高校開放講座につき

まして、引き続き音更高校さんと連携しながら実施してまいりました。ただ、高校開放講座の

目玉となっておりました書道の講座につきまして、担当でございました野坂教諭が平成２８年

度末で定年退職となったことから、書道講座の部分で講座数の減少がございました。これにつ

きましては、平成２９年度から野坂教諭が生涯学習推進員として教育委員会で雇用しておりま

して、書道講座を生涯学習の講座の中で実施しているところでございます。今後の高校開放講

座につきましては、書道に代わる新しいメニューを高校さんと協議しながら進めることになっ

てございまして、対象を一般の方だけでなく小・中学校の子どもさんたちにも広げてはどうか
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ということで、協議を進めているところでございます。一番下の表の史跡めぐりツアーは、こ

れまで年１回の実施でございましたが、町民の皆さんから好評でありましたので、春のコース・

秋のコースということで平成２９年度から年２回実施しておりまして、今後も継続していく予

定でございます。 

３７ページでございます。「５．文化・芸術事業」の１項目のみ生涯学習関連でございます。

芸術文化大会参加補助金ですが、全道大会以上の芸術文化関係の大会・コンクールに参加され

る皆さんの経費を一部補助するものでございまして、今後も継続してまいりたいと考えており

ます。 

雑駁ではございますが、生涯学習課主管分は以上でございます。 

（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） 

  引き続きまして、「５．文化芸術事業」の２項目めでございます。中学生のための音楽教室・

小学生芸術鑑賞会及び文化祭につきましては例年どおりでございます。次の芸術鑑賞事業につ

きましては、文化事業協会と連携して、質の高い 鑑賞事業を展開してございます。前年度に比

べて、事業を５本ほど増加しておりまして、人数も２，０００人ほど増加となっております。 

続いて、「６．文化センター利用状況」でございます。先ほど申し上げました、芸術鑑賞事業

の増加によりまして、利用者数が７％ほど増加しております。今後は利用しやすい施設作りを

目指してまいります。 

３８ページ、「７．図書、視聴覚の振興」です。図書館の利用状況でございますが、例年と比

較しまして、入館者数・貸出人数・貸出冊数のいずれも減少しております。７０歳代の世代で

貸出が増加しておりますが、２０代から４０代の世代で大きく減少が見られます。小中学生に

おきましては、概ね前年どおりの貸出を維持しております。今後につきましては、中高生や働

き盛り世代の利用促進のための情報発信を実施してまいりたいと考えております。余談であり

ますが、蔵書につきましては、除籍等を勘案しまして現状維持で進めてまいりたいと考えてご

ざいます。３９ページでございます。図書館事業の実施状況ですが、各講座・講演会・図書交

換会・古本市・古雑誌市は継続して実施してまいります。参加人数の増減もございますので、

事業の見直し、周知について新たな方法を考えてまいりたいと考えております。続きまして、

各学校・学級におきます文庫の設置につきましては、例年どおり継続して実施したいと考えて

おります。さらに、ブックスタート・ブックスタートプラス・リーディングスタート、こちら

につきましても継続して実施してまいります。 

 図書館所管分は以上でございます。 

（教育長） 

  吉田スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  続きまして、スポーツ課所管の部分となります。４０ページをお開きください。主要な施策

の「１．体力づくり、健康づくりの振興」についてです。スポーツライフにつきましては、指

定管理者導入前から教育委員会主催で実施しておりました事業で、無料の教室・講座になりま

す。幼児から高齢者まで幅広い年代の方々にスポーツに親しむ機会を提供するため、各種事業
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を実施しております。続きまして、スポーツ教室になります。こちら全体で１５本の事業を展

開しております。教育委員会が管理していた当時から実施しているものと、指定管理者が始め

たものがありますが、今後も住民のニーズを把握しながら、継続していくことが必要と考えて

おります。続きまして、体力づくり教室になります。こちらはエアロビクスや水中運動など、

各年代や体力に応じたプログラムを実施しております。民間のノウハウを生かした大人のため

のスタジオプログラムは、指定管理者制度がスタートした平成１９年度に比べ多くの人が参加

しております。今後も住民のニーズを把握しながら、プログラムを工夫していくことが必要で

あると考えております。続きまして、スポーツ大会です。音更町体育協会とその加盟団体は、

教育委員会と共催又は独自に町民大会などの各種大会を開催しております。 

  続きまして、４１ページをご覧ください。「２．指導者、リーダーの養成」です。スポーツ少

年団リーダー研修会につきましては、所属のスポーツ少年団でリーダーとして活動するための

自覚と資質の向上を図るとともに、団相互の交流を深めることを目的として今後も継続の必要

があると考えております。続きまして、スポーツ指導者研修会です。こちらは、スポーツ活動

の中核となるべき指導者を養成することは極めて重要であることから、今後も研鑽する場を提

供し継続していきたいと考えております。 

  「３．奨励及び顕彰」です。スポーツ大会参加補助及びスポーツ賞等表彰につきましては、

例年どおり実施しております。 

  続きまして、「４．施設の利用状況」です。屋内体育施設に関しまして、競技スポーツや生涯

スポーツの場として、大会や少年団・サークル活動等で利用されております。平成２８年度と

比較しまして、総合体育館・武道館は微増、温水プールは微減となっております。温水プール

につきましては、平成２９年度温水配管等更新工事の実施に伴いまして、２ヶ月間休館として

いたことが影響しているものと考えられます。４２ページをお開きください。運動公園等につ

いてです。利用状況につきましては希望が丘運動公園等の屋外体育施設は競技スポーツや生涯

スポーツの場として、多くの大会や少年団・サークル活動等に利用されております。学校開放

事業につきましては、こちらもスポーツ活動の場として小中学校の体育館の施設を開放し利用

しております。今後も継続していきたいと考えているところであります。 

  「５．指定管理者制度の導入」につきましてですが、こちらは施設の効率的・効果的な運営

を図るとともに、利用者に対してより良いサービスの提供に努めるものとして導入しておりま

す。民間事業者のノウハウを活用して、町民の心身の健全な発達とスポーツの普及振興に寄与

しており、今後も事業の充実に期待するものであります。 

  なお、４２ページの表の中で、２点訂正がございます。「（３）運動公園等」という表の「サ

ッカー場２ヶ所４面、６２７人（柳町、木野）」という欄があるですが、柳町と木野は平成２９

年度に関しては台風の被災により昨年１年間閉鎖しておりましたので、利用がありませんので、

「サッカー場１ヵ所２面」と訂正をお願いします。６２７人というのは昨年１１月に音更町サ

ッカー場プレオープンの利用者の人数ということになっておりまして、正しい数字であります。

それから、同じ表の一番下のパークゴルフ場の欄でございます。コースが「５コース」とあり

ますが、一部のコースが台風の被災により閉鎖しておりましたことから、ひばりが丘と駒場の

２コースだけでしたので、「２コース」ということで訂正をお願いいたします。 

  以上で、スポーツ課所管分の説明を終わります。 
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（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。 

田中教育長職務代理。 

（田中教育長職務代理） 

  文化センターの利用状況について確認したいんですが、各部屋別の利用状況が若干上がった

ということでしたが、具体的にどのくらい上がったのか教えていただけますか。大ホールと小

ホールでいいのですが。 

（教育長） 

  小塩文化センター長兼図書館長。 

（文化センター長兼図書館長） 

  先ほど３７ページの「５．文化・芸術事業」の芸術鑑賞事業の点検・評価の欄で、前年に比

べ２，３７１人の増加との記述がございまして、これを受けまして、文化センター全体の利用

の状況ではこの事業の追加もあって相対で７％の増加ということでご説明させていただきまし

た。部屋別で言いますと、大ホールと小ホールで７．６％くらいでございまして、ほかは少し

増減がありますので、大体ホール利用の数字になるということでございます。以上でございま

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。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点検評価委員会に提出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提出いたします。 

 

（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。 

（各委員・事務局） 

  ありません。 

（教育長） 

なければ、これをもちまして、平成３０年７月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時２０分） 


