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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３０年８月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３０年８月３０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 

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、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  おとふけ「教育を考える日」記念フェスタについ

て 

４ 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【秘密会】 

５ 議 案第２号  平成３１年度から使用する小学校用及び中学校用

教科用図書の採択について【秘密会】 

６ 議 案第３号  音更町教育支援委員会委員の委嘱について【秘密

会】 

７ 議 案第４号  平成３１年度北海道公立学校長採用候補者の推薦

について【秘密会】 

８ 議 案第５号  昭和小学校の閉校及び統合について【秘密会】 

９ 協議案第１号  音更町温水プール指定管理者募集要項（案）につ

いて【秘密会】 

10 協議案第２号  平成３０年度補正予算（案）について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第５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８月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３０年８月３０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、高野施設管理係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時００分） 

 

平成３０年８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８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条の規定により田中教育長職務代理者を指名いたします。 

 

（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、別紙のとおり報告

いたします。 

２ページをご覧ください。７月 23 日（月）、第１回点検評価委員会が 104 会議室において開

催されました。後ほど、ご審議をよろしくお願いいたします。 

同じ日になりますが、おとふけ「教育を考える日」記念フェスタ第１回実行委員会が生涯学

習センターにおいて開催されております。今年度のおとふけ「教育を考える日」記念フェスタ
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は 12 月２日（日）の開催となっております。後ほど議案の中で報告がありますので、よろしく

お願いいたします。 

各学校につきましては、７月 25 日（水）から夏休みが始まり、８月 21 日（火）までに２学

期が開始されております。また、今年度から導入されました、学校閉庁日につきましては全校

で８月 13 日（月）から 15 日（水）までの３日間で実施され、期間中も教育委員会等に特に問

い合わせ等はございませんでした。また、夏休み中の教育委員会事業といたしましては、教諭

を対象とした、ハイパーＱＵアンケート研修会、一般救急講習等を開催しております。児童に

つきましては、軽米町との交流事業や図書館において工作教室、子ども映画会などを実施して

おります。 

続きまして８月３日（金）、第６回第 12 地区教科書採択教育委員会協議会が札内の教育研修

センターにおいて開催されております。本日の議案となっておりますが、来年度から使用する

中学校の「特別の教科 道徳」、及び小学校の教科書等が採択されておりますので、後ほどご審

議をお願いいたします。 

続きまして、８月 23 日（木）移動校長会議が駒場中学校で、教頭会議が生涯学習センターで

開催されております。議事につきましてはお手元に配布の通りでございますが、教育長からは、

働き方改革推進プランの取組状況と今後について。それから通学路の緊急安全点検の実施の依

頼と、教職員の不祥事防止についてのお話がございました。 

本日８月 30 日（木）午前中、学校訪問を２校行いまして、小学生芸術鑑賞会が文化センター

において行われておりますが、こちらにつきましては、８月 30 日（木）、31 日（金）の２日間

で町内小学校の４年生から６年生の児童が劇団タンポポ「いのちのまつり」を鑑賞することと

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） 

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ページをお開きください。平成 24 年度に第１回目を開催いたしまして、本年度で７回目と

なる記念フェスタにつきまして、去る７月 23 日に第１回実行委員会を開催しましたので、その

結果についてご報告をいたします。 
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まず、５ページになります。実行委員会名簿をご覧ください。事務局は教育委員会を中心に

町Ｐ連を加えた体制となっておりまして、教育委員会は生涯学習課を中心に学校教育課のほか、

当日会場となる文化センターを加えて連携を図っております。次に、委員の構成ですが、１番

上段の学校・行政の区分におきましては、事務局体制を平成 28 年度に刷新して以降、大谷短大

および教育実践発表校の委員につきましては各所属長からの推薦によって選出しております。

大谷短大は、長崎専任講師。教育実践発表校として西中音更小学校 高岡教頭、緑南中学校 上

野教頭をご推薦いただいております。続きまして、校長会からは小学校が柳町小学校 伊藤校

長、中学校が下音更中学校 杉本校長の２名となっております。中段の家庭・地域の区分につ

きましては、ご覧のとおりの委員構成となっておりますが、民生児童委員協議会につきまして

は、例年司会進行を担当していただいておりますことから、町保健福祉部の了承を得た上で、

金澤委員・佐々木委員を選出しているところであります。なお、今年度実行委員長につきまし

ては、これまでに引き続きまして社会教育委員協議会の藤川会長、副実行委員長には町Ｐ連の

高橋会長と音更高校の鈴木校長に決定いたしました。 

左側の４ページの開催要項（案）でございます。１ 目的から４ 共催までは昨年度と変更

ございません。３ 主催につきましては、おとふけ「教育を考える日」実行委員会でございま

す。４ 共催は町Ｐ連、音更町、音更町教育委員会でございます。５ 期日につきましては、

先ほどの報告第１号の中でもありましたけども、毎年 12 月の第１日曜日開催ということになっ

ておりまして、今年度につきましては 12 月２日でございます。６ 会場につきましては、文化

センターで固定となっております。７ 日程につきましては、概ねこのような時間配分でとい

うことで昨年の実績に基づいて作成しておりますが、内容が確定していない部分がありますの

で今後変更となる場合もございます。なお、時間の短縮できるところは工夫して短縮していこ

うということで、実行委員会の中でも申し合わせがあったところでございます。８ 内容でご

ざいます。（２）の教育活動報告につきましてはご覧のように幼・保から高・大までの発表団体

を決定しておりますが、内容につきましては西中音更小学校の太鼓演奏、緑南中学校の吹奏楽

演奏以外は未定であります。（３）イメージソング大合唱につきましては好評につき継続してま

いりましたが、今年度につきましてはバンドの生演奏とするか録音された音源の披露かという

ことで、実行委員会の中で検討しているところでございます。（４）講演会につきましては町Ｐ

連が担当し講師の選定をしました結果、演題は今のところ未定ですが北海道日本ハムファイタ

ーズのコミュニティグループ所属 荒井昭吾氏を講師としてお招きすることになったというこ

とで聞いてございます。次に、９ 特色企画ですが、例年どおり小中高の作品展、ＰＴＡ広報

誌の展示のほか、今年度も音更の地産地消・食育の観点から管内唯一の自校給食であります音

更町学校給食のパネル展示、昨年度も好評だった「おとぷけ給食 ちょこっと試食」コーナー

を検討中です。現在、栄養教諭に音更産のにんじんを使用したメニューを研究していただいて

いるところでございます。また、実行委員会のメンバーが参画して活動しております、ＣＡＰ

プログラムの団体展示がこの部分に新たに加わることになりました。事業内容等につきまして

は、詳細が固まりましたら 10 月の定例教育委員会をめどに再度ご報告をいたします。 

以上、雑駁ではありますが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。 
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（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 10 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４ 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６ページをお開きいただきたいと存じます。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（別冊）。このことについて、別冊のとおり決

定しようとするものであります。 

この報告書につきましては、７月の定例会におきまして自己評価段階までの内容でお示しし

ておりますが、その後、学識経験者からの意見聴取の会議を７月 23 日と８月 24 日の２回行っ

たところであります。会議で発言のあった意見、提言を含めて提出いただきまして、学識経験

者ごとの意見として氏名を記載し、別冊資料の 49 ページから最後の 59 ページまでに掲載して

おります。 

この後ご審議をいただきまして、決定をお願いしたいと思います。なお、ご決定をいただい

た後は、９月３日に開催予定の議会、総務文教常任委員会で概要説明をいたしまして、その後、

全議員に配布するとともに第３回議会定例会終了後にホームページで公表する予定であります。 

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。 
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（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、議案第２号 平成 31 年度から使用する小学校用及び中学校用教科用図書の採択につ

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ページをお開きいただきたいと存じます。議案第２号 平成 31 年度から使用する

小学校用及び中学校用教科用図書の採択について。このことについて、別紙のとおり採択しよ

うとするものであります。 

教科用図書につきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13 条第

５項におきまして、採択地区内の市町村の教育委員会は採択地区協議会における協議の結果に

基づき、種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないこととされております。したがい

まして、去る８月３日に開催された第６回第 12 地区教科書採択教育委員会協議会における「平

成 31 年度から使用する教科用図書」としての決定に基づきまして、採択しようとするものであ

ります。 

８ページをお開きください。平成 31 年度から使用する小学校用及び中学校用教科用図書の採

択について（案）。１ 平成 31 年度に使用する「特別の教科 道徳」以外の小学校用教科用図

書については、平成 30 年度第 12 地区教科書採択教育委員会協議会で採択されたものと同一の

もの（別紙１）を採択する。別紙１は９ページ、10 ページに記載のとおりであります。採択理

由等の朗読につきましては、割愛をさせていただきます。教科用図書は編集から検定という過

程を経て、４年ごとに新たに採択するというのが通常のサイクルでありまして、小学校用につ

きましては前回の採択が平成 26 年度ですので、今年度が採択の年となります。しかし、平成

32 年度からの新学習指導要領の全面実施を控え、来年度にも新たな教科用図書の採択が予定さ

れていることから、31 年度に使用する教科用図書につきましては、前回 26 年度に採択したも

のと同一となっております。通常４年のサイクルを１年延長し、５年ということであります。 

次に、２ 平成 31 年度から使用する中学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書については、

平成 30 年度第 12 地区教科書採択教育委員会協議会で採択されたものと同一のもの（別紙２）

を採択する。別紙２につきましては 11 ページをお開きください。平成 31 年度から使用する中

学校用教科用図書における採択結果でございます。種目は道徳でございます。発行者は東京書

籍。採択理由は、いじめの問題に関する一つの教材を多面的・多角的に考えるような工夫がな

されていること。教材ごとの書き込み欄やホワイトボードが設けられており、そこに自分の考

えを書く活動や、それを基に話し合いを行う（議論する）ことができるなどの配慮がされてい

ること。問題解決的な学習として、導入における主題に関する投げかけや、議論し問題を解決

するための発問など、教材ごとに学習の流れが示され、問題解決的な学習活動ができるよう工

夫されていること。郷土の教材を掲載し、地域について考える場面を設け、生徒が家庭や地域

と連携して活動することを促す学習を充実させる工夫がなされていること。体験的な学習への

対応として、役割演技など、実際に当事者として体験する学習を通して議論を深め、体験的な
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学習活動ができるよう工夫されていること。ということでございます。参考までに帯広市も同

じ教科用図書を採択しております。 

８ページにお戻りください。３ 平成 31 年度に使用する「特別の教科 道徳」以外の中学校

用教科用図書については、平成 27 年度に採択したものと同一のもの（別紙３）を採択する。別

紙３につきましては 12 ページでございますが、これは今までと変更はございません。 

次に、４ 平成 31 年度に使用する教科用図書のうち、学校教育法附則第９条に規定する教科

用図書として、平成 30 年度第 12 地区教科書採択教育委員会協議会で採択された「平成 31 年

度使用小・中学部を置く特別支援学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書（一般図書）採

択参考資料〈平成 30 年６月北海道教育委員会作成〉」の全ての図書を採択する。こちらの資料

につきましては、別冊で回覧とさせていただきます。今、回覧していただいているものでござ

います。 

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６、議案第３号 音更町教育支援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 13 ページをお開きいただきたいと存じます。議案第３号 音更町教育支援委員会委

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に基づき、障害のある児童生徒等の教育支援

について審議するため、委員を委嘱するものであります。委嘱予定者につきましては、14 ペー

ジの名簿に記載のとおりでありますが、新任が４名、再任が５名の合計９名であります。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９月１日から平成 32 年８月 31 日

までの２年間であります。 

以上、説明とさせていただきます。ご決定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。 
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（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。 

 

（以下非公開） 

  

（教育長） 

日程８、議案第５号 昭和小学校の閉校及び統合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 17 ページをお開きいただきたいと存じます。議案第５号 昭和小学校の閉校及び統

合について。このことについて、昭和小学校を平成 32 年３月 31 日をもって閉校とし、音更小

学校へ統合しようとするものであります。 

  18 ページをお開きください。本件につきましては去る７月４日、昭和地区区長会会長及び昭

和小学校ＰＴＡ会長が来庁しまして、音更町立昭和小学校閉校統合に関わる決定書の提出があ

ったところであります。昭和小学校は平成 19 年度からいわゆる小規模特認校制度を導入し、一

定の効果は認められたものの、近年児童数の減少に歯止めがかからず、今後も児童数の増加は

見込めない状況であり、教職員数も減少することから、ＰＴＡでは児童の教育環境及び教育効

果の後退は否めないとのことで昨年度から検討を重ねておりましたが、今年度当初のＰＴＡ総

会において平成 31 年度末に閉校という方向で承認されたところであります。その後、昭和地区

区長会へ検討の要請を行い、各構成団体役員等でも協議を重ね、６月 28 日の昭和地区臨時総会

において、平成 31 年度をもって閉校し、平成 32 年度から音更小学校への統合という結論に達

したところであります。 

19 ページでございます。昭和小学校（小規模特認校）児童学級数の推移と今後の見込みの表

でございます。下から３番目の合計の欄、網掛けの部分ですけども、表の一番左側、平成 29

年度は４学級で児童数は 21 人、うち特認の児童が４人、職員数は８人でありました。その隣で

すが、平成 30 年度につきましては４学級で児童数が 15 人、うち特認の児童が２人。職員数は

７人で教頭が担任を持っております。平成 31 年度は閉校予定の年度になります。３学級となり、

児童数は 13 人。うち特認の児童が２人。職員数は５人で、引き続き教頭が担任を持つほか、事

務職員が未配置となります。平成 32 年度でございますけども、存続した場合でございますが、

２学級となり、児童数も９人。うち特認の児童が１人。職員数は３人で、事務職員のほか新た

に教頭と養護教諭が未配置となります。平成 33 年度につきましては、１学級増の３学級に戻り
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ますけれども、児童数が 10 人、うち特認の児童が１人となりまして、職員数は４人で、教頭が

配置に戻るものの児童数の関係で養護教諭と事務職員は未配置のままということになります。

この表の説明につきましては、以上でございます。 

こういった状況を踏まえまして、昭和小学校につきましては昭和２年の開校以来 90 年を超え

る長い歴史と伝統を有する小学校であり、閉校はさびしく誠に残念ではありますが、地域の意

向を尊重し平成 32 年３月 31 日をもって昭和小学校を閉校し、音更小学校へ統合しようとする

ものであります。なお、閉校後の校舎等の利活用につきましては、庁内各部署とも連携を図り

ながら今後検討してまいります。また、本件につきましては本日議決をいただけましたら、９

月３日に開催予定の議会総務文教常任委員会に報告のうえ、９月 12 日開会の第３回議会定例会

におきまして、町長から行政報告をさせていただく予定としております。 

  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。 

田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  決定書を読ませていただきまして、地区区長会会長とＰＴＡ会長が来庁の際に教育長が対応

されたことと思いますが、決定書を提出するまでの地域の話し合いの中で、不安を感じている

ような意見などはなかったのかどうかなど、話し合いの流れがもしわかればお聞きしたいので

すが。 

（教育長） 

  福地教育部長。 

（教育部長） 

  ７月４日に決定書の提出をいただいて、いろいろお話も伺いました。その際に、地域として

は閉校に関しては有児童家庭のＰＴＡの意思を尊重したいという考えが１番強いということも

ありまして、ＰＴＡが率先して意見をまとめていたということです。保護者の意見等をアンケ

ートにより取りまとめていたということでありまして、今年度当初の春のＰＴＡ総会で閉校や

むなしという結果にまとまったので、今度は地域に投げかけをお願いしたというようなことで

ございました。地域としては残念ではあるけれども、ＰＴＡが閉校の方向であればやむを得な

いであろうという雰囲気が大半のようでした。また、音更小学校は地理的に距離が近いという

こともありますし、中学校に進級する場合は従来と同じ音更中学校ということにもなりますの

で、あまり児童数の少ないところで頑張るよりも、早めに音更小学校と統合して、中学校に上

がってからのこともいい方向に向かえばというような話をされていましたので、それほど、地

域として揉めただとか、何とかしてほしいだとかの意見は出ていないように聞いております。

以上でございます。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理） 

  今の説明でよくわかりました。有児童家庭のＰＴＡの意見を尊重したということで理解でき

ました。ありがとうございます。 
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（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、議案第５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９、協議案第１号 音更町温水プール指定管理者募集要項（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。 

吉田スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  協議案第１号 音更町温水プール指定管理者募集要項（案）について。このことについて、

別冊のとおりご協議いただくものです。 

  本件につきましては、地方自治法第 244 条の２、第３項第４項及び第５項の規定に基づき音

更町温水プール設置の目的を効果的に達成するために管理を指定管理者に行わせようとするも

のです。指定の期間を平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの５年間とし、９月か

ら募集をするための要項についてご協議いただくものです。 

  それでは、別冊の音更町温水プール指定管理者募集要項（案）をご覧ください。ページをめ

くりますと、目次となっておりまして、16 項目の構成となっております。それでは、３ページ

をお開きください。１ 指定管理者の役割です。指定管理者は音更町教育委員会が要求する業

務の水準に基づいて音更町温水プールの効率的・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ます。また、民間事業者のノウハウを活用し、町

民の心身の健全な発達と水泳の普及振興に努めるものとしております。 

２ 公募の内容です。（１）指定期間は平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの５

年とします。（２）指定管理者の公募及び選定の方法は、公募型プロポーザルを採用し、選定委

員会において応募者から提出された書類にプレゼンテーションを加味して審査を行います。候

補者に優先順位をつけて選定します。応募者が１団体の場合は候補者として適格かどうか選定

委員会において判定します。（３）選定結果の通知及び公表につきましては、結果は応募者全員

に通知し、音更町のホームページなどに掲載し公表します。（４）仮協定の締結につきましては、

第１順位の候補者と細目協議を行い、協議成立後仮協定を締結します。（５）協定の締結は仮協

定を締結した候補者を議会の議決を経て正式に指定管理者として指定し、本協定を締結します。

（６）管理業務の引継ぎ及び施設の引受けは、本協定の締結後直ちに現に指定管理業務を行っ

ている業者と管理業務の引継ぎ及び施設の引受けについて、温水プールの運営が遅滞なく円滑
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に実施されるよう協議を行うことになります。 

３ 施設の概要は次の表のとおりであります。 

４ページをご覧ください。４ 管理の基準です。（１）開館及び閉館時間は、開館午前 10 時、

閉館午後９時としておりますが、指定管理者において必要があると認めたときはあらかじめ教

育委員会の承認を得て、これを変更することができます。現在は開館時間を午前９時としてお

ります。（２）休館日についても同様の扱いとしておりまして、②月曜日を休館日と記載してお

りますが、現在は火曜日を休館日としております。（３）使用の許可（４）使用の制限（５）使

用許可の取消し等（６）利用料金につきましては、記載のとおりとなっております。６ページ

をお開きください。（８）管理料です。指定期間内の管理料につきましては、指定管理者が応募

の際に提出した事業計画書を基本に、教育委員会と指定管理者の協議により決定します。必要

な経費を保証する精算制度とは、毎年度の事業完了後に精算する取り決めです。②のリスク分

担につきましては、後ほどご説明いたします。 

５ 業務の範囲につきましては、記載のとおりになっております。 

７ページをご覧ください。６ 公募に関する事項につきましては、スケジュールにつきまし

て（２）公募の手続でご説明いたします。①公募要項等の配布は、９月 25 日から 10 月 15 日

の期間で行います。②公募説明会施設案内会は 10 月９日の休館日に行います。③質問書の受付

は９月 25 日から 10 月 15 日までの期間で行います。④質問書の回答は、10 月 22 日までに随

時回答いたします。⑤申請書等の受付は９月 25 日から 10 月 25 日までの期間で行います。 

８ページをご覧ください。７ 応募に関する事項です。指定管理者として応募できるものは

法人とし、個人や法人格を有しない団体は応募できないこととします。 

９ページをお開きください。８ 経理に関する事項です。収入につきましては、利用料金制

を採用することから指定管理者は管理料のほか、利用者が支払う利用料金や各事業の収入など

を自らの収入とすることができます。 

９ 選定に関する事項です。（１）基本的事項、①指定管理者の選定にあたっては次の４項目

の全てに該当する応募者から候補者を選定します。ア 利用者の平等な利用の確保及びサービ

スの向上が図れるものであること。10 ページをご覧ください。イ 事業計画書の内容が施設の

効用を最大限に発揮するものであること。ウ 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う

人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、または確保できる見込みがあること。

エ 収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであることとしており

ます。②選定方法につきましては別紙の評価表に基づいて行うものとします。③候補者の決定

方法につきましては、各選定委員が評価表の得点を基礎に順位を付し、選定委員の過半数が第

１位に評価したものを第１順位の候補者とします。（２）評価表の配点の考え方につきましては、

①点数は 100 点満点としております。11 ページをお開きください。評価区分としてサービスの

向上、安全対策・利用促進、安定した管理、意欲・基本姿勢、経費の縮減の５つの区分に８つ

の項目を設けて 10 点または 20 点を配点しております。②得点配分と得点のつけ方は、評価区

分ごとに５段階の評価（Ａ～Ｅ）を付し、相対評価により評価レベルを決定します。評価のレ

ベルはＡの大変優れているからＥの劣るまでとしております。13 ページをお開きください。

（４）選定委員会です。選定委員につきましては、10 人以内としておりますが、７人を予定し

ております。選定委員の構成としましては、学識経験者、施設使用者、町の部長職としており
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ます。なお、選定委員１名を公募予定であります。８月 24 日発行の広報おとふけ紙上で行う予

定でございます。 

続きまして、10 選定結果に関する事項です。選定を行ったときは、速やかにその結果を全

ての応募者に郵送等により通知するとともに、選定の経過・結果を音更町ホームページなどに

掲載し、公表します。 

14 ページをご覧ください。11 リスク分担に関する事項です。先ほど６ページの必要な経費

を負担する精算制度ということでご説明したうちのリスク分担による補償になります。リスク

分担につきましては、年度ごとに精算し、その精算金につきしてはその翌年度の支払いとなり

ます。リスクが生じる原因といたしましては、６種類としております。15 ページをお開きくだ

さい。※注 施設等リスクにおける施設・機器等の損傷の負担についてです。施設・機器等は

公の財産であることから、それらの損傷に伴う修繕は原則として教育委員会の負担と責任で行

いますが、突発的な修繕で、かつ、比較的軽易で緊急を有する修繕につきましては、教育委員

会が行うよりも指定管理者が行うほうが迅速な対応が可能であり、施設の適切な運営の観点か

ら望ましい場合もあります。そのため、管理料に 300 万円の小破修繕に要する経費である修繕

費を含めることとしますので、指定管理者自らの年間予算にあらかじめ修繕費を 300 万円計上

することとしまして、１件あたり 30 万円未満の修繕につきましては、指定管理者において修繕

を行うこととします。これらの小破修繕に要した修繕費につきましては年度ごとに精算するこ

とといたしまして、不要額が生じたときは教育委員会に返還し、不足額が生じたときは教育委

員会が支払うこととします。 

12 賠償責任と保険の加入です。（２）保険の加入につきましては、指定管理者は現在町が加

入しております「全国町村会総合賠償補償保険」の内容を下回らない保険に加入しなければな

らないこととします。 

13 協定に関する事項に関しましては記載のとおりとなっております。 

16 ページをご覧ください。14 事業報告等及び実績評価に関する事項です。（３）実績評価

の実施としまして、教育委員会は指定管理者が事業計画書に基づき、提供する業務水準を確認

するため毎年度提出される事業報告書により達成度等について実績評価を行います。 

17 ページをお開きください。15 関係法令の遵守、16 その他につきましては、記載のとお

りになっております。 

続きまして、別紙になります。燃料（Ａ重油・電気料等）に係るリスク分担をご覧ください。

教育委員会が購入する際のＡ重油の単価の平均額と教育委員会が公募の際に算定したＡ重油の

単価との変動率が３％を超え、かつ、指定管理者が購入するＡ重油の単価の平均額が、指定管

理者が応募の際に算定したＡ重油との変動率が３％を超えた場合は以下の方法で精算すること

としております。精算の例ですが、例１としまして、教育委員会が購入する際のＡ重油の平均

単価③98 円と教育委員会が公募の際に算定した②91 円との変動率が④7.6％となりまして、

３％を超えています。かつ、指定管理者が購入するＡ重油の平均単価⑥97 円が、指定管理者が

応募の際に算定したＡ重油の単価⑤90 円との変動率が⑧7.7％と３％を超えているため、Ａ重

油にかかる費用を精算することとなります。精算額につきましては、⑤90 円×①か⑦のいずれ

か低い量としまして、この場合は①の 319,400 リットル×④か⑧のいずれか低い率としまして、

④の 7.6％としまして、合計 2,1874,696 円となりまして、教育委員会が指定管理者へ精算する



【④会議結果】 

こととなります。裏面をごらんください。例２におきましては、変動率がマイナスになってお

りまして、先ほどとは逆に指定管理者から教育委員会に精算する場合を記載しております。例

３におきましては、指定管理者側の変動率④が３％以下であるため、精算しない場合を記載し

ております。 

続きまして、Ａ３版であります。音更町温水プール選定評価表をご覧ください。こちらにつ

きましては、事業計画書等に対する評価区分等、審査のポイントをまとめたものであります。

資料の説明は以上といたしまして今後の部分についてご説明いたします。 

  選定委員会において指定管理の候補者を決定することとなります。そのあと、指定管理者の

指定をすることとなりますが、指定につきましては地方自治法第 244 条の２第６項に基づき議

会の議決が必要となることから、11 月の教育委員会議定例会におきまして、指定管理者の指定

をご協議いただきたいと考えております。 

  以上説明といたします。 

（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） 

  内容は全然問題ないのですが、もう一回見直して欲しいと思ったのが、文章の先頭の位置が

２マス目から始まるものと、３マス目から始まるものがあって、どちらかに統一した方が良い

のではないかと思います。 

（教育長） 

  吉田スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  実際に公募するときには、正しい方で統一させていただきたいと思います。 

（教育長） 

  他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 10、協議案第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。 



【④会議結果】 

（学校教育課長） 

  議案の 21 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、別紙のとおり協議しようとするものでございます。９月定例議会に提案す

る学校教育課所管分の補正予算につきましてご説明させていただきます。 

23 ページをご覧ください。教育総務費、教育振興費で報償費に２万円、旅費に 13 万円、需

用費に 10 万円の合計 25 万円の追加でございますが、こちらにつきましては平成 28 年度から

実施しております、下士幌小学校における道徳教育推進校事業を引き続き実施するものでござ

います。なお、22 ページの歳入にありますように、この 25 万円につきましては全額北海道か

らの委託金で措置されております。また、負担金、補助及び交付金で児童生徒各種大会参加交

付金に 300 万円の追加でございますが、こちらにつきましては、今年度は夏季中体連での生徒

たちの活躍がめざましく、全道大会への出場競技も、サッカー、ソフトボール、バレーボール、

吹奏楽と団体競技が多かったこともあり、予算に不足が見込まれることから、例年より早い補

正となってございます。 

次に、小学校費、学校管理費、備品購入費の小学校音楽用備品購入費に５万円の追加でござ

います。こちらは、音更ロータリークラブさんからの指定寄附ということでございます。 

以上、ご説明とさせていただきます。 

（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。 



【④会議結果】 

吉田スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  すずらんパークゴルフ場の再オープンの延期について、ご説明させていただきます。平成 29

年度の復旧工事が昨年 10 月末に終了しており、その後芝の養生を実施しておりました。今年

秋ごろをめどに再オープンの準備をしてきたところでありましたが、今年度の再オープンは難

しいと判断したところです。今後の天候・芝の生育状況によりますが、来年の春ごろには再オ

ープンさせたいと考えております。今年の４月当初には水はけの悪さが見られましたが、新し

く設置した排水設備が機能し、６月には実際に芝の状況も改善されておりました。ところが、

７月の長雨によりまして水はけの悪さが再度発生しまして、排水不良が原因と思われます芝の

生育不良箇所の拡大と、水溜りがあったのですが、それも拡大するという状況となりました。

今後におきましては、排水不良の改善対策を重点的に実施していく予定であります。ご迷惑を

おかけいたしますが、ご理解を賜りたく存じます。 

  以上説明といたします。 

（教育長） 

  事務局からは以上です。提案議案以外に委員のみなさんから何かありましたら発言していた

だきたいと思います。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

なければ、これをもちまして、平成３０年８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） 

 


