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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３０年９月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３０年９月２０日 午後１時３０分～午後２時３０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   平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果つい

て【秘密会】 

４ 議案第１号   平成３１年度北海道公立学校教頭昇任候補者及び

北海道公立学校主幹教諭昇任候補者の推薦につい

て【秘密会】 

 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号は、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９月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３０年９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 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時３０分） 

 

平成３０年９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９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） 

それでは、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、

下記のとおり報告いたします。 

９月３日（月）、総務文教常任委員会が第１委員会室において開催されました。第３回定例会

提出案件として、教育委員会関係では、補正予算の概要説明のほか、昭和小学校の閉校と音更

町温水プール指定管理者募集要項（案）などについて報告したところでございます。続きまし

て、９月４日（火）、音更町学校教育研究大会が鈴蘭小学校及び駒場小学校において開催されま

した。音更町学校教育推進協議会主催の、平成 30 年度音更町学校教育研究大会が開催され、田

中教育長職務代理者にもご出席いただきました。町内の教職員が会し、各会場において公開授

業等が行われ、本町における学校教育の課題を研究協議しております。続きまして、９月 11 日

（火）、中学生芸術鑑賞会が文化センターで開催されております。町内の中学１、２年生が、札

幌交響楽団によるオーケストラ演奏を鑑賞しております。９月 12 日（水）、第３回定例会が 10

月３日（水）までの会期で議場において開催されております。初日の諸般の報告におきまして、
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昭和小学校の閉校及び統合について、９月４日から５日にかけての台風 21 号の被害状況につい

て報告をしております。一般質問につきましては、お手元に答弁書を配布しておりますが、久

野議員から「学力向上に eラーニングシステムの導入と活用」ということで質問がございまし

た。また、８月の教育委員会で決定いただきました「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」の報告書を全議員に配布しております。なお、決算審査特別委員会は、26 日

（水）に教育費の審査が行われる予定です。台風 21 号及び９月６日の北海道胆振東部地震の被

害と対応状況につきましては、後ほどご説明させていただきたいと思います。９月 13 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、地震及び停電の対応と節電の協力依頼、昭和小

学校の閉校について、平成 30 年度の卒業式にあたって全校で国旗の正面ステージ掲揚が後退し

ない取り組みについての指示がありました。９月 20 日（木）、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） 

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と日程４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、報告第２号 平成 30 年度全国学力・学習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 平成 30 年度全国学力・学習状況調査の結果

について。このことについて、別冊のとおりご報告いたします。 

お手元に全国学力・学習状況調査結果一覧表と児童生徒質問紙回答結果集計表の２冊を配布

しておりますが、初めに、全国学力・学習状況調査結果一覧表をご覧いただきたいと思います。

調査対象につきましては、小学校第６学年及び中学校第３学年となっており、調査日につきま

しては４月 17 日（火）となっております。調査は、毎年実施されている国語、算数及び数学の
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それぞれＡＢ問題と、３年に１度実施される理科となっております。小・中学校ともＡ問題が

主に知識に関する問題であり、Ｂ問題が主に活用に関する問題であります。 

  それでは、小学校の１ページをお開きください。学校別平均正答率の国語Ａのグラフをご覧

ください。棒グラフは平均正答率で、グラフの上に平均正答率の数字が表示されております。

一番左側のグラフは音更町全体、その右側から各小学校のグラフとなっています。学校名の下

のカッコ内は、対象となっている６年生の児童数です。また、棒グラフの上に、音更小学校か

ら鈴蘭小学校まで、横に引いてある実線が全国平均の正答率のライン、破線が全道平均の正答

率のラインであります。各学校の平均正答率を比較することができます。棒グラフの下の方に

ある折れ線グラフにつきましては、いわゆる下位層といわれる正答率が４割以下の児童数の割

合であります。なお、文部科学省から送付された結果において、全国平均以外の学校等の平均

正答率は、整数値で示されておりますので、今回作成しました結果一覧につきましても、その

ように表示しておりますのでご了承願います。 

それでは、国語Ａの結果からご報告いたします。本町の平均正答率は 70％でありますが、全

国平均 70.7％、全道平均 70％と共に同程度ということになっております。また、下位層の児童

の割合につきましては、本町平均は8.4％で、昨年度の10.2%から1.8ポイント減っております。

次に、下段の国語Ｂであります。本町の平均正答率は 55％であり、全国平均 54.7％、全道平均

53％と共に、ほぼ同程度の上位ということになっております。また、下位層の児童の割合は

31.6％で、昨年度の 43.8％より 12.2 ポイント減っております。２ページをご覧ください。上

段の算数 Aですが、本町の平均正答率は 62％であります。全国平均は 63.5％で、ほぼ同程度の

下位、全道平均 62.0％と同程度の結果でございます。下位層の児童の割合につきましては

19.3％で、昨年度の 9.9％より 9.4 ポイント増えております。次に、下段の算数Ｂですが、本

町の平均正答率は 51.0％であり、全国平均の 51.5％と同程度、全道平均の 49.0％とほぼ同程

度の上位という結果です。また、下位層の児童の割合は 42.3％で昨年度の 66.4％から 24.1 ポ

イント減っております。３ページの理科につきましては、本町の平均正答率は 60％であり、全

国平均の 60.3％、全道平均の 59％と共に同程度であり、下位層の児童の割合につきましては

17.1％となっております。小学校につきましては、全国平均と比較して算数Ａはほぼ同程度の

下位で、そのほかの教科につきましては同程度からほぼ同程度の上位、全道平均との比較では

同程度又はほぼ同程度の上位という結果でございます。 

続きまして、４ページから 16 ページまでは、後ほどご覧いただきたいと思いますが、４ペー

ジから８ページまでは、教科問題毎の学校毎の平均正答率の経年変化グラフとなっております。

また、９から 10 ページは教科問題毎の学校順位表、11 ページから 13 ページにつきましては、

教科問題と学校毎の正答者数一覧、分布表となっております。11 ページの表をご覧いただきた

いと思います。国語Ａにつきましては、５問と４問の間に太線が引いてありますが、全部で 12

問のうち４問の正解では正答率が４割を切っていることになりますので、４問から０問の間が、

下の表の欄に４割以下の下位層として児童の人数と割合が学校毎に表示されております。一番

右側が本町の全体の割合となっております。次に、14 ページから 16 ページにつきましては、

教科問題と学校毎の平均正答率の経年推移表となっておりますので、後ほどご覧いただければ

と思います。 

続きまして、中学校の 17 ページをお開きください。上段の国語Ａの本町の平均正答率は 78％
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であります。全国平均は 76.1％とほぼ同程度の上位、全道平均は 77％と同程度の結果でありま

す。下位層の生徒の割合は 2.5％で、昨年度の 2.8％から 0.3 ポイント減っております。下段の

国語Ｂにつきましては、本町の平均正答率は 63％で、全国平均の 61.2％、全道平均の 61％と

共にほぼ同程度の上位です。下位層の生徒の割合は 16.5％で、昨年度の 11.9％より 4.6 ポイン

ト増えております。18 ページをご覧ください。上段の数学Ａにつきましては、本町の平均正答

率 69％で、全国平均の 66.1％とほぼ同程度の上位、全道平均 65％よりやや高い結果でありま

す。下位層の生徒の割合は 13.8％で、昨年度の 15.8％より２ポイント減っております。下段の

数学Bにつきましては、本町の平均正答率は49％で、全国平均の46.9％とほぼ同程度の上位で、

全道平均の 46％よりやや高い結果となっています。下位層の生徒の割合は 38％で、昨年度の

41.2％より3.2ポイント減っております。19ページの理科であります。本町の平均正答率は69％

で、全国平均の 66.1％、全道平均の 67％と共にほぼ同程度の上位であります。下位層の児童の

割合につきましては 4.3％となっております。20 ページから 28 ページにつきましては、小学校

と同様の資料になっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。中学校の調査につ

きましては、全国平均と比較してすべての教科でほぼ同程度の上位、全道平均と比較して、国

語Ａが同程度、そのほかの教科は、ほぼ同程度の上位又はやや高いという結果になっておりま

す。 

続きまして、児童生徒質問紙回答結果集計表をご覧いただきたいと思います。平成 30 年度に

おきましては、児童生徒質問紙や学校質問紙が大きく変わっております。児童生徒質問紙につ

きましては、質問数が小学校で 92 問から 62 問へ、中学校で 94 問から 59 問に減っております。

内容につきましては、授業改善の取組状況や算数・数学に対する関心、自己有用感、学習習慣

や生活習慣等に関しては一部内容等が変更され、従来どおりとなっておりますが、国語に対す

る関心についてや、学校生活や保護者に対する質問がなくなり、理科に対する関心への質問が、

質問全体の多くを占めております。また、新たにこの調査自体の調査時間の適切性についての

質問が増えており、調査にかかる時間を短縮する狙いがあるものと思われます。 

個々の回答につきましては後ほどご覧いただきたいと思いますが、例年どおり学習習慣等に

ついての質問を見てみたいと思います。小学校の５ページをお開きください。質問番号 14 番「学

校の授業以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日あたりどれくらいの時間、勉強をしますか（学

習塾や家庭教師の時間も含める）」との質問に、１時間以上勉強している児童は、本町では、回

答の１、２、３、を合わせて 54.4％であり、全国の 66.2％と比較して 11.8 ポイント低く、全

道の 57.1％と比較しても 2.7 ポイント低い結果となっています。次に、６ページをご覧くださ

い。質問番号 16 番「放課後に何をして過ごすことが多いですか」の質問に、回答の７番、家で

テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、ゲームをしたり、インターネットをしたりしている児童が、

本町では 81.6％で、全国の 81.0％より 0.6 ポイント高く、全道平均の 86.0％より 4.4 ポイン

ト低い結果となってございます。 

同じ内容の中学校を見ていただきたいと思います。26 ページをお開きください。質問番号 14

番でありますが、１日あたり１時間以上勉強している生徒は、本町では回答の１、２、３、を

合計しますと 74.9％であります。全国の 70.6％と比較して 4.3 ポイント高く、全道の 64.7％

と比較して 10.2 ポイント高い結果となっています。また、27 ページをお開きください。質問

番号 16 番でありますが、７番、放課後、家でテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、ゲームをした
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り、インターネットをしたりしている生徒は、本町では 77.1％で、全国の 77.3％より 0.2 ポイ

ント低く、全道の 82.5％より 5.4 ポイント低い結果となっております 

以上、簡単にご説明いたしましたが、これらの結果につきましては、例年通り、今年度も北

海道版結果報告書に掲載し公表することに音更町教育委員会として同意しております。今後、

道教委より音更町分の公表資料が届いた際には、教育委員会に諮りたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。また、結果一覧表等の配布資料につきましては、取り扱いに十分

注意をしていただきますようよろしくお願いいたします。 

以上、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。 

田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  平均正答率について最初に説明がありましたが、例えば、西中音更小学校や昭和小学校、南

中音更小学校、中学校では駒場中学校などは児童生徒数が少なくて、平均正答率が先生方にも

見えやすい部分もありそうなので何ともいえないところもあるのですが、正答率が学校ごとに

グラフ化された資料が各学校に配布されることってあるのでしょうか。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  この表については学校には配布しておりません。教育委員会の中だけで持っている資料です。

校長先生同士は共有しているのかどうかわからないですが、表自体は提供していません。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  こういう資料を管理職が見るのはいいのですが、全体の先生たちが見ることができるのかど

うかと思いまして。一般の先生たちは分からないということですね。それで、少し感想を言わ

せてもらいますと、説明がわかりやすかったから余計言えるのかもしれないのですが、小学生

のときはテレビなどを見て過ごす割合が多く、あまり成績が良くない結果になっていますが、

中学生になるとゲームなどに時間を使わないで、勉強に一生懸命時間を割くということで、成

績がいいという結果になっている。前回もそうですけど、小学生のときの成績はさほど良くな

いけど中学生になると頑張っているなという結果になっている。そういう捉え方でいいのでし

ょうか。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  実は、十勝毎日新聞に全道的なものが載っていまして、その中でも中学校は全国順位が高い

教科が多く、小学校は低い教科が多いということになっております。道教委では、中学校は小

学校より家庭学習の定着率が高く、一人ひとりに応じた進路指導が徹底され目的意識を持って

学習しているということ、小学校では課題の一つと捉えている正答数の少ない層は改善されて
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いるため、小学校でも徐々に改善が進んでいるのではないかというような見解を述べていまし

て、中学生になると成績が良くなるのは、全道的な傾向ではあるのかなと考えております。 

（教育長） 

  よろしいですか。他に何かありますか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  今の小学校と中学校の差に関してですが、自分の子ども達の小・中学生の頃を思い返してみ

ると、小学校ではのびのび育つことが多いということと、中学校に入ってからは塾に行きはじ

める子が非常に増えるということがあると思います。当時、内容などを聞いて思ったのは、塾

では学校ごとの教科書や資料を取り寄せて、細かく対応してくれているとのことで、寂しい話

かもしれませんけれども、外部の力で成績がぐっと上がってくる実態があるのかなと。小学生

の時には勉強にそれほど取り組んでこなかった子が、塾でこのポイントを抑えなさいよと習っ

て、それが中学校での成績に反映されているような印象がありまして、そこに学校が少し助け

られているのかなと思います。いずれにしても子ども達が普段の授業が分かるということに結

びついてくるのであれば、それはそれでいいと思うのですが、実態は外部の力が大きいのかな

ということをいまだに感じています。当時の自分の子ども達の様子を見ても、そんな感覚が私

個人にはありますし、こういう数字にも出てくるのかなという印象です。 

（教育長） 

  他にありますか。 

種川委員。 

（種川委員） 

  続けて感想ですが、学力面については、小学校でも全国を超える評価も出てきていますし、

徐々にレベルアップしているなという印象です。小学校と中学校の違いが今話題になっていま

すが、質問紙を見ると小学校も中学校も音更の子は自己肯定感が非常に高いです。特に、質問

紙の１、２、３は高ポイントで、全道・全国に比べても高いことが共通しています。ここのと

ころはとても大事で、こういった意識を持って中学校へ行けば、自分の目標や課題に応じて努

力できる、そういう土壌が出来ているのではないかなと思っています。この他にも、例えば生

活習慣の朝食ですとか起床時刻も高ポイントで、年々ポイントが高くなってきているというこ

となので、この辺が指導の成果が現れてきているところなのではないかなと見ました。 

（教育長） 

  ありがとうございます。川井委員から何かありますか。 

  川井委員。 

（川井委員） 

  やはり、塾の力は大きいのかなというのは私も思っています。中学校に入ると、子ども達は

内申を気にする部分がありまして、家庭学習が未提出だと採点に響きますので、家庭学習で出

された課題を行わなければならないという意識になります。本当は違う勉強をしたいけれど、

課題として出されたものをやっていくというのがサイクルになっていて、それを毎週毎週繰り

返して、授業の分からないところは塾で補ってもらうというような感じです。中学生は、勉強

はよくしているなという印象は持っています。 
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（教育長） 

  ありがとうございます。 

  質問紙の中の「授業以外に普段どれくらいの時間勉強しますか」というのは、塾と家庭学習

を分けていない数字ですので、分けたらどのような結果が出てくるのか分からないのですが、

いずれにしても学校以外のものは自主的な勉強という捉えになっています。 

（教育長） 

  他に何かありますか。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  自己有用感ですとか、それを先生が認めてくれるだとか、将来の夢を持っているということ

は、小学校と中学校ともにポイントが高いので、中学校にあがったときのベースになっている

のではないかと見ていいのではないかなと思います。 

（教育長） 

  モチベーションにはなりますね。他に何かありますか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  その部分に関しては、学校訪問に行って見学させていただく授業などでもグループ学習的な

ことを取り入れて、子ども達が積極的に言葉を発する状況を作っているというのが、僕がこの

仕事をお受けしたころよりもずっと増えているように感じています。授業で「グループに分か

れて話し合いをしましょう」と先生が言ったら、グループをさっと作って、どんどんああでも

ないこうでもないと言葉を発している姿はかつてより増えているのではないかと思っていまし

て、子ども達自身が、自分の言っていることが認められていると感じられていることが、種川

委員がおっしゃられている自己肯定感につながってきていて、子ども達がそういう意識を持て

ているというのは、先生方の努力が裏付けられているのかなという気もします。 

（教育長） 

  ありがとうございます。他にありますか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  「地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか」という質問に対して、「参

加したことがある」という回答が、小学校も中学校も全道・全国よりも多いのですが、音更の

小学生、中学生は、どのようなボランティア活動に参加しているのかなと思いました。質問紙

には具体例などは示されていませんよね。 

（教育長） 

  音更で多いのは、例えば資源ごみの回収とかごみ拾いとかは町内会とか子供会でよく行われ

ています。地域によってはやってないところもありますけども。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  オカモトでやっている地域ボランティアには結構中学生が参加していますね。 

（教育長） 
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  思いつくのはそんなところですね。 

  川井委員。 

（川井委員） 

  今は、資源ごみは業者が持っていく形になっていて、全然地域で集めることはしていないで

す。収入は子供会に入りますが、家の前にごみを出したら業者が回収していって、お金だけ入

ってくるような仕組みになっています。 

（教育長） 

  そういえば、私の地域でもそうですね。昔は一箇所に子どもが全部集めていましたね。でも、

おそらく「ボランティア活動に参加したことがある」と回答した子どもは、地域活動が主だと

思います。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  質問紙の回答を見ていると、音更の子は本当にいいポイントを持っていますよね。例えば、

「家の人と学校のことを話しますか」という質問についても非常にポイントが高いです。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  昨今、新聞離れがひどいと言われているのに、新聞も読んでいるようです。 

（教育長） 

  石川委員。 

（石川委員） 

  十勝毎日新聞社に地元の記事が出るからでしょうか。うちの学校は載っているかなだとか、

子ども新聞の紙面などを読んでいるのかもしれません。ただ、全体的に色んな項目に対して前

向きのようで、とても安心しました。 

（教育長） 

  では、よろしいでしょうか。 

本件は報告済みといたします。 

 

（議案第 1号非公開） 

 

（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。 

ここで、その他として事務局から先々週の台風 21 号による被害状況と、胆振東部地震の被害

とその停電の対応について、各課から報告いたします。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  それでは、学校教育課分についてご報告いたします。 

台風 21 号による被害状況につきましては、学校施設につきましては、緑陽台小学校プール上

屋シートが破損、音更小学校、昭和小学校、木野東小学校において倒木が３本、昭和小学校の
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遊具の破損ということになっております。 

  次に、北海道胆振東部地震による停電等の対応についてでありますが、学校においては地震

による被害はありませんでした。地震による停電につきましては、６日夜の時点で、小学校７

校、中学校３校が復旧し、７日深夜に、音更中学校と農村部の学校７校が復旧となったところ

でありますが、停電の復旧が、校区内の地域でもバラバラであったことから、６日、７日の２

日間を全校臨時休校としたところであります。なお、２日間とも学童保育所が臨時に開設され、

昼食に、給食の食材の一部等を提供しております。停電復旧後におきましては、施設係におい

て全校の安全点検を実施し、10 日から登校を開始し、一部献立の変更はあったものの、全校で

給食の提供をしております。なお、２日間の臨時休校による各学校の今後の授業時数の確保に

つきましては、校長会において、授業の時間数を増やしたり、冬季休業日の日数を減らすなど

の対応について検討を行うこととしております。 

以上です。 

（教育長） 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  生涯学習課関連の施設につきまして、台風 21 号による被害はございませんでした。９月６日

発生の地震に関係しましては、停電のため、上然別の集団研修施設が２日間利用できない状況

になりまして、この間夜間の利用が入っておりましたミニバレーのサークルがキャンセルとな

りました。また、週末の８日から９日にかけて合宿が入っておりました、花園小学校のミニバ

スケット少年団の合宿がキャンセルという２件の影響のみでございます。10 日以降は通常通り

利用していただいております。 

  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） 

  文化センター、図書館につきまして、ご報告申し上げます。台風 21 号による被害はございま

せんでした。地震につきましても、文化センター、図書館共に被害はありませんでしたが、９

月６日、７日を停電により、文化センター、図書館、図書館分館を臨時休館としました。９月

７日に設備関係の業者等と共に電気設備等の復旧点検等を実施いたしまして、ほぼお昼前くら

いには全ての点検を終了し、停電による被害はございませんでした。翌９月８日から文化セン

ター、図書館、図書館分館を通常開館ということで再開しております。 

  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） 

  スポーツ施設に関する被害状況を報告いたします。まず、台風 21 号の関係ですが、音更川リ

バーパークのパークゴルフ場の樹木の倒木が１本ありました。それから、音更町サッカー場で

防球フェンスの一部破損、ベンチボックス一基の屋根部分が破損しました。続きまして、地震

に関する被害であります。地震による被害はありませんでしたが、停電によりまして、設備の
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休止または休館となったものがあります。パークゴルフ場に関しましては、音更川リバーパー

クパークゴルフ場及びひばりが丘緑地パークゴルフ場の循環式トイレが停止しておりましたが、

休場とはしておりませんでした。続きまして、総合体育館・武道館及び温水プールにつきまし

ては、休館としました。休館によりまして、貸切使用では 16 団体が使用できなくなっておりま

す。総合体育館では９月８日に小学生バレーボール大会、９月９日にママさんバレーボール大

会が主催者の判断により中止となっております。それから、音更町サッカー場につきましては、

夜間の使用を休止としました。続きまして、停電復旧後に平常時よりも２割の節電を求められ

た対応としまして、照明に水銀灯等を使用しております屋外運動施設、軽スポーツセンター、

学校体育施設の開放につきましては消費電力が大きく節電効果が高いと考え、これらの施設に

ついて夜間の使用を休止しておりました。18日に北電から節電が不要ということを受けまして、

節電対応として実施しておりました夜間使用の休止については 18 日で終了といたしました。各

施設の休止の期間につきましては、９月 10 日から 18 日までの９日間ということになります。

休止した施設につきましては、音更町サッカー場、希望が丘テニスコート、中央公園ソフトボ

ール場、宝来軽スポーツセンター、鈴蘭軽スポーツセンターの５施設と 21 の学校体育施設の開

放であります。 

  以上説明を終わります。 

（教育長） 

  続きまして、生涯学習課から報告です。 

  佐藤生涯学習課長 

（佐藤生涯学習課長） 

  別紙で配布しております、１枚ものの資料をご覧ください。平成 30 年度北海道社会貢献賞受

賞者名簿につきまして、一番下の段、ナンバー13 でございます。小林純明
すみとも

さんにつきまして、

青少年対策地区指導員でありますが、平成 18 年度から継続して 12 年間指導員を務めていただい

ておりまして、北海道の表彰基準を満たしていることから、今般教育委員会として北海道へ推薦

していたところめでたく受賞となりました。一覧表のとおり全道で 13 名という非常に狭き門、

厳しい審査の中で音更町から受賞ということで、教育委員会としても大変名誉なことであると考

えております。ただ、９月７日にかでる２・７において表彰式を行われる予定でしたが、地震の

影響により中止となりましたので、次週教育長のほうから伝達いただく予定となってございます。 

  以上、北海道社会貢献賞についてのご報告でございます。 

（教育長） 

  よろしいですか。 

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９月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時３０分） 


