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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３１年１月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３１年１月２４日 午後１時３０分～午後２時１０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、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」記念フェスタの開催

結果について 

４ 議 案第１号  平成３１年度全国学力・学習状況調査の実施につ

いて 

５ 議 案第２号  音更町児童生徒文化・スポーツ賞選考委員会委員

の委嘱について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号、第２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３１年１月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３１年１月２４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、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 ０人 

 

開会（１３時３０分） 

 

平成 31 年１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 31 年１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） 

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。 

１月 13 日（日）、平成 31 年成人式が文化センターにおいて行われました。新成人対象者は

439 人でありますが、住民登録外 99 人を含む 432 人が参加しています。続きまして１月 16 日

（水）、教育支援委員会が 104 会議室において開催されております。新年度の新入学や進級に当

たり、児童生徒の特別支援学級や特別支援学校の在籍について判定する会議となっております

が、10 月 17 日（水）から１月 16 日（水）までに３回開催され、100 名の児童生徒の判定を行

っています。続きまして１月 22 日（火）、移動校長会議が音更小学校で教頭会議が生涯学習セ

ンターで開催されています。議事につきましては配布のとおりでありますが、教育長から新学

習指導要領や「働き方改革」に関する取り組みなどについて、新年度に向けた対応について年

度内に示したいということ、服務規律の保持、交通法規の遵守などについてお話しがありまし

た。１月 24 日（木）本日、教委委員会会議定例会となっております。 
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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） 

成人式の参加人数を聞き漏らしたので、内訳の部分をもう一度教えてください。 

（教育長） 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

新成人の対象者が全体で 439 人でございます。住民登録がない方が 99 人で合わせて 432 人の

方が参加しています。 

（教育長） 

現在の登録でいうと 20 歳の人は 439 人で、それ以外に 99 人が来て欠席を引くと 432 人とな

ります。 

（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３、報告第２号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの開催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。 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

議案の３ページでございます。報告第２号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタ

の開催結果について。このことについて別紙のとおり報告いたします。 

おとふけ「教育を考える日」の実施結果につきましては、前回の会議で概要を報告させ

ていただいておりますので、本日は主催者である実行委員会の会議結果をもとにご報告を

させていただきます。 

次のページをお開きください。まずアンケート結果ですが、右側の５ページをご覧くだ

さい。435 人の参加者のうち 153 人の皆さんからアンケートの回答をいただきました。参

加者の年齢については、10 代以下から 60 代以上まで幅広い年齢層の方のご参加をいただ

きまして、特に 40 代を中心に 50 代、30 代の方が多い結果となっております。全体を通し

た感想としましては、「良くなかった」、「あまり良くなかった」と回答した方は１名いらっ

しゃったのですが、「大変良かった」が全体の 46％、「良かった」、「まあまあ良かった」を

含めますとほぼ全体の 90％を占めているということで非常に高い評価をいただいておりま
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す。 

良かったと思う内容については、教育活動報告が最も多くございまして、その次に講演

会であります。その他「イメージソング大合唱」、「ＣＡＰの展示」、「ＰＴＡの広報紙展」

という順番であります。それから、各分野の指標ですけれども、「一部知っていた」と「知

らなかった」を合わせますと 85％程度でありまして、こちらは課題と捉えております。 

ページが前後しますが、左側の４ページをご覧ください。（１）①の部分、内容について

は先ほどご報告したようなことと、それから記載の通りになりますが細かい部分といたし

ましては、「このイベントがずっと続いていってほしい」、「毎年楽しみに参加している」と

いう趣旨のご意見を複数いただいております。 

それから、（２）次年度以降の方向性ということで、記載されている以外の意見として、

実行委員の中では教育活動報告に出演した西中音更小学校の高岡教頭先生から「大舞台で

の素晴らしい発表の機会をいただき、非常に感謝している。全校児童で発表したことによ

って、子どもたちにとっては大きな達成感を与えていただく結果となり、大変ありがたい

ことでした」との報告をいただいております。 

その他、アンケートの回答も含めて実行委員からのご意見をいくつかご紹介いたします

と、「来場者が少なかったのがちょっと残念だった」ということがありましたが、「同日に

部活動や少年団活動と重なっていたのも一つの要因と思います」というご意見もありまし

た。それから、「年々内容は良くなっていると思うので、子どもたちのためにもこのイベン

トを継続することが大事なことではないか」というご意見もありました。 

事務局としても毎年このイベントに足を運んでいただけるように実行委員会や関係者の

皆様のご意見を引き続きいただきながら、次回に向けて更に内容を充実させていきたいと

いうことでまとめております。 

また、その他ということで、実は昨年度に石川委員からイメージソングのＰＲとか普及

の部分でホームページからダウンロードする際に会場でスクリーンに投影した画像も提供

できるように検討してはどうかということで宿題をいただいておりました。広報広聴課か

ら了承を得ておりまして、現在、データを収集しているところでございます。これがまと

まり次第、通年でホームページ上において歌とともに画像も見ていただけるような取り組

みを進めてまいりたいと思います。ちなみに今回、アンケート等の中でも大変好評だった

緑南中の合唱の映像を提供させていただけないかということで緑南中学校に打診中であり

ます。 

それから前回の会議の中で田中教育長職務代理者からテーマソングを成人式等でＢＧＭ

として使ったらどうかというご提案がございましたが、今回の成人式から、式典が始まる

前に大ホールの中でＢＧＭとして流しておりまして、それとともに各中学校の今年成人を

迎えた皆さんが卒業した年次の写真をスクリーンに投影するという形での活用を今回から

始めたところであります。 

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。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。 
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(教育長職務代理者) 

アンケート結果の「良かった」と思う内容では、イメージソング大合唱は 53 人という結果で、

３分の１くらいの人しか良いとは答えてくれていません。先ほどの次年度の方向性の中にアン

ケート結果からも「イメージソング」の箇所の結果が好評であると書いてあるのですが、これ

はどういう繋がりでしょうか。 

（教育長） 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課帳） 

数としては 153 分の 53 ということでありますが、書いていただいた中身としては「非常にズ

シンと来た。」とか、あるいは隣町から参加された士幌町の方とかも「初めて聞きましたが非常

に心に響くいい歌詞の歌ですね。」という評価もあり、そういった部分から好評であるという結

果になりました。 

（教育長） 

田中教育長職務代理。 

（教育長職務代理） 

そういう意味ですね。つまり数字のことではなくて、アンケート結果の中に良かったという

思いが伝わっている文章というのがあったという意味ですね。分かりました。私も良かったと

思います。 

（教育長） 

  他に、質疑はありませんか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

半年前に提案させていただいたことを活用していただけるということで非常にありがた

いと思います。平成 24 年度から始まって回数は７回ですか。イメージソングができてから

５回くらいでしょうか。どこか途中の年度からですよね。少しずつ定着してきているのか

なという気がしておりまして、先ほどの他町の方からも「良い感じだった。」というお言葉

もありましたので、良い方向に影響してくれるようになると思います。感想です。ありが

とうございます。 

（教育長） 

他にありませんか。 

（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 平成 31 年度全国学力・学習状況調査の実施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。 
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（学校教育課長） 

議案の６ページをお開きください。議案第１号 平成 31 年度全国学力・学習状況調査の実施

について。別紙のとおり実施しようとするものでございます。 

別冊の平成 30 年 12 月 27 日付け北海道教育庁学校教育局長からの通知文をご覧ください。２

枚めくっていただきまして、１ページからが実施要領となっております。 

１．調査の目的、２．調査の名称は割愛させていただきます。３．調査の対象につきまして

は、例年どおり小学校第６学年と中学校第３学年であります。４．調査事項ですが、（１）児童

生徒に対する調査につきましては、（ア）小学校は国語及び算数、中学校は国語、数学及び英語

であります。なお、英語につきましては、平成 31 年度から初めて実施されますが、今後は３年

に１度程度の実施ということになります。 

続きまして、（イ）出題内容でございますが、右側のページになります。これまで、①Ａ問題

として知識問題、②Ｂ問題として活用問題の二つの調査を行っておりましたが、平成 31 年度に

つきしては、（ウ）において、①知識問題と②活用問題を、一体的に問題とするということにな

っております。問題としては１つの括りとなります。また英語においては、「聞くこと」、「読む

こと」、「書くこと」に関しては記述式の問題とし、「話すこと」に関する問題の解答は、口述式

によるものとなっております。 

また、児童生徒質問紙調査、それから学校質問紙調査につきましても、例年同様に実施いた

します。中段になります、５．調査実施日につきましては、平成 31 年４月 18 日（木）であり

ます。一番下になりますが下段の６．調査の実施体制につきましては例年どおりの内容でござ

います。３ページをお開きください。中ほどになりますが、７．中学校の英語のうち、「話すこ

と」に関する問題の実施に係る特例的な措置につきましては、「話すこと」に関する問題は、全

国の各学校のコンピュータ教室のＰＣ端末等を活用し、音声録音方式で実施することになりま

すが、各学校のＩＣＴ環境の整備状況が様々であることから、平成 31 年度に限り、記載のとお

り、特例的な措置を取ろうとするものでございます。 

（１）につきましては設置管理者である教育委員会が各学校のＩＣＴ環境の整備状況を検討

し、学校単位で「話すこと」に関する問題を実施しないこととすることができるとしておりま

す。 

（２）「話すこと」に関する問題の実施状況については、調査実施後に文部科学省において、

実施校の全国総数のみを公表する。 

（３）中学校英語調査の結果については、「聞くこと」、「読むこと」、「書くこと」の合計を集

計し、「話すこと」に関する問題の結果については、全国平均正答数及び平均正答率を別に集計

して「参考値」として公表することとし、都道府県別等の公表は行わないとしております。 

（４）（１）により、「話すこと」に関する問題を実施しなかった学校においても、「話すこと」

に関する問題及び調査結果を活用した授業改善が行えるよう、調査実施後すみやかに、調査問

題、正答例、問題趣旨及び解答累計を公表する。ということでございます。 

本町中学校５校のＩＣＴ環境については大変難しい状況でありますが、現在事前検証を実施

しており、「話すこと」に関する問題をなんとか実施できるように対策を講じているところでご

ざいます。 

８．調査結果の取り扱いから８ページの９．調査実施に当たっての相談体制、10．留意事項
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につきましては、例年どおりとなってございますので、説明を省略させていただきます。 

  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。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。 

（教育長職務代理者） 

  英語のところで、「話すこと」についての特例的な措置は、平成 31 年度のみということでし

ょうか。その後はきちんと環境を良くしようという意味なのでしょうか。 

（教育長）  

  草浦学校教育課課長。 

（学校教育課長） 

  平成 31 年度から行うのですが、昨年の話の中では３年に１度程度ということになりますので、

次の実施は平成 34 年頃になると思います。その時までには体制を整えるということなのではな

いかと思うのですが、またその時にも同じような状況があれば特例措置を設けるということも

あり得るのかなと思います。毎年、実施要領を少しずつ変更して出されていますので、過去の

状況を確認して同じような措置がとられる可能性もございます。 

（教育長） 

  他に質疑ありませんか。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  今のことに関連して、何とか実施出来るように対策を講じるということですが、今のところ

見通しとしてはどうなのでしょうか。学校ごとに差が出てきそうなのでしょうか。 

（教育長） 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

現在、３校の事前検証が終わっておりまして、その３校分については実施できるような見通

しになっております。実証が終わっていない２校につきましても、大体同じような環境ではご

ざいますので、できるのではないかと考えております。調査自体が、テストをパソコンにダウ

ンロードして、文科省から送られてくるヘッドフォンを装着して、質問が出てきたものに答え

て、それをＵＳＢに録音して、文科省に送るという作業です。それから、ＵＳＢに録音されて

ないというようなことがないように、今、実施要領の準備をしています。初めからできないと

いうことであれば、この特例措置を適用できるのですが、受けてしまってから何か不具合あっ

たということがないように整備しているところです。 

（教育長） 

山本学校教育係長。 

（学校教育係長） 

事前検証が終わっているのが共栄中学校、駒場中学校、緑南中学校で、音更中学校と下音更

中学校はこれから行う予定です。 

（教育長） 
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他に質疑ありませんか。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。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  音更町のプログラミング学習の件です。新聞に紹介されていたのですが、研修会を開催され

たということなので、感じとしてはどうなのでしょうか。研修会の反応とか聞きたいなと思っ

たのですが、何か特別ありましたでしょうか。 

（教育長） 

  山本学校教育係長。 

（学校教育係長） 

  研修会については、案内が遅くなってしまった関係で少し参加人数は少なかったです。今回

は初級者向けということで開催しまして、プログラミングソフトに触れることが初めてという

先生もいらっしゃいましたので、内容的には良かったと思っています。ただ、これをどのよう

に成績や評価に結びつけるのかというところまでは研修会の中では聞くことができなかったも

のですから、そのあたりはまだまだ大変だなという意見もございました。 

以上です。 

（教育長）  

田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

帯広の学校で講師をしている方にも話を聞いたのですが、プログラミングソフトを使ったこ

とがない先生も結構いるとのことで、先生に興味を持ってもらわなければいけませんので、大



【④会議結果】 

変だとは思いますが、進めていただきたいと思います。 

（教育長） 

  他に何かありますか。 

それでは、これをもちまして、平成 31 年１月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

 

閉会（１４時１０分） 


