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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 平成３１年４月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 平成３１年４月２５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、八鍬スポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校教育係長、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  小学校卒業式及び小中学校入学式の実施状況について 

４ 議 案第１号  音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部を

改正する規則案 

５ 議 案第２号  音更町教育研究所所員の委嘱について【秘密会】 

６ 議 案第３号  音更町学校評議員の委嘱について【秘密会】 

７ 議 案第４号  音更町学校運営協議会委員の任命について【秘密会】 

８ 議 案第５号  音更町社会教育委員及び音更町公民館運営審議会委員の

委嘱について【秘密会】 

９ 議 案第６号  音更町文化財保護審議会委員の委嘱について【秘密会】 

10 議 案第７号  音更町青少年対策地区指導員の委嘱について【秘密会】 

11 議 案第８号  音更町図書館協議会委員の委嘱について【秘密会】 

12 議 案第９号  音更町青少年対策地区指導員の委嘱について【秘密会】 

13 協議案第１号  教育委員の学校訪問について 

 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第９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３１年４月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 平成３１年４月２５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、八鍬スポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校教育係長、髙木施設

係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時３０分） 

 

 

平成 31 年４月教育委員会会議（定例会） 

 

（教育長） 

  平成 31 年４月の教育委員会会議定例会を開会いたします。 

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。 

日程２、報告第１号 諸般の報告を議題といたします。 

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、別紙のとおり報告いたします。 

3 月 29 日金曜日、高齢者大学卒業・修了式が、木野コミセンで開催されています。 

今年度は、９名の方が高齢者大学を卒業され、式典終了後には卒業・修了を祝う会を木野コ

ミセンで開催しております。また、同日退職校長辞令伝達式が第 1委員会室で行われ辞令が伝

達されております。 

４月２日火曜日、教職員辞令伝達式が総合福祉センターで開催され、そのあと校長・教頭合

同会議が開催されております。 

校長先生７名、教頭・主幹教諭８名、一般教諭等 62 名の合計 77 名に音更町立学校での勤務

を命ずる辞令の伝達を行い、教育長から歓迎の挨拶がございました。 

続きまして４月 10 日水曜日、第１回第 12 地区教科書採択教育委員会協議会が札内研修セン

ターで開催されております。今年度は、平成 32 年度から全面実施となる小学校用教科用図書
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12 教科の採択が行われる予定であり、協議会の会長には宮原教育長が選出され、事務局は音更

町教育委員会となっております。 

今後、全６回の協議会と３回の調査委員会を経て、８月６日の第６回協議会で第 12 地区とし

ての教科用図書の決定が行われ、その後８月の本町の教育委員会の定例会において本町として

の採択をしていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして４月 18 日木曜日、全国学力・学習状況調査が全小中学校で行われております。今

年度初めて、中学校英語の調査が実施され ICT 環境に課題がありました「話すこと調査」につ

きましても、無事終了することができました。同日、音更町体育協会総会及び功労者表彰が、

生涯学習センターで開催されました。田中教育長職務代理に出席していただいておりますが、

総会では、音更町体育協会の名称を、上部組織の名称変更に合わせ、音更町スポーツ協会に変

更することが決定されております。 

続きまして４月 20 日土曜日、「NHK 公開番組土曜スタジオパーク in 北海道“なつぞら”特集」

が、文化センターで開催されております。約 900 人の観客が来場し、なつぞらの話題で盛り上

がったところでございます。 

以上、報告を終わらせていただきます。 

（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。 

  日程３ 報告第２号 小学校卒業式及び小中学校入学式の実施状況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ページをお開き下さい。 

  報告第２号 小学校卒業式及び小中学校入学式の実施状況について、このことについて次の

とおり報告いたします。はじめに、小学校の卒業式の実施状況となっております。昨年度に引

き続き、全校で国旗のステージ正面掲揚、全員起立の上、歌唱につきましてもしっかりと歌っ

ておりました。続きまして４ページをお開きください。小学校の入学式の実施状況となってお

ります。入学式が実施されていない南中音更小学校を除いた全校で、国旗のステージ正面掲揚、

全員起立の上、歌唱につきましてもしっかりと歌っておりました。続きまして５ページになり

ますが、中学校入学式の実施状況になっております。全ての中学校の、国旗のステージ正面掲

揚、全員起立の上、しっかりと歌唱しておりました。以上、報告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。 
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質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑終わります。 

本件は、報告済みといたします。 

  日程４ 議案第１号 音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則

案について議題といたします。 

  事務局の説明を求めます。 

  八鍬スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  議案書６ページをお開き願いたいと存じます。 

  議案第１号 音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則案につい

てご説明を申しあげます。 

  議案書７ページをご覧いただきたいと思います。はじめに一部改正の理由でありますが、健

康増進法の改正により、本年７月１日から適応指導教室を含む学校敷地内は、原則禁煙となる

ことから、少年団を含む一般に開放している学校体育施設においても禁煙の対象施設となると

ころでございます。このため、学校開放における体育施設の使用許可書では、使用上の注意事

項として「喫煙は、所定の場所で行い」との記載になっていることから、禁煙とする旨の注意

事項に改めるための文言整理を行い、許可書の様式を改正しようとするものでありますが、各

学校におきましては既に禁煙としている所もありますことから法改正の施行に先立ち規則を改

正するものでございます。２ 改正の内容につきましては、規則で定めております別記第５号

様式及び別記第６号様式中、喫煙場所や火気の取扱いに関する注意事項を、「体育施設内及び学

校敷地内を禁煙とする」旨の内容に改めるものでございます。なお、別記第５号様式について、

種目指定開放校、別記第６号様式については、地域開放校に係る使用様式となっております。

３ 施行期日については、公布の日から施行するものであります。６ページの規則案を申し上

げます。音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則、音更町立小中

学校体育施設の開放に関する規則、昭和 62 年音更町教育委員会規則第 1号の一部を次のように

改正する。別記第５号様式及び別記第６号様式中、「喫煙は所定の場所で行い、火気には十分注

意すること」を「体育施設内及び学校敷地内は禁煙とする」に改める。附則といたしまして、

この規則は公布の日から施行するものでございます。なお、８ページ及び９ページに新旧対照

表を掲載しておりますので、併せてご参照願います。以上、議案第１号の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。質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 

（田中教育長職務代理） 

  確認です。これは、今年の７月ということでいいのですか。 
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（スポーツ課長） 

  健康増進法の改正につきましては、４月１日から法が施行されますので、法の適用を受けま

すが、この規則の改正につきましては、公布の日となりますので本日教育委員会の方でご承認

いただければ規則の改正案を公布して、その日から適用になるという形になります。 

（田中教育長職務代理） 

  ４月ではなく７月ということですね。これでいいということですね。 

（スポーツ課長） 

  今日通れば、今日から適用になるという形になります。 

（田中教育長職務代理） 

  運動会でたくさん喫煙者がいるじゃないですか。ダメということになるのですよね。 

（学校教育課長） 

  ７月１日から法律の施行ということになりますので７月１日以降は吸えないということにな

ります。４月２日の校長会の際に、校長・教頭の方には教育委員会の方から周知してありまし

て、そういう対応について、保護者の方にも周知いただくようなことは話しております。 

（教育長） 

  暫時休憩します。 

（教育長） 

  休憩を解いて再開します。 

  他に質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑終わります。 

  これから、議案第１号についての件を採決します。 

  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） 

  ありません。 

（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。 

  日程５から日程 12 までについては、音更町教育委員会会議規則第 14 条の規定により秘密会

とし審議したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（各委員）  

  ありません。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。ただいまから会議を秘密会といたします。 

  

（以下、非公開） 
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（教育長） 

  本件までは、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） 

  ありません。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。これで秘密会を終わります。 

  日程 13 協議案第 1号 教育委員の学校訪問についての件を議題といたします。 

  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 21 ページをお開きください。 

  協議案第１号  教育委員の学校訪問について、このことについて、次のように協議させてい

ただきます。平成 31 年度教育委員学校訪問実施要領（案）でございます。１ 訪問につきまし

ては、例年どおり６月から９月のまでの間に実施し、1ヶ月のうちに２日間程度訪問いたしま

す。２ 訪問時間につきましては、１校あたり 1時間 30 分程度を基本とし、児童生徒数や学級

数の状況に応じて訪問時間を変更いたします。３ 訪問学校につきましては、1日当たり２～

３校とし、午前２校、午後１校を目安といたします。４ 訪問資料等につきましては、（１）学

校経営の重点事項、懸案事項等とする。（２）学校で作成する当日の訪問資料の統一化を図る。

（３）全校分を事前に配布する。ということでございます。５ 訪問日程につきましては、事

務局で、日程調整をし、５月開催の定例教育委員会の協議案とし提案したいと考えております。

６ 今年度のテーマにつきましては、別紙の方に事務局案を提示してございますので、ご協議

いただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

まずは、実施要領についての件で、ご質問ありませんか。 

（田中教育長職務代理） 

  訪問期間６月から９月というと余裕をもってよいことですが、できれば早いうちに、数年前

にあったように、９月の終わりくらいになりますと、間延びしてしまう。最初に行った学校と

後で行った学校とでは、間延びした感じがあったので、できれば日程にもよりますが、去年ま

での感じで行われるとよいかなという感想です。 

（教育部長） 

  今、お話がありましたとおり、かなりきつい日程にはなりますが、なるべく８月中には終わ

らせたいと思います。余裕をもって 9月にしました。 

（田中教育長職務代理） 

  わかりました。ありがとうございました。 

（教育長） 

  ほかに、質疑ありませんか。 
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（田中教育長職務代理） 

  学校の規模に合わせて、去年のような日程にしてもらえるとよいという希望です。 

（教育長） 

  ほかに質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、テーマの方にいきたいと思います。 

  学校訪問のテーマについて事務局から説明してください。 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  学校訪問のテーマにつきましては、事務局案として３つ挙げさせていただきます。 

１ 小学校の外国語活動と中学校の英語についてでございます。新学習指導要領の移行期間

２年目となる小学校の外国語活動の指導について把握し、来年度の全面実施にむけた課題等を

確認していきたいことと、小中学校のスムーズな接続のための連携について、中学校の準備状

況についても、確認していきたいということでございます。２ 学校における災害時の対応に

ついてということで、災害・水害・大雪と毎年災害が続いているという状況でありまして、児

童生徒が安全確保のために、災害時に備えた対応や各学校の安全教育等について、学校状況を

把握し課題を明確にしたいと考えております。 

３ 教育活動における地域との関わりについてということでございますが、現在、学校と地

域が、どのような関わりをもっているかを把握し、学校と地域が連携協力し、子供たちの成長

を支えていくためのしくみや課題を検討したいと思います。 

（教育長） 

  事務局案として以上３点提案させていただいておりますが、これ以外でもいいですが何かご

意見があれば承りたいと思います。 

（田中教育長職務代理） 

  働き方改革の中で管理職の先生達に聞きたいと思いまして、何か工夫というか現実的に、各

学校で何か考えているのかなと内情を知りたいなと思いまして。 

（教育長） 

  それをテーマにしたいということでしょうか。 

（田中教育長職務代理）  

  そう思ったのですけど、雑談の中でもいいのですけれど、難しいですかね、働き方改革は。 

（教育長） 

  勤務時間の縮減などは、出ますけれど。 

（田中教育長職務代理） 

  テーマとしては、難しいですか。 

（教育長） 

実は、勤務時間を把握するということで、タイムカードとかそういうことをやりなさいとか

は、道教委からはきています。音更町は、どこもたぶん、一人ひとりの勤務時間を把握できな
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い状況です。ざっくりと、いつも皆さん９時くらいまで残ってますとかはできると思いますけ

ど、１週間何時間何分とかはということは、今のところ出てこない状況と思います。ただ、勤

務時間縮減のために、どのようなことをしているかという話はできると思います。 

（田中教育長職務代理） 

そうなると、こちらから統一させるために、何か案を出さなきゃいけなくなりますよね。そ

うすると、学校間の差があるかもしれないので、難しいですね。 

（教育長） 

勤務時間の把握をしなさいということは、国からきているのですけれど、十勝管内でも、３

つか４つの町村はもうパソコンで出勤退勤が集計され、毎日一人ひとりの勤務がわかり、その

ようなことをやっているのが出てきています。一つ自治体で先生の数が少ないところからで、

一番近いところで士幌で始まっています。そういうことを今、やり始めようというところです。

ただ、パソコンでやると、パソコンをいつもやらないという勤務形態もあるらしく、実は、去

年、道立学校で道教委がモデル校を９校くらい選んで実施したのですが、４割の先生が全然電

源を入れてなかったという、あまり公表されていませんと言うこともあり、うまくいっていな

い状況です。タイムカードとなると予算もかかるということで、音更町でもどうしようかとい

うところです。管内でもまだ検討しているという状況の自治体が多いものですから。勤務時間

はどうですかというデータは、今のところないことと、どんな勤務状況か、勤務時間の縮減策

を皆さんと話し合っていますかという話はできると思います。年度始めの家庭訪問をやめた学

校もあります。小学校 1年生だけは回って、あとは止めたという話もあります。学校によって

はですが。 

（種川委員） 

たぶん、今年一年は、刻々と状況が変わっていくような状況ではないでしょうか。 

事務局案の中で何か選んで校長・教頭の協議の中で進捗状況を話してもらうという形がいい

のかなと。 

（教育長） 

働き方改革については、うちも推進プランというものを作ってはいるのですけれども、１学

期中には、部活動の部分では、見通しが国の方からきていますので、この時また、議論してい

ただくことになると思います。 

（田中教育長職務代理） 

  わかりました。 

そういう意味からいうと、１番は面白いと思いますけどね。外国語活動の指導、今までにな

いですよね。こういうのは。道徳の方では、やりましたけど。 

（石川委員）  

私も、１番目が良いと思います。中学校に向けての意識の中で、小規模校と大きなところと、

音更小学校と東士狩小もそうですし、木野東と下士幌もそうですが、同じレベルというか状況

で、次に進んでいくっていうのが、たぶん意識されると思うので、いろいろ気になるなとは、

思っていたので。 

 

 



【④会議結果】 

（川井委員） 

小学校から中学校、英語を習っていた子どもから、中学校へ行くと、英語が難しいという声

がきかれるので、それがうまくつなげるか、興味があります。 

（教育長） 

皆さん、これは、意見が一致したということで、よろしいでしょうか。 

一番目の小学校の外国語活動と中学校の英語についてに、決定することにご異議ありません

か。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

  では、学校訪問のテーマは、このように決定いたしました。 

  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。 

  これをもちまして、平成 31 年４月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時３０分） 


