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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和元年１２月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和元年１２月１８日 午後２時００分～午後３時００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  平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

の分析について 

４ 報 告第３号  平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査結

果の分析について 

５ 議 案第１号  音更町教育委員会公印規則及び音更町立学校通学区域

規則の一部を改正する規則案について 

６ 協議案第１号  令和２年度教育委員会予算編成に伴う主要事業の概要

について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
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。 

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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令和元年１２月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和元年１２月１８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（１４時００分） 

 

令和元年 12 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、令和元年 12 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条の規定により石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） 

議案の２ページをご覧いただきたいと思います。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。 

11 月 29 日（金）、総務文教常任委員会が第１委員会室で開催されております。緑南中学校屋

外トイレの災害用マンホールトイレ、柳町河川緑地パークゴルフ場の現状及び生涯学習センタ

ーの３か所の現地調査を行っております。また、第４回議会定例会に諮る案件及び補正予算の

説明を行っております。続きまして 12 月１日（日）おとふけ「教育を考える日」記念フェスタ

が文化センターで開催されておりまます。後ほど、その他のところで生涯学習課長から報告が

ございます。12 月 10 日（火）校長会議、教頭会議が生涯学習センターで開催されております。

議案につきましては配布のとおりですが、教育長からは、十勝教育局が主催する「十勝教育を

考える集い」が来年度本町で開催されること、服務規律保持などについてのお話がございまし

た。12 月 11 日（水）から 19 日（木）までの間で第４回議会定例会が議場で開催されておりま

す。一般質問につきましては、お手元に配布のとおりでございますが、山川光雄議員から本町
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市街地の振興の課題の一つとして、音更小学校と音更中学校のコミュニティスクールの設置に

ついての質問がございました。また補正予算につきましては、原案どおり可決されております

が、音更町総合体育館及び武道館に係る指定管理者の指定、音更町立学校設置条例の一部改正

につきましては、明日審議される予定でございます。 

以上、報告といたします。 

（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。 

（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 平成 30 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析について

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ページをお開きいただきたいと思います。報告第２号 平成 30 年度全国体力・運動

能力、運動習慣等調査結果の分析について。このことについて別冊のとおり報告いたします。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析につきましては、毎年報告しておりますが、

国や道の調査結果のとりまとめや公表の時期の関係から、前年度分の分析結果となっておりま

す。別冊の音更町教育研究所が分析と考察を行っている「音更町の子どもの体力と今後の取組」

の１ページをご覧いただきたいと思います。（１）調査研究の目的といたしましては、本町にお

ける児童生徒の体力の状況を把握し、体力を向上させるための運動例を提示することとしてお

ります。（２）は省きまして、（３）調査研究の内容につきましては、平成 30 年４月から７月の

間に、小学校５年生男子 219 人、女子 235 人、中学校２年生男子 252 人、女子 243 人を対象と

して、各学校において実施しております。 

それでは、２ページをご覧いただきたいと思います。小学校５年生男子の分析と考察でござ

いますが、体力合計点は 54.16 ポイントで、全国平均とほぼ同程度、全道平均をやや上回って

います。各種目の結果はグラフのとおりですが、「立ち幅跳び」、「ソフトボール投げ」、「長座体

前屈」については全国・全道の平均を上回っています。分析結果による課題といたしましては、

「握力・筋力」｢持久力｣となっております。続いて３ページをご覧いただきたいと思います。

小学校５年生女子の体力合計点につきましては 55.47 ポイントで、全国・全道平均とも下回っ

ております。各種目の結果では、「立ち幅跳び」、「ソフトボール投げ」、「長座体前屈」は全国・

全道の平均を上回っております。分析結果による課題といたしましては、「握力・筋力」「俊敏

性」「持久力」になってございます。４ページ、５ページの質問紙調査結果になりますが、こち

らにつきましては、男女ともに体育科の授業を通し、運動の楽しさを感じている子どもが多い

ことから、運動を楽しめる意識付けや環境づくりを心がけた指導が必要であるとしております。

次に、６ページをお開きください。中学校２年生男子の分析と考察でありますが、体力合計点

は 42.49 ポイントで、全国平均、全道平均を上回っております。各種目の結果はグラフのとお

りですが、「握力」、「上体起こし」、「20ｍシャトルラン」、「立ち幅跳び」は全国・全道の平均を
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上回っております。分析結果による課題といたしましては、「柔軟性」「敏捷性」「全身持久力」

となっております。続いて７ページをご覧ください。中学校女子につきましては、体力合計点

は 49.71 ポイントで、昨年度と同様に全道平均を上回り、全国平均を下回っております。各種

目の結果では、「握力」「上体起こし」「20ｍシャトルラン」、「立ち幅跳び」「ハンドボール投げ」

が、全国・全道の平均を上回っております。分析結果による課題は、「柔軟性」「敏捷性」「全身

持久力」となっております。８ページの質問紙結果分析ですが、男子は、昨年度に引き続き、

「体育科の授業は楽しい」「運動が好き」「体力に自信がある」と答えた生徒が多いことから、

指導と運動への意識向上の結びつきが見て取れるとしております。９ページになりますが、女

子につきましても、男子と同様の内容となってございます。10 ページから最後のページまでに

なりますが、教育研究所では、これらの分析結果を踏まえ、11 月 21 日に東士幌小学校におい

て、音更中学校の廣瀬教諭を講師に、指導能力向上のための体育実技研修会を開催し、21 名の

参加を得ており、アンケートのとおり好評な結果となっております。以上、報告といたします。 

（教育長）   

報告が終わりました。質疑はありませんか。 

種川委員。 

（種川委員） 

  二つです。まずですね、体育実技研修会ですか、これについてたくさんページが使われてい

て詳しく内容の報告がありました。年々充実しているのではないかと思いますのでさらに今後と

も拡充、拡大していくようにしていってもらえれば大変うれしいなと思っております。あとこの

テストですけれども、10 年近くやっていて本町の課題も明らかになってきているんだろうと思

うのですが、過年度とのデータの比較というものも、もし出来ればやっていくとより課題が明ら

かになるかなと思っています。たとえば前の年の数値ですとか、あるいは同一学年５年生の時と

中２の時、同じ学年で比べてどうなのかなと、体力テストの場合、内容が全く同じですから、同

一学年で比べると非常に興味深いデータも出るかなと思いますので、その辺検討していただけれ

ばというふうに思いました。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  研究所にその旨伝えて検討していただくように言ってみたいと思います。 

（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。 

日程４、報告第３号 平成 31 年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査結果の分析につい

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） 
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  議案の４ページをお開きいただきたいと思います。報告第３号 平成 31 年度（令和元年度）

全国学力・学習状況調査結果の分析について。このことについて、別冊のとおり報告いたしま

す。別冊の音更町教育研究所の分析結果である「音更町の学力の傾向」でご説明いたします。

表紙から３枚めくっていただいて１ページをお開き願いたいと思います。１ 調査研究の目的

といたしましては、本町における児童生徒の学力・学習状況を把握、分析し、学習指導の改善

や学習意欲の向上に資する基礎資料を提示することとしております。２番目を飛ばしまして３

番目になります。３ 調査・研究の内容につきましては、（１）本町の調査結果の概要、（２）

正答率の高い問題と低い問題、（３）無回答率が特に高い問題、（４）につきましては、これま

で本町教育推進の重点に関わる質問紙８項目の全国・全道比較と経年変化を載せております。

（６）本町の調査を実施した児童生徒数は小学校６年生が 441 人、中学校 3 年生が 485 人とな

っております。 

２ページをお開きください。小学校の調査結果の概要でありますが、総評といたしましては、

全国を 100 として比較した場合、国語は全国平均を上回り、算数は全国平均を下回る結果とい

うことでございます。領域・観点・問題形式は、記載のとおりでございますので、後ほどご覧

いただきたいと思いますが、本町の課題である無回答につきましては、その他になりますが、

国語が全国平均より３ポイント低い結果でしたが、算数は全国平均とほとんど変わらない結果

となっております。 

次に３ページをお開きいただきたいと思います。中学校の総評につきましては、国語・数学

において、全国平均をやや上回り、英語においては全国平均と同等の結果となっております。

領域・観点・問題形式につきましては、記載のとおりでございますが、その他では、記述式な

どの問題形式による無回答については、全国平均との差はないことから、安定してきていると

推測しております。 

４ページから 16 ページまでは、各教科における最も正答率が高い問題と最も低い問題を掲載

しております。17 ページから 22 ページまでは、無回答率が全国と比較して 100 を上回り、特

に無回答率が高かった記述式問題を掲載しております。23 ページから 30 ページまでに児童生

徒質問紙について載せてありますが、９月教育委員会での結果報告でもご説明しておりますこ

とから、省略させていただきたいと思います。なお、今年の冊子につきましては、昨年までの

「音更町の学力の傾向と改善のポイント」から変更され、「音更町の学力の傾向」ということに

名前がなっております。内容に改善のポイントが記載されていないということからそのような

形になっておりますが、来年度のこの冊子の作成に合わせて、内容についても精査していきた

いと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

（教育長） 

報告が終わりました。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。 

日程５、議案第１号 音更町教育委員会公印規則及び音更町立学校通学区域規則の一部を改
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正する規則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。 

（学校教育課長） 

議案の５ページをお開きいただきたいと思います。議案第１号 音更町教育委員会公印規

則及び音更町立学校通学区域規則の一部を改正する規則案でございます。改正に当たりまして

は、昭和小学校令和２年３月 31 日で昭和小学校を閉校し音更小学校に統合することに伴い

規則を改正しようとするものでございます。改正文を読ませていただきます。第１条、音

更町教育委員会公印規則（昭和 61 年音更町教育委員会規則第３号）の一部を次のように改

正する。 

６ページの方になりますが、新旧対照表でございます。東士幌小学校の次の欄の音更町

立昭和小学校之印の欄を削除するものでございます。 

続きまして、第２条、音更町立学校通学区域規則（昭和 60 年音更町教育委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。こちらにつきましては、８ページ、９ページの方に図

面がございますが、８ページは変更前で、中ほどに昭和小学校の通学区域が記載されてお

りますが、そちらが９ページの別図１、変更後の方で音更小学校の通学区域として統合さ

れる形になっております。附則、この規則は令和２年４月１日から施行するものでござい

ます。 

以上、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。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

それでは、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。 

  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。 

   

（以下、非公開） 

 

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。 
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提案議案以外に、委員のみなさんから何かあれば発言してください。 

 教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  今、開町 120 年の話がありまして、今回駒場中学校で話をする機会があったので昔のことを

調べてみて、学校が閉校してもう僕が中学校の時の 1970 年から 17 校も閉校になっていて、残

ってるのは 18 校ということなんですね、小中学校で。たとえば閉校した学校の歴史ですか、昔、

音更町の教育委員会で出していたことがあったと思うのですが、あのあと 120 年に合わせてっ

ていうのはおかしいかもしれないですが、何か考えていることとかあるのですか。   

（教育長） 

  閉校するときにそれぞれの学校でまず記念誌一回出しますよね。 

（教育長職務代理者） 

  出しますよね。 

（教育長） 

  まとまったものって最近町史くらいですね。 

（教育長職務代理者） 

  昔、作ってますよね。前、柳町小学校にいた小野寺さんが作ってる。 

（教育部長） 

一回まとめて沢山作りまして、そのあとに１回か２回くらい追加で作ったことはあるのです

が、ただそれの最後終わってからの既に 15 年から 20 年近く経っているような気がします。 

（教育長職務代理者） 

そうですよね。きっと、10 年以上経っているかも知れないですよね。そういうのってまとめ

てもらっていいのかなとちょっと思ったものですから。大した学校の数じゃないよね。 

（教育部長） 

  昭和小学校とか南中音更小学校の閉校というのもありますので、その辺を見ながら  一度

整理させていただきたいなと思っております。 

（教育長職務代理者） 

  この間、教育長もちょっと言っていたのですが、校歌なんかもね、折角譜面残ってるんです

よね。何かを歴史の中に、もし事業として出来るのであればちょっと考えてほしいなと感じた

のですがね。 

（教育部長） 

  今ですね、既に譜面集めに入っておりまして歌詞については概ねの学校のものが集まった状

況で、主旋律はだいたい集まった状況なのですが、実は一番問題なのが、伴奏譜がないんです。

ピアノをやる方でしたら主旋律がわかればそれなりにコードでもっていくことが出来るのです

が、ただ、本当にその歌を何年間も歌った人達にとっては、違うことになりますので、その辺

を、これから地域の人だとか、元学校にいた音楽の先生とか、あとは当時いた児童生徒でピア

ノとかやっていてよく覚えてる人とかをかなり広い範囲に募って、音声をもらったりしながら

統合先の学校の子どもたちに歌ってもらったものを音源化して、できれば、できるかわからな

いですが、町のホームページで学校とか、閉校した学校とか全部押せば聴けるような、全国ど

こに行ってもわかるようにそんなふるさとを思ってもらえるような仕掛けができないかなとあ
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ちこちとあたっておりますが、いろいろと難しいことを言う方もいらっしゃいますので頑張っ

てクリアにしながらやってみたいなと思っております。 

（教育長職務代理者） 

  何かの形でせっかく 120 年と言うのだったら今までやったことないかも知れないけど面白い

ことだと思います。 

（教育部長） 

覚えている方が段々かなり高齢になってきている。地域の方が高齢になっておられるので覚

えているとすれば、そこで巣立っていった子どもたちで音楽に長けている人に頼る方が多いか

と思います。当時そこにいた音楽の先生とか、学校の先生方は、時代をたどってみますと相当

な高齢になっておられると思うのであまり期待できないかなというふうに思っております。た

だある程度のところ、さっき言いましたような伴奏とかもだいたいこんな感じっていうのもで

きれば、もうそれで一回走ってみたいなと思っています。聴いた方が、ちょっと違うというと、

どういう風に違うのと、聴きながら修正をしたりという感じで 120 年を契機にスタートする事

業という感じで、完成はずっと先になっていいと思いながら注目してもらえることに重きを置

きながら始められればなと思います。 

（石川委員） 

  駒場小学校の 100 年の時に校歌じゃないもう一つ歌われた曲があって復活企画をちょっとや

った時に年代ごとにちょっと印象が違っている部分があったりして、僕の印象とはちょっと違

う形になったのですけども、いろいろなパターンが年代ごとに聞けたりして、こういう形とい

って絞り込むのじゃなくて、いろいろな広い形をできればなと気がします。まあ段々曖昧には

なってくるので。 

（教育長） 

  年代によって違いますよ。高校の生の演奏を吹奏楽で聴いたら全然違いました。前奏とか。 

（石川委員） 

  高校でも。 

（教育長） 

  高校でも。主旋律は合っているのだけど。 

（教育長職務代理者） 

  今から 15 年前くらいに、久々に東士幌小学校のを聞いた時にちょっと違うんじゃないですか、

ということがありました。 

（教育長） 

  編曲というか。 

（教育長職務代理者） 

  判断というかきっとね、先生のというか。 

（石川委員） 

  そんな事をお話してもらえるきっかけにもなれば。 

（教育長職務代理者） 

  なるかもしれないね。 

（石川委員） 
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まあいろいろ出来る範囲の記録的なものが出来ればいいかなと感じますね。 

（教育長） 

閉校した学校とかどういう形であれ何か載せるとしたら、全世界から見れるので。 

（教育長職務代理者） 

楽しみだよね。入っていれば。 

（教育長） 

ＨＰ上にあれば、見てくれる方がいらっしゃるから話題になれば。 

（教育長職務代理者） 

よろしくお願いします。 

（教育部長） 

定村係長が中心になってプロジェクトチームを作ると思います。 

（教育長） 

孫受けです。 

（教育長） 

ほかに何かありませんか。よろしいでしょうか。それでは、事務局の方から令和元年度の教

育を考える「記念フェスタ」の結果について報告します。 

佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

教育を考える日「記念フェスタ」の結果について簡単にご報告をいたします。去る 12 月１日

文化センターにおいて第８回目となる「記念フェスタ」を開催いたしました。事前準備から当

日の後片付けまで、実行委員会の構成企画団体や小中学校さんにご協力いただき無事終了する

ことができました。教育委員の皆さまにはご出席いただき、誠にありがとうございました。主

催者であります実行委員会最後の会議が昨夜開催されており、その中で、検証や反省点、次年

度に向けての検討が一点一点なされました。定例教育委員会でのご報告案件といたしましては、

年明け１月の会議で正式なご報告をさせていただきたく考えております。従いまして本日は概

要について、口頭でご報告させていただきたいと思います。 

12 月１日 13 時から 15 時 30 分の間で開催されております。今回は 40 代の方を中心に約 480

名の参加がございました。ちなみに昨年は 435 名、一昨年は 520 名ということで、クリアファ

イル資料の配布の数値で算出してございます。 

教育活動報告は、出演順に緑陽台保育園から 31 名、南中音更小学校から９名、音更中学校吹

奏楽部から 16 名、短大のトーンチャイム演奏にボランティアサークルから 10 名出演いたしま

した。 

イメージソング「笑顔の大地」につきまして、は笑顔の大地プロジェクトバンド伴奏のもと、

小・中学生、短大生と共に会場全体で大合唱しております。 

教育活動部分の写真につきましては、今回も各保育園各学校の教育活動を紹介した写真や説

明文を記載した資料を、フェスタの資料に折り込んで配布してございます。またイメージソン

グの歌詞テロップと合わせてスクリーン投影しております。 

講演会については、しつもんメンタルトレーニング代表の藤代圭一先生を講師に、「子どもの

やる気を引き出す７つのしつもん」のテーマでご講演をいただいております。 
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当日回収しておりますアンケート結果からかいつまんでご紹介をいたします。全体的な取組

としては、好評という感触をいただいているものの、もっと多くの人に参加していただきたい

という意見がございました。教育活動報告はどの年代の発表も素晴らしかったという意見が多

かったのですが、例年、話題にはなっているのですが、発表終了後いっせいに保護者の方々が

子どもさんを迎えに出るというようなことで、会場から退出するという様子は、次の演目が始

まっている中でちょっと見苦しいのではないかというご意見がございまして次年度については、

出演後、ステージの上手の方から階段を下りて客席に下りていただいて、そこに座席を確保し

ていただいて、保護者の方と一緒に教育活動報告の最後まで観覧してもらおうかと、それはい

いのではないかという対策の提案がございまして、次年度実施してみようということで実行委

員会の中で意見がまとまってございます。そのほか、講演会の内容が非常に良かったというア

ンケートの反応が非常に多くございました。 

次年度以降の方向性といたしまして、イメージソングの活用ということで、継続したＰＲ活

動をしていく必要があるということを、実行委員会の方で共通認識として確認しております。

町のホームページのダウンロードについては、通年で実施してきております。イメージソング

大合唱においてスクリーンに投影した教育活動写真を背景の映像として使用することについて

は、現在、町の情報システム係で対応していただいているところでございます。そのほか、イ

メージソングの成人式での活用についてのご意見をいただいておりましたので、今回年明けの

成人式につきましては、昨年同様、式典前のホール内でのＢＧＭの活用のほかに、第二部のア

トラクションにおきまして各出身中学校の卒業アルバムの方からピックアップしました写真の

スライドショーの上映の際に、引き続きＢＧＭとして活用する予定でございます。以上雑駁で

すが、教育を考える日 「記念フェスタ」に係る概要報告でございます。 

（教育長） 

  今の点につきまして何かありますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

それでは、以上をもちまして、令和元年 12 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１５時００分） 


