
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和元年６月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和元年６月２７日 午後１時００分～午後１時５０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 議案第１号   音更町図書館条例施行規則の一部を改正する規則案 

４ 議案第２号   音更町立下士幌小学校入学に関する小規模特認校取扱要

領案 

５ 議案第３号   音更町立学校 学区外・区域外就学許可要綱の一部を改

正する要綱案 

６ 議案第４号   音更町奨学資金支給者の決定について【秘密会】 

７ 議案第５号   音更町青少年対策委員会委員の委嘱について【秘密会】 

８ 議案第６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

に関する評価委員の選任について【秘密会】 

９ 協議案第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

について 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第６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６月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和元年６月２７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００分） 

 

 

令和元年６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。 

ただ今から、令和元年６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条の規定により種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） 

それでは、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。５月 25 日（土）中学校体育祭が５校で開催されております。今年

度の体育祭・運動会につきましては、５月 25 日（土）から６月８日（日）の期間で無事に終了

しております。６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ておりま

す。第２回定例会に諮る図書館補正予算案等について説明をしております。6 月 11 日（火）校

長会議・教頭会議が生涯学習センターで行われました。議案については配布のとおりでござい

ますが、教育長からは柳町小学校大規模改修に関わる新聞報道等についての説明や、下士幌小

学校特認校の導入について、後ほど説明いたしますが、部活動の方針の策定等についてお話が

ございました。６月 13 日（木）第２回定例会が 21 日（金）までの日程で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あり、阿部議員からはパークゴル

フ場の整備についてと生涯学習センターの有効利用策についての質問がございました。また、
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６月 14 日（金）の教育委員会持ち回り臨時会で審議いただきました、工事請負契約の締結、財

産の取得（柳町小学校学校給食用機器）及び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。６月 14 日（金）教科書展示会が６月 29 日までの予定で図書館で開催されておりま

す。まだご覧になっていない委員さんがいらっしゃいましたら、ぜひご覧になっていただきま

すようお願いいたします。事務局の方にもあります。 

６月 25 日（火）音更町奨学資金審議会が第１委員会室で開催されております。後ほど議案で

お諮りいたします。以上報告といたします。 

（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。 

  日程３、議案第１号 音更町図書館条例施行規則の一部を改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。 

  小塩図書館長。 

（図書館長） 

  議案書は 3 ページになります。議案第１号 音更町図書館条例施行規則の一部を改正する規

則案について、説明いたします。下段ですがこの規則は、工業標準化法の改正に伴い規則を改

正しようとするものでございます。新旧対照表を４ページに掲載しておりますのでご参照くだ

さい。それでは、規則案を申し上げます。音更町図書館条例施行規則の一部を改正する規則、

音更町図書館条例施行規則（昭和 63 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。第７条中、日本工業規格を日本産業規格に改める。附則といたしまして、この規則は、

令和元年７月１日から施行する。以上説明させていただきました。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） 

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。 

日程４、議案第２号 音更町立下士幌小学校入学に関する小規模特認校取扱要領案について

の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 
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草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

議案の５ページをお開きください。議案第２号 音更町立下士幌小学校入学に関する小規模

特認校取扱要領案につきまして説明いたします。 

下士幌小学校における小規模特認校制度の導入につきましては、４月の教育委員会において、

保護者説明会までの説明をさせていただいたところですが、５月 15 日の地域説明会において、

導入についての同意が得られましたことから、令和２年４月１日から下士幌小学校を小規模特

認校として取り扱うための要領の制定と、合わせて閉校となる昭和小学校の要領を廃止しよう

とするものでございます。なお、この要領案及び議案第３号の音更町立学校 学区外・区域外

就学許可要綱の一部を改正する要綱案の議決をいただきました場合には、今後、広報８月号及

びＨＰで特認校変更の周知を行い、広報 10 月号及びＨＰで入学児童の募集案内をし、10 月～

11 月に学校見学を実施した上で、必要な手続きを行い、令和２年４月に入学式ということで進

めてまいりたいと考えております。それでは、要領案を朗読いたします。 

音更町立下士幌小学校入学に関する小規模特認校取扱要領。 

音更町立下士幌小学校を一定の条件のもとに、通学区域以外から入学（転入学を含む。以下

同じ。）できる小規模特認校として、下記のとおり取り扱うこととする。 

１ 許可基準。普通学級対象児童で、次のいずれかに該当するもの。 

（１）自然環境に恵まれた小規模校での少人数学級の指導を望み、自然に触れ、豊かな心と

たくましい身体を育てたいという保護者の強い希望がある場合。 

（２）その他、教育委員会が特に認めた場合 

２ 申請手続。 

（１）保護者は、小規模特認校転入学申込書（別記第１号様式）を新入学の場合は教育委員

会へ、転入学の場合は現在の在籍校へ提出する。なお、教育委員会は必要に応じ事実を証する

書面（医師の診断書又は教育関係機関の証等）の提出を保護者に求めることができる。 

（２）転入学の場合において、在学校長は、在学児童の生活状況等を踏まえて、小規模特認

校への転学が適切かどうかについて所見を作成し、（１）で提出された別記第１号様式を合わせ

て教育委員会へ提出する。 

（３）小規模特認校長は面談後、入学に関する所見を作成し、教育委員会へ提出する。 

３ 許可及び取消。 

（１）教育委員会は、申請内容を審査し、小規模特認校への入学を許可する場合は、小規模

特認校転入学許可書（別記第２号様式）を保護者に交付するとともに、関係学校長には、就学

学校指定変更通知書（別記第３号様式）により通知する。 

  なお、小規模特認校転入学制度により就学を許可する人員数については、教育委員会がその

都度決定する。 

（２）許可の期間については、入学の日から卒業の日までとする。ただし、許可後、申請内

容と実態が違っていたり、本来の趣旨に沿わない事実が判明したりした場合は、この許可を取

り消すことができる。 

（３）教育委員会は、小規模特認校への入学を不許可とする場合又は許可を取り消す場合は、

小規模特認校転入学不許可通知書（別記第４号様式）又は小規模特認校転入学取消通知書（別
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記第５号様式）を保護者に送付するとともに関係学校長にその旨を通知する。 

４ その他。 

（１）通学は、保護者の責任において行い、その費用についても、保護者の負担とする。 

（２）保護者は、学校の諸行事やＰＴＡ活動などについても積極的に参加し、協力すること。 

附則。 

施行期日等。１ この要領は、令和元年７月１日から施行し、令和２年４月１日以降に小規

模特認校に新入学及び転入学をするための申請をする者に対し適用する。ただし、次項の規定

は、令和２年４月１日から施行する。 

音更町立昭和小学校入学に関する小規模特認校取扱要領の廃止。２ 音更町立昭和小学校入

学に関する小規模特認校取扱要領（平成１８年７月１日施行）は、廃止する。 

なお、附則第１項につきましては、施行日を７月１日として、先ほど説明いたしましたとお

り、令和２年度に転入学をするための準備を進めようとするものでございます。   

また、附則第２項の昭和小学校入学に関する小規模特認校取扱要領の廃止につきましては、

現在、昭和小学校に小規模特認校制度を利用している児童がいることから、施行日を次の学校

の入学期日である令和２年４月１日にしようとするものでございます。 

７ページは、別記第１号様式ということで入学申込書、８ページは別記第２号様式で保護者

宛の転入学許可書、９ページは別記第３号様式 住民票の通学区域の小学校長宛の就学学校指定

変更通知書、10 ページは別記第４号様式 保護者宛の転入学不許可通知書、11 ページは別記第

５号様式 保護者宛の転入学取消通知書でございます。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。 

田中教育長職務代理。 

（田中教育長職務代理） 

  すみません。ちょっと教えていただきたいのですが、今、昭和小学校に入学している特認校

を使っている人は何人いるのですか。 

（教育長） 

 草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

 小学校６年生と小学校２年生の男の子が二人います。 

（田中教育長職務代理） 

 ということは、６年生は卒業してしまうということですね。 

（学校教育課長） 

 はい、そうです。のちほど次の議案のところでその辺の話をします。 

（田中教育長職務代理） 

 それはそうですね。はい、わかりました。 

（教育長） 

 ほかにありませんか。 
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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。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。 

日程５、議案第３号 音更町立学校 学区外・区域外就学許可要綱の一部を改正する要綱案

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 12 ページをお開きください。議案第３号 音更町立学校 学区外・区域外就学許

可要綱の一部を改正する要綱案につきまして説明いたします。先ほど議決をいただきました

が、小規模特認校の対象を下士幌小学校に変更することに伴う改正と、現在、昭和小学校で

小規模特認校制度を利用している児童の次年度以降の取扱について規定をしようとするもの

でございます。14ページの改正後の要綱案で説明させていただきたいと思います。はじめに、

附則の上の５行目のアンダーラインの部分ですが、第２条第２項で、特認校を昭和小学校と

しておりましたので、これを下士幌小学校に改めるものでございます。次に、第２条第１項

第 17 号、アンダーラインの部分でございますが、「音更町立昭和小学校入学に関する小規模

特認校取扱要領（平成 18 年７月１日施行）により就学していた者が、音更小学校への就学を

希望する場合」同じくその下の、第 18 号「前号の規定により音更小学校に就学し同校を卒業

した者が、音更中学校への進学を希望する場合」でございますが、現在制度を利用して昭和

小学校に通学している４年生の児童が、昭和小学校が令和２年度に統合する音更小学校への

就学を希望した場合、また、その児童が音更小学校を卒業後に、お友達と一緒に音更中学校

への進学を希望した場合に、学区外就学を許可できるように、２号を加えるものでございま

す。なお、この児童の上に、現在６年生で今年度末に卒業となる児童がおりますが、この児

童につきましては、音更中学校へ進学する場合は、第 12 号、特認校を卒業した者が特認校の

区域を通学区域とする中学校への進学を希望する場合が該当となり、音更中学校へ進学でき

ることとなります。最後に、一番下の附則でございますが、施行日につきましては、令和元

年７月１日から施行しようとするものでございます。議案の 12 ページにお戻りいただきたい

と思いますが、要綱案の朗読につきましては、割愛させていただきたいと思います。 

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) 
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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。 

日程６から日程８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。ただいまから、会議を秘密会といたします。 

 

（以下非公開） 

 

日程９、協議案第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 19 ページをお開きいただきたいと存じます。協議案第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、このことについて、次のとおりご協議い

ただくものであります。別冊の令和元年度（平成 30 年度対象）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（案）の素案であります。今回、お示ししておりますのは、

自己評価段階までの素案のうち、教育委員会の活動状況と主要な施策の実施状況まででありま

す。１ページから概略で説明いたします。 

Ⅰ 点検及び評価の結果、１ 教育委員会の活動状況、（１）会議の状況でありますが、会議

の期日、付議案件を掲載しております。 

５ページの中段でございます。（２）規則等の制定・改廃の状況でありますが、平成 30 年度

に改正された条例１件、規則３件を掲載しております。 

６ページでございます。（３）表彰の状況でありますが、ア 音更町文化奨励賞等、①文化奨

励賞で、２個人、２団体、② 文化奨励特別賞で、１団体を表彰しております。 

７ページでございます。イ 音更町スポーツ賞等、① スポーツ賞で、19 個人、② スポー

ツ奨励賞で、４個人、③ スポーツ功労賞で、１個人を表彰しております。 

８ページでございます。（４）研修会等への参加の状況 でありますが、平成 30 年度は、北

海道市町村教育委員研修会に参加し、子どもを取り巻く現状や課題について学ぶとともに、教

育委員の役割について理解を深めています。また、北海道立子ども総合医療・療育センターを

視察し、胎児期から一貫した医療・療育を総合的に提供する専門施設の機能や課題について情

報を得ています。 

（５）学校訪問の状況 でありますが、平成 30 年度は「異校種間の交流状況」を重点テーマ



【④会議結果】 

に訪問したことなどを掲載しております。 

９ページでございます。（６）町民への情報提供の状況 につきましては、ア 広報紙や イ 

ホームページを活用し、教育に関する制度や手続き、行事等の周知を図るため、様々な情報を

提供しており、前年同様の内容となっております。 

10 ページでございます。これ以降につきましては、３ 教育行政推進における主要な施策の

実施状況になりますが、説明につきましては、７月の定例会議で行うこととさせていただきた

いと存じます。なお、７月の定例会議におきましては、重点的な評価項目といたしました 確

かな学力の向上、健やかな体の育成、豊かな心の育成の３点に関する内容を追加し、お示しす

る予定としております。また、評価委員による評価会議を、７月下旬から８月中旬までに、２

回予定しているところであります。以上、説明とさせていただきます。ご協議のほど、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。 

報告書を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、報告書は原案のとおり決定されました。 

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。提案議案以外に、

教育委員の皆さんから何かあれば発言してください。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  事務局からありますので、まず、働き方改革推進プランについてですね。 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

音更町立学校に係る部活動の方針の概要と策定の進捗状況等についてご説明を申し上げます。

お手元に、音更町立学校に係る部活動の方針の策定等について、別冊で音更町立学校における

働き方改革推進プラン（見直し素案）及び音更町立学校に係る部活動の方針（素案）、新旧対照

表と比較表を配付させていただいておりますが、３枚ものの音更町立学校に係る部活動の方針

の策定等についてで説明させていただきたいと思います。 

部活動の方針につきましては、学校における働き方改革の一環として、平成 30 年３月にスポ

ーツ庁が運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインを、平成 30 年 12 月に文化庁が文



【④会議結果】 

化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインを策定しております。また、北海道において

は平成 31 年１月に北海道の部活動の在り方に関する方針が策定され、北海道アクションプラン

が平成 31 年３月に改定されております。 

これを受けて、各市町村においても方針の策定をすることになっており、今回、音更町立学

校に係る部活動の方針の策定と、これに伴って、昨年策定いたしました音更町立学校における

働き方改革推進プランの見直しを行っております。 

現在は、６月 11 日（火）の校長会に素案として提示し、６月下旬を目途に校長会としての意

見を取りまとめていただくことになっております。その後、その意見を元に修正等を検討し、

７月 16 日の校長会議において町の方針と推進プランの最終確認を行い、７月 18 日の教育委員

会会議に提案し、ご決定をいただきたいと考えております。 

それでは、１ 音更町立学校に係る部活動の方針の概要についてでございます。方針策定の

趣旨といたしましては、部活動は、学校教育が目指す資質や能力の育成に資するものであり、

学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意する必要があること、生徒の多

様な学びの場として教育的意義が高いと考えられること、部活動の実施にあたっては、生徒の

学校生活等への影響を考慮した休養日や活動時間を設定するなどのほか、生徒のバランスの取

れた生活や心身の成長に配慮する必要があることや、教師の負担が過度にならないように配慮

し、合理的でかつ効率的・効果的に行われる必要があるとしております。このようなことから、

国のガイドライン、道の方針を参考にして、本方針を策定いたします。 

次に、２ページの方針の内容でございますが、大きく６項目となっております。１ 適切な

運営のための体制整備では、各学校における部活動の方針の策定や指導運営に係る体制の構築

について規定しております。 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進では、運動部活動・文化部活動それぞれにお

ける適切な指導の実施について規定しております。 

３ 適切な休養日等の設定では、平日１日、土日１日の週２日以上の休養日を設けること、

また、１日の活動時間については、現行の本町の推進プランでは、平日２、３時間程度、休業

日は半日程度としておりましたが、新しい部活動の方針では、平日２時間程度、休業日で３時

間程度にするなど、適切な活動時間とすることを規定しております。 

４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備では、部活動の設置や統廃合、合同チームの編成、

さらには地域との連携などについて規定しております。５ 学校単位で参加する大会等の見直

しでは、参加する大会の精査などについて規定しております。６ 部活動の充実に向けてでは、

女子の指導や、部活動顧問に対する指導の徹底、保護者との連携による環境づくりなどについ

て規定しております。方針の全文については、別冊として添付しておりますが、おおむね道教

委で策定している道立学校に係る部活動の方針に準じた内容となっております。また、比較表
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を添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

次に、３ページ中ほどからの２ 音更町立学校における働き方改革推進プランの見直し内容

についてでございます。はじめに、項目４の推進プランの目標及び期間でございますが、現行

では、平成 32 年度末に目指す指標の① 部活動休養日の完全実施日数を年間 73 日としてござ

いますが、先ほどの部活動の方針において、「部活動休養日を週２日以上とし、活動時間は平日

２時間程度、休日３時間程度と規定しておりますので、これに合わせまして、令和２年度末に

目指す指標を、① 部活動休養日の完全実施日を平日 週１日 52 日＋週末 週１日 52 日＋学校

閉庁日９日のうち重複した日数を除いた日数」に見直しを行うものでございます。次に４ペー

ジになります。項目７の具体的な取組のうち、取組２の部活動指導に関わる負担の軽減であり

ます。これにつきましては、ほぼ全項目を、平成 31 年３月に改定された北海道アクションプラ

ンに準じた形で見直しを行っております。また、現行の方の□の中の負担軽減の方策、①部活

動休養日の実施のうち、４つ目からの定期テスト前の３日間の休養日、体育祭や文化祭翌日の

振替休業日の休養日、入学式・卒業式・始業式・終業式の日の休養日をすることにつきまして

は、音更町独自の項目でございます。この項目につきましては、推進プランの見直しでは削除

となっておりますが、部活動の方針の中で努力義務として休養日とすることを盛り込んでおり

ます。こちらも新旧対照表の中で道のプランとも比較できるようにしておりますので、後ほど

ご覧いただければと思います。 

次に、この方針の運用開始時期についてでございますが、７月 18 日に決定いただいた後、各

中学校において、部活動顧問や保護者の理解を得るための周知期間を設けるなどして、校長会

と協議の上進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上、部活動の方針の策定等についての説明でございます。 

（教育長） 

  この件について何かありますか。 

田中教育長職務代理。 

（田中教育長職務代理） 

今説明いただきました部活動顧問の話が出ましたけれども、学校の教員たちの理解だけでは

なく、学校で地域への説明と、熱心に父兄や保護者にも伝えるという努力をしてほしいと思い

ます。よろしくお願いします。 

（教育長） 

よろしいですか。次回は議案になると思いますので。 

（田中教育長職務代理） 

  はい。 

（教育長） 

  次に、佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 
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  口頭でご報告いたします。今年度のこども姉妹町視察研修についてでございます。こども姉

妹町視察研修につきましては、本年度参加予定数 15 名に対しまして、当初６校から男子 14 名、

女子５名の 19 名の参加希望推薦があり、コメントと受入について調整が必要な状況でした。そ

の後辞退者が発生したことで最終的に先方と同数の 15 名ずつとなりましたことから５月中協

議が整いまして、申込みのあった男子 10 名、女子５名の 15 名の参加者が決定し５月末に通知

を保護者あてに送付いたしましたので、報告いたします。また引率団についてもご決定させて

いただいておりまして今年度の団長は木野東小学校の小松校長先生、副団長は、音更小学校の

斉藤教頭先生となりますので、お知らせをいたします。今回 34 回目という歴史ある事業になり

まして蛇足でございますが、私が 28 年前に引率した４年生の子どもさんの子どもさんが参加し

てくれる第２時代に突入しておりまして歴史ある事業になってきてございます。以上でござい

ます。 

（教育長） 

  よろしいでしょうか。 

次は、八鍬スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  スポーツ課から口頭ではございますが大雨被害により閉鎖しております鈴蘭河川緑地パーク

ゴルフ場の再オープンについてご報告を申し上げます。 

平成 28 年の台風に伴う大雨の被害により閉鎖いたしましたパークゴルフ場のうち音更川リ

バーパーク及び十勝川温泉アクアパークにつきましては、昨年８月１日にオープンいたしまし

たが、鈴蘭河川緑地につきましては芝の整復不良によりさらに養生が必要なことだったことか

ら、再オープンの時期を遅らせていたところでございます。今年度におきましても芝の養生を

行いまして秋ごろの再オープンを予定したところでありますが、フェアウェイを含む大部分の

芝が順調に生育したことから再オープンの時期を早めることとし、８月１日木曜日に再オープ

ンすることといたしましたので、ご報告させていただきます。なお、再オープンの周知につき

ましては、町のホームページ、新聞報道の周知のほか役場庁舎、木野支所、各パークゴルフ場

にて近日中にお知らせすることとしておりますが、広報紙による周知につきましては、今月発

行した７月号には間に合いませんでしたので、来月７月 25 日発行の広報８月号による周知を行

いたいと考えております。今後再オープンに向けて準備を進めておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

以上スポーツ課からの報告でございます。 

 

（教育長） 

  よろしいでしょうか。 

（各委員） 

  はい。 

（教育長） 

これをもちまして、令和元年６月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１３時５０分） 


