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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和元年７月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和元年７月１８日 午後１時００分～午後２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 

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   令和元年度教科書展示会での意見について 

４ 議案第１号   音更町立学校に係る部活動の方針の策定について 

５ 議案第２号   音更町立学校における働き方改革推進プランの見直し

について 

６ 議案第３号   音更町いじめ問題等対策委員会委員の委嘱について【秘

密会】 

７ 議案第４号   英語指導助手の採用について【秘密会】 

８ 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 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第４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７月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和元年７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 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時００分） 

 

 

令和元年７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７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。 

７月２日（火）学校寄席が、２日、３日と下音更小学校と柳町小学校で開催されました。下

音更小学校及び柳町小学校、緑陽台小学校の４年生から６年生を対象に実施しております。来

ていた落語家さんにつきましては、昨年度と同じ、春風亭一蔵さんということで、大変盛り上

がっておりました。７月 16 日（火）、校長会議・教頭会議が生涯学習センターで開催されまし

た。議案は配布のとおりでございますが、教育長からは本日の議案となっております、部活動

の方針と推進プランにつきましてお話があり、そのほか交通法規遵守、飲酒運転根絶等につい

てのお話がありました。 

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。 
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（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 令和元年度教科書展示会での意見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ページをご覧いただきたいと思います。報告第２号 令和元年度教科書展示会での

意見について報告いたします。 

今年度の教科書展示会は、令和２年度から使用する小学校用教科書と、平成 27 年度に採択さ

れた中学校用教科書につきまして、音更町図書館において、６月 14 日から７月 29 日までの閉

館日を除いた 14 日間で開催しております。 

閲覧者名簿に署名をいただいた方は 45 名であり、７ページまでに記載のとおり、15 件の意

見をいただいております。意見の多くは、社会と道徳についての意見となっております。それ

ぞれの意見の内容につきましては、後ほどご覧いただきますようお願いいたします。教科書採

択につきましては、現在、第 12 地区教科書採択教育委員会協議会で採択事務が進められており

ますが、教科ごとに３回の調査委員会が開催され、その調査委員会につきましては、昨日で終

了しております。今後、調査委員会の調査報告結果を基に、７月 23 日に開催される第４回協議

会から、３回の協議会が開催され、８月６日の第６回協議会で教科用図書の決定が行われる予

定となっております。その後、８月の教育委員会定例会におきまして、本町として採択をして

いただくことになります。 

以上でございます。 

（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４、議案第１号 音更町立学校に係る部活動の方針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８ページをご覧ください。議案第１号 音更町立学校に係る部活動の方針の策定につ

いてご説明いたします。 

音更町立学校に係る部活動の方針案及び音更町立学校における働き方改革推進プランの見直

し案につきましては、６月の教育委員会その他のところで概要を説明いたしましたが、７月 16

日（火）の校長会議において最終確認を終えましたことから、本日の教育委員会会議において、

ご決定をいただきたいと考えております。 

別冊の音更町立学校に係る部活動の方針（案）の１ページをご覧ください。 

方針につきましては、概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
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となっております。 

はじめに、方針策定の趣旨等といたしましては、９点を挙げておりますが、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ページでございますが、１ 適切な運営のための体制整備ということで、（１）部活

動の方針の策定等では、毎年度の各学校における部活動の方針の策定や、校長の部活動の管理

指導の方法等について、（２）指導・運営に係る体制の構築では、校内での適正な数の部の配置、

複数顧問の配置などについての指導や、部活動を担当する教師の勤務時間の管理等を規定して

おります。 

３ページになります。２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進では、（１）で運動部活

動、（２）で文化部活動における適切な指導の実施ということで、生徒の心身の健康管理、事故

防止、体罰やハラスメントの根絶の徹底等と、その指導・徹底について規定しております。 

４ページをご覧ください。３ 適切な休養日等の設定では、アにおいて、休養日及び活動時

間の基準を設定しており、休養日については、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日の活動時間につきましては、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。なお、「定期テスト前の３日間」、「体

育祭や文化祭翌日の振替休業日」、「入学式・卒業式・始業式・終業式の日」を休養日とするこ

とにつきましては、音更町独自の項目でございます。５ページのイでは、大会前 1 か月以内の

期間等における特例についての規程でございます。ウにつきましては、主に冬季に行われる部

活動等についての特例の規程でございます。エ、オにつきましては、学校の部活動に係る基本

方針の公表と教育委員会の指導について記載しております。 

続いて、６ページですが、４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備では、（１）部活動の設置

や統廃合、合同チームの編成について検討をすること、（２）地域との連携等では、教育委員会

と学校が、地域の人々との協力、関係団体との連携などによる、スポーツ・芸術文化活動のた

めの環境整備を進めること、今回の取組について保護者の理解と協力を促すこととしてござい

ます。 

７ページになりますが、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、（１）から（４）で、女子の指導や、部活動顧問に対する生

徒との信頼関係づくりなどの指導の徹底、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。 

なお、本方針及び議案第２号の推進プランにつきましては、ご決定いただきました際には、

本日７月 18 日から適用し、令和２年度の実施に向けて、２学期から各学校において順次対応し

てまいりたいと考えております。 
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以上、説明とさせていただき、ご審議のほど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。質疑はありませんか。 

種川委員。 

（種川委員） 

  先日、学校訪問に伺った中学校では、ほぼ示したようにできそうな見通しですということで

したので、安心していますが、７月 16 日の定例校長会議に示した際に校長先生達からどんなお

話があったかということを聞きたいのが一つと、２ページの真ん中の（１）のオのところです

けれども、保護者に配布するというふうにとらえてよろしいのでしょうか。この２つお願いい

たします。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  はじめのご質問で、16 日の校長会議においての校長先生達からのご意見というお話というこ

とでございますが、両方ともこの方針、推進プランどおりでよろしいということで、特に中身

自体、意見はございませんでした。先ほど最後のご説明をしました適用日といいますか、実施

日といいますか、そこのところがやはり、今すぐに適用しても実際に学校でやっていくのは、

難しいところがあるというお話がありましたので、そちらにつきましては、先ほどご説明させ

ていただいたとおり２学期から、実施できるところから進めていき、令和２年度にきちんとし

たものが出来るように、保護者にも理解を得ていくというようなことで進めていく予定でござ

います。 

今の２ページの（オ）の「当該顧問が年間及び活動計画、活動全般及び大会出場等に要する

経費等に係る資料を配布するなどして活動場所に関する保護者・生徒の理解を得、指導すると

ともに」というところですが、部活動顧問が活動計画ですとか、活動全般及び大会出場の経費

の資料を保護者に配布してこれをもって、保護者の理解を深めていくというところでございま

す。 

（種川委員） 

  ありがとうございます。 

（教育長） 

  ほかに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） 

  ちょっとわからないところなのですが、７ページのところの、５ 学校単位で参加する大会

等で、あくまでも学校単位ということなので、個人種目の場合にはそういうものまで規制はな

いとのことでよろしいのでしょうか。たとえば、個人で、中体連の大会があるという場合は、

対象が学校単位になるのでしょうか。 

（学校教育課長） 

  学校として、その子が選出されて出るという場合は、該当すると思うのですが、例えば自分
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でクラブチームに入っていたりして、そちらの大会に出るという場合は、そちらの方までは、

なかなか学校で管理、指導するのは難しいのかなと思いますので、そういう意味での学校単位

です。 

（田中教育長職務代理） 

  あくまでも学校単位ということですよね。個人のことではないということで、わかりました。

今のことですけれど、回数の上限の目安等定めるというのですから、具体的に何日か、校長が

ある程度認識して決めてもらっていいということでいいですよね。 

（学校教育課長）  

  種目によっても、大会の数というのがかなり差があると思いますので、その辺は、校長先生

と指導者と協議していただいて決めていただくということになります。 

（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５ 議案第２号 音更町立学校における働き方改革推進プランの見直しについて 

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９ページをご覧いただきたいと思います。議案第２号 音更町立学校における働き方改

革推進プランの見直しについて、ご説明を申し上げます。先ほどご決定いただきました音更町立

学校に係る部活動の方針案の策定に伴い、音更町立学校における働き方改革推進プランの見直し

を行おうとするものでございます。また、平成 31 年３月に改定された北海道アクションプランに

準じた形でも見直しを行っております。 

今回、見直しをする部分につきまして、ご説明いたします。２ページをお開きいただきたいと

思います。項目４の「推進プランの目標及び期間」でございます。 

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

おりますが、先ほどの部活動の方針に合わせて、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」ということに見直しを行うものでございます。 

次に４ページでございます。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

の軽減ということでございます。これは、（1）部活動休養日等の完全実施につきましては、「町教

委は、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し、ケガの防止や心身のリ
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フレッシュを図るほか、教師が健康で生き生きとやりがいを持って勤務しながら、学校教育の質

を高められる環境を構築するためには、教員の部活動指導における負担が過度にならないよう配

慮する必要があることから、全ての部活動における休養日等の完全実施に向けた取組を進める。」

と見直ししております。 

また、四角の中の部活動指導にかかわる負担軽減の方策ですが、①部活動休養日の実施は、平

日１日、土日１日の週２日以上の休養日を設けること、学校閉庁日は休養日とすること。②部活

動の活動時間では、１日の活動時間は、平日２時間程度、休業日で３時間程度にすることと見直

してございます。 

以上、変更点のみですが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６及び日程７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） 

 

（教育長） 

日程８、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 12 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、別紙のとおり協議い

ただこうとするものであります。 

別冊で配布をしております令和元年度（平成 30 年度対象）教育に関する事務の管理及び執行
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の状況の点検及び評価の報告書（案）をご覧ください。６月の教育委員会定例会議でお示しい

たしました素案に、「目次」と、１ページに「はじめに」といたしまして、点検及び評価の趣旨・

対象・方法を追加しております。また、11 ページになりますが、（７）教育委員会の組織、そ

して 12 ページから 29 ページには重点的な評価として（１）確かな学力の向上、（２）健やかな

体の育成、（３）豊かな心の育成について。それから 45 ページから 51 ページに昨年度の学識経

験者からの主な意見と対応状況を追加しております。なお、説明の後、前回６月定例会議でお

示ししました素案の部分も含めて各委員からご意見をご提言をいただき報告書に反映させたい

と考えております。 

それでは、追加いたしました内容についてご説明をいたします。 

１ページであります。はじめに、１ 点検及び評価の趣旨につきましては、昨年度と同様の

内容であります。２ 点検及び評価の対象につきましては、平成 30 年度に実施した、施策・事

業等が対象である旨記載しております。３ 点検及び評価の方法につきましては、今年度新た

にお願いする学識経験者２名を記載しております。 

11 ページをお開きください。（７）平成 31 年４月１日現在の教育委員会の組織を記載してい

ます。 

12 ページをお開きください。２ 重点的な評価、（１）確かな学力の向上では、平成 30 年度

の全国学力・学習状況調査は、例年の国語・算数・数学のほか理科についても調査対象になっ

ております。①児童生徒の学力の現状と課題につきましては、平成 30 年 12 月の教育委員会定

例会議におきまして、平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果の分析についてご報告をしてお

りますが、その中の小学校及び中学校の総評、領域・観点・問題形式の内容。それから、14 ペ

ージから 20 ページには、児童生徒質問紙の分析結果を記載しております。内容説明につきまし

ては、以前の報告と重複いたしますので割愛させていただきます。 

21 ページをお開きください。クロス集計分析につきましては、全国学力・学習状況調査の結

果を元に質問紙の結果と各教科問題の正答率についてクロス集計分析を行ったものであります。

②学力向上のための取組ですが、教育委員会の主な取組として 10 項目、学校の主な取組として

８項目、22 ページにもありますが、家庭や地域との連携として 10 項目あり、昨年度と同様の

取組内容となっております。 

23 ページでございます。（２）健やかな体の育成では平成 29 年度の全国体力・運動能力、運

動習慣等調査の結果の分析を追加で掲載しております。①児童生徒の現状と課題につきまして

は、平成 30 年 12 月の教育委員会定例会議において、平成 29 年度の全国体力・運動能力、運動

習慣等調査の結果についてご説明しておりますが、その中の、小学５年生及び中学２年生の分

析と考察、各種目ごとの全国・全道平均との比較の内容について、26 ページまで記載しており

ます。こちらにつきましては、以前との報告と一緒ですので割愛させていただきます。 

26 ページをお開きください。中段の②体力向上のための取組ですが、教育委員会の主な取組

として８項目、学校の主な取組として７項目、27 ページになりますが、家庭との連携による体

力づくりの推進として３項目あり、昨年度と同様の取組内容となっております。 

28 ページをお開きください。（３）豊かな心の育成でございます。①いじめ・不登校の現状

と課題についてでありますが、「いじめ」につきましては、平成 30 年 11 月に実施した、いじめ

に関するアンケート調査の集計結果の考査につきまして平成31年9月定例会議においてご説明
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しておりますが、抜粋して、件数等記載しております。また、「いじめはどんな理由があっても

許されない」と回答している児童生徒は、約 81％で、前年度と同じ割合になったところであり

ます。 

②いじめ・不登校未然防止の取組ですが、29 ページになりますが、教育委員会の主な取組と

して７項目、学校の主な取組として６項目、家庭や地域との連携として４項目であり、昨年度

と同様の取組内容となっております。 

30ページから 44ページの３ 教育行政推進における主要な施策の実施状況につきましては、

後ほど各課長・館長からご説明をいたします。 

45 ページから 51 ページには、４ 昨年度の学識経験者からの主な意見を表の左側の欄、対

応状況を右側の欄に掲載しておりますので、ご参照ください。 

次に 30 ページにお戻りいただき、３ 教育行政推進における主要な施策の実施状況におきま

して、各課長、館長からご説明をいたします。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  それでは、30 ページをお開きください。３ 教育行政推進における主要な施策の実施状況と

いうことで、学校教育課所管分の説明をさせていただきます。この説明につきましては、昨年

度からの変更点についてのみとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

項目の文教対策といたしまして、１ 教職員研修です。教職員 371 人に 295 万 1,259 円を、

校内研修・道内研修・校内研修実践指定校事業に交付しております。 

２ 教職員健康対策につきましては、教職員の健康診断を 340 人に実施し、平成 29 年度か

ら実施している、ストレスチェックにつきましては 296 人に実施しております。 

３ 教育の日推進事業につきましては、平成 30 年 12 月２日に開催された、おとふけ「教育

を考える日」記念フェスタでは、保育園・小学校・中学校・大学の教育活動報告や記念講演を

実施し、事業費の一部として 39 万 7,113 円を交付し、約 535 人の参加をいただいたところで

ございます。 

４ 教材教具の整備ということで、小学校に 1,332 万 7,894 円、中学校に 351 万 4,922 円、

18 校に合計 1,684 万 2,816 円を整備しております。 

５ 総合的な学習の時間支援事業といたしまして、小学校に 146 万円、中学校に 84 万円、

18 校に合計で 230 万円を交付しております。 

31 ページをご覧ください。６ 就学援助でございます。経済的理由により就学困難な児童生

徒 950 人に対し、9,738 万 5,419 円の就学援助費を支給しております。平成 30 年度の認定率は

23．2％で、昨年度より 1．2 ポイント上昇しております。また、入学準備金の入学年度開始前

支給の実施により、支給額が約 666 万円の増で、全体の支給額といたしましては、約 843 万円

の増となっております。 

７ 奨学資金でございますが、高校在学者で、家庭の経済的な理由により就学困難な者に対

し、公立高校在学者 69 人に月額 6,500 円、総額 533 万 6,500 円、私立高校在学者 38 人に月

額 10,000 円を、総額 450 万円、合計 108 人に、支給総額 983 万 6,500 円を支給しております。 

32 ページをご覧ください。８ 教育施設の整備でございます。工事ごとの内容につきまして
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は、省略させていただきます。右側の欄になりますが、既存施設の改修及び保全につきまして

は、平成 30 年度で、防火シャッター改修事業及び網戸整備事業が完了しております。 

また、建設後 30 年以上が経過し、老朽化が著しい音更小学校校舎と共栄中学校屋内運動場の

外壁塗装改修工事のほか、台風で被災しました共栄中学校テニスコート法面の復旧工事や、学

校水泳プールの改修等を実施しております。また、老朽化した学校の大規模改修につきまして

は、平成 26 年度から継続して実施しておりました木野東小学校校舎の大規模改修事業が完了し

ております。 

34 ページをお開きいただきたいと思います。９ 教員住宅の整備ということで、温水ボイラ

ーの更新が５戸、屋根塗装が５戸、浴室ほか改修工事が２戸、解体工事４戸（緑南中：サッカ

ー場駐車場）で、1,861 万 9,200 円を実施しております。 

10 開かれた学校づくりでは、学校評議員につきまして、小学校で 58 人、中学校で 18 人の

委嘱をしております。また、駒場中学校にはコミュニティ・スクールを設置し、地域と協働し

た取組を進めているところでございます。 

11 いじめ等の対策につきましては、先ほど部長から説明がありましたとおりでございます。 

12 児童生徒の安全確保につきましては、記載のとおりの事業を実施しております。 

続きまして 35 ページをご覧ください。 13 情報教育につきましては、木野東小学校、東士

狩小学校、東士幌小学校のパソコン教室の整備を実施しております。14 番から 15 番までは、

例年どおりとなっております。 

16 特別支援教育につきましては、肢体不自由学級及び病弱学級在籍児童生徒のうち、特に

介助が必要であるものに対し、生活介助員を８校に派遣しております。また、通常学級におけ

る発達障害等により特別な支援を要する児童生徒に対する学習支援員につきましては、平成 30

年度は 2人増員し、11 校に 32 人配置をしております。複式教育学習支援員につきましては、

例年どおり６校に２人を配置しております。以上で学校教育課所管分についての説明を終わり

ます。 

（教育長） 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  続きまして 36 ページ以降、生涯学習課所管分でございます。 

１点目、１ 青少年教育事業について記載の９項目の部分につきましては、例年どおり継続

的に実施しているところでございますが、上から４点目の中学生のリーダー研修 につきまし

ては、30 年度から新規事業として実施しているものでございます。初年度ということで、少数

の参加ではございましたけれど、今後ジュニアリーダーということで育成いたしまして、将来

的には小学生向けの夏期冬期のリーダー研修において、ジュニアリーダーということで、ボラ

ンティア的に参加していただけるような人材育成を目指しているところでございます。下から

二段目の北部３町ジュニアリーダーキャンプにつきましては、実施三年目ではございますが北

部３町で今後も継続的に行われていることを確認している事業でございます。 

次のページにまいりまして、２ 青少年対策でございます。放課後子ども教室につきまして

は、今年度も町内４小学校で実施しているところでございますが、小学校の新学習指導要領が

全面的に改訂されるということもありまして、拡大を見送ってきたところですが、今後は、市
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街地の未実施校における早期実施に向けた課題の整理を進めて前向きに拡大を検討していこう

とするところでございます。巡視指導、通報、青少年だよりの発行につきましては、例年どお

りでございます。 

３ 成人教育事業につきましては、例年どおり６項目で実施しておりますが、一番下の家庭

教育電話相談でございますが、今年度相談が０件でございましたので、例年数件あったのでは

ありますけれども、周知の方法等について検討してまいりたいと考えているところでございま

す。 

38 ページにまいりまして、４ 生涯学習事業でございます。例年どおり５点の事業について

実施しているところでございます。その下の項、各種講座等につきましては、三段ありますが

中の中段の郷土資料室開放まつりにつきましては、30 年度新規で実施してございます。こちら

につきましては、郷土資料室、おもに小学生の見学ということで利用していただいているとこ

ろなのですが、まだまだ町民の方々に、こちらの存在に気づいていらっしゃらない方も多いと

いうことで広く利用していただくということで、土日の２日間をかけまして、資料室を利用し

たいろいろなイベントを企画をいたしまして 125 名の来場者があったところでございます。 

次のページの一番上の項目でありますが、芸術文化大会参加補助ということで、芸術文化の

部分で優秀な成績を修めた方に対して補助事業を実施しているということで、今後も継続して

実施していこうと考えているところでございます。 

生涯学習課主管分は以上でございます。 

（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） 

  39 ページ上段の２項目からご説明いたします。 

５ 文化芸術事業について。中学生のための音楽教室・小学生のための芸術鑑賞会につきま

しては、在学生について例年実施をしている内容でございます。続いて文化祭、6,372 人とい

うことで例年より若干参加をいただいております。続きまして、芸術鑑賞事業 17 事業で 9,110

名、前年度より若干 733 名の参加減となっております。内容については、事業数が２件減とな

っている状況から減少となっております。引き続き住民ニーズに対応した事業の展開に努めて

いくところでございます。 

続いて、６ 文化センター利用状況でございます。事業別表の項目で、鑑賞会、発表会で 5

万361人、そのほかを含めまして6万9,022人の利用がございまして、昨年よりも2,322人3.48％

の増となっております。各部屋別の表につきましては、ご参照いただければと思っております。 

続いて 40 ページでございますが、７ 図書、視聴覚の振興でございます。図書館の利用状況

につきましては、図書館本館・分館とも前年度より利用が増となっております。一方団体貸付

が若干減っておりまして、率にして 0.42％ほど減となっております。続いて③の本館の入場者

数、9万 175 名ということで、全年に比べまして 2,465 名の減となっております。減の理由で

すが、こちらについては、システムの入れ替えを 10 月２日から、10 月８日まで７日間臨時休

業をいたしまして、図書館システムを更新してございます。さらには、胆振地方地震９月３日

のブラックアウトで１日間臨時休館をして、延べ８日間臨時休館をしたという状況でございま

して、こちら平均しますと例年どおりの利用状況かなと思っております。最後に 30 年度の図書
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の購入状況です。購入で、5,909 冊、寄贈を含めまして 6,643 冊、除籍が 5,423 冊、蔵書の総

数が 21 万 1,963 冊ということで、町の総合計画で目標設定しております 21 万冊の蔵書分を維

持しております。今後につきましても住民のニーズに対応した図書の貸出しにつきまして、努

めてまいる所存でございますのでよろしくお願いをいたします。以上でございます。 

（教育長） 

  八鍬スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  42ページをお開きいただきたいと存じます。スポーツ課所管の社会体育の振興でございます。

はじめに、１ 体力づくり、健康づくりの振興につきましては、スポーツライフ・スポーツ教

室・体力づくり教室など総合体育館、プールなどを利用して幼児から高齢者まで幅広い年齢の

方々にスポーツに親しむ機会を提供するため、各種事業を行っております。今後も住民のニー

ズを把握しながら継続して実施していくことが第一だと考えているところでございます。 

次に 43 ページの上段、スポーツ大会につきましては、こちらの方は、音更町体育協会とその

加盟団体、教育委員会と相互に協力、または独自に各種大会を開催したところでございます。 

２ 指導者、リーダーの養成及び３ 奨励及び顕彰につきまして、例年どおり実施をしたと

ころでございます。４ 施設の利用状況でございますが、屋内体育施設につきましては、競技

スポーツや生涯スポーツの場として、利用されているところでございまして、平成 29 年度と比

較して、全ての施設において微増となったところでございます。 

44 ページをお開きいただきたいと存じます。２番目の軽スポーツセンターにつきましては、

鈴蘭・宝来の両スポーツセンターでございますけれども、こちらの方も町民の身近な施設とし

て、サークル活動等に活発に利用されております。 

３番目の運動公園等につきましては、屋外の運動公園になりますが、こちらの方につきまし

ては、河川敷地にある屋外体育施設がございますが、台風被災により立ち入り禁止となってお

りました、パークゴルフ場のうち昨年は２ヶ所のパークゴルフ場が８月に再オープンをしてお

ります。また、音更町サッカー場につきましては、昨年４月から本格的にオープンし、多くの

大会や練習に利用されているところでございます。ただ、まだ被災して復旧していない施設も

ございますので、そういった施設も含め、適切な維持管理につとめていかなければならないと

いうふうに考えているところでございます。 

４番目の学校開放事業につきましては、スポーツ活動の場として小中学校の体育館の施設を

開放しているところでございまして、地域の少年団や各サークル等が利用しているところでご

ざいます。 

  最後、５ 指定管理者制度の導入についてでございますが、施設の効率的・効果的な運営を

図るとともに、利用者に対してより良いサービスの提供に努めるものとして導入しておりまし

て、民間事業者のノウハウを活用して、町民の心身の健全な発達とスポーツの普及振興に寄与

しており、今後も事業の充実に期待したいところでございます。 

説明は以上でございます。 

（教育長）  

説明が終わりました。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。 



【④会議結果】 

（田中教育長職務代理） 

  ちょっとお聞きしたいのですが。30 ページですね、文教対策ですけれど教職員の研修の対象

教員数と教職員の健康対策の人数、研修の対象教諭が 371 名で、健康診断を受ける人数が 340

名で、31 名の差の人数の違いはどうしてですか。健診を受けていないということですか。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  自分で病気があっていろいろと検査を受けたりしている場合は、この健康診断ではなくて、

自分で受けている診断の中から添付する形になっている部分がありますので、そちらの方と、

まったく受けていない人がいるとは思えないのですが。 

（田中教育長職務代理） 

  そうですよね。常に入院してるってことですね。 

  ちょっと確認ですけれど、音更町の教員って 371 名と理解していいですか。 

（学校教育課長） 

  そうですね。対象教員数 371 名となっていますので。 

（田中教育長職務代理） 

  はい、わかりました。 

（教育長） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  田中教育長職務代理。 

（田中教育長職務代理） 

  もう一つなんですけど、前から聞こうと思っていたんです、34 ページの教員住宅の整備のと

ころなのですが、今、音更町内に、教員住宅ってどれくらいあるかわかりますか。 

 すぐじゃなくて、今度でいいですけど。以前聞かれて、教員住宅って減っていっているのは間

違いないですよね。 

 （教育長） 

  この間にほかに質疑ありませんか。 

（種川委員） 

  私も気づかないでいたのですが、20 ページ、タイトルとグラフが合ってないなと思い見たの

ですが。 

 

（教育長） 

  違いますね。７と８が逆転したんですね。 

 休憩します。 

 

（教育長） 

休憩を解いて、会議を再開します。 

草浦学校教育課長。 

 



【④会議結果】 

（学校教育課長）  

先ほどの、教員住宅の件でございますが、現在保有管理数が 117 戸で、このうち計画的な整

備を要するのが 64 戸、53 戸につきましては、老朽化していることから整備を実施しないとい

うことでそのままの状態です。予算がつけば、随時解体していきたいと考えておりますが、な

かなか予算がつかないものですから。 

（教育長） 

 解体したいのが 53 戸。 

（学校教育課長）  

 そうです。  

（田中教育長職務代理） 

  一応カギみたいのはかかって、使われるってことはないですよね。そういうのは大丈夫なん

ですよね。 

（学校教育課長） 

  はい。 

（田中教育長職務代理） 

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。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

休憩します。 

 

（教育長） 

  休憩を解いて会議を再開します。 

 

（教育長） 

  ほかに質疑ありませんか。 

なければ、これで質疑を終わります。これから、協議案第１号についての件を採決します。 

本件は原案のとおり点検評価委員会に提出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提出いたします。 

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。よろしいですか。 

それでは、事務局から八鍬スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  スポーツ課から今年度実施いたします音更町総合体育館・武道館にかかる指定管理者の公募



【④会議結果】 

等につきまして、今後の進め方について別紙でお配りしております資料によりご説明を申しあ

げます。 

  今年度末、令和２年３月 31 日をもって指定管理者の指定機関の５年間を満了する音更町総合

体育館及び武道館につきまして、令和２年、来年７月１日からの指定管理業務に伴う指定管理

者の指定に向けて、今後指定管理者の公募募集等を行うことになりますが、これまで同施設の

指定管理者の応募については、指定管理者制度導入時であります平成 19 年度からの１期目のみ

複数社、そのときは３社から応募がありましたが、その後平成 22 年度からの２期目、平成 27

年度からの３期目の公募募集に対しては、株式会社 オカモト１社のみからの応募でございまし

た。そのため１社である場合の選定は、絶対評価となり複数社から応募のあった場合の相対評

価のように比較検討することが出来ないこともあり、応募が１社であった昨年の温水プールに

おける選考結果につきましては、町議会の常任委員会から複数が応募できるような手法につい

て検討することが求められているところでございます。 

今年度実施する指定管理者の公募募集については、応募しようとする意向をもっている事業

者が検討する期間及び事業計画の策定や資料作成など、応募の手続きに必要な期間を確保する

ため次のように進めることとしたいと考えております。 

一つ目の公募開始前における事前周知につきましては、新たな取組でありまして、これまで

は町の広報の発行日、昨年は９月 25 日発行の広報 10 月号から広報紙及び町のＨＰより公募開

始周知を行っておりましたが、今年度は、公募開始前に指定管理者募集の予定について事前の

周知を行うことといたします。周知につきましては、町のＨＰ及びインターネット上における

指定管理者応募サイト ベスピィにおいて募集等公募開始時期の予定について告知することと

いたします。なお、これらの事前周知につきましては町のＨＰについては、本日から周知を図

るということでございます。 

二つ目は、募集期間の延長でありまして、これまで８月下旬に開催される定例教育委員会及

び議会の総文教常任委員会へ公募内容を説明し、昨年は町の広報発行日９月 25 日に合わせて公

募募集を開始していきましたが、定例教育委員会等の説明から公募まで期間が１か月程度ある

ことから今年度は、説明後速やかに公募募集を開始することといたします。これにより募集期

間は、従来の約１か月より半月ほど延長することができ１か月半程度確保できることとなりま

す。なお、公募の開始につきましては、町のＨＰ及び事前周知を行っている指定管理者募集サ

イトにより周知することとし、公募開始後に発行となる町の広報紙でも周知することといたし

ます。 

３の全体的なスケジュールの予定でありますが、ただいまご説明いたしました公募開始前の

事前周知及び募集期間の延長以外につきましては、昨年実施した温水プールのスケジュールと

同様となっておりまして記載のとおりであります。なお、定例教育委員会におきましては太字

下線部分になりますが、括弧に公募内容の説明を８月下旬に行い、その後（５）選定委員会の

委嘱、（７）選定委員会から答申のあった指定管理者の候補者について 10 月中旬と 11 月下旬に

開催予定の定例教育委員会にお諮りをする予定としておりますので、よろしくお願いを申し上

げます。説明は、以上でございます。 

（教育長） 

  この点についてよろしいでしょうか。 



【④会議結果】 

（各委員） 

  いいです。 

（教育長） 

それでは、これをもちまして、令和元年７月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時００分） 

 


