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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和２年１０月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和２年１０月１５日 午後２時００分～午後２時４５分 

開 催 場 所 音更町役場 ２階 第１・第２委員会室 

委 員 出 席 者 福地教育長、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 
八鍬教育部長、藤原学校教育課長、宮田生涯学習課長兼生涯学習係長、佐藤文

化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校

教育係長、遠山主査、安村施設係長 

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   音更町奨学資金支給者の決定について【秘密会】 

４ 議案第２号   令和２年度音更町文化奨励賞等表彰者の決定について

【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 議案第１号、第２号までにつきましては、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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令和２年１０月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和２年１０月１５日 

ところ 役場 ２階 第１・第２委員会室 

 

委員会出席者 福地教育長、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 八鍬教育部長、藤原学校教育課長、宮田生涯学習課長兼生涯学習係長、佐藤文

化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校

教育係長、遠山主査、安村施設係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１４時００分） 

 

令和２年 10 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２年 10 月の教育委員会会議定例会を開会いたします。 

  議事に入ります前に、１点報告をさせていただきます。 

  田中教育長職務代理者の件でございますけれども、今年の 11 月 1 日で任期満了となります。 

先日９月 30 日の議会本会議におきまして、再任の議案を提案させていただきまして、任命同

意の議決をいただいております。 

  新たな任期として、11 月２日から４年間となっておりますが、引き続きよろしくお願いいた

します。 

  なお、田中教育長職務代理者におかれましては、11 月２日から引き続き教育長職務代理者と

して指名することとしておりますので、よろしくお願いいたします。 

  決定しましたら、改めて通知をもってお知らせをさせていただきたいと思います。 

  日程１、会議録署名委員の氏名を行います。 

  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。 

  藤原学校教育課長。 

（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。 

  ９月 29 日（火）、音更町郷土資料室調査員会議が開催され、郷土資料室の充実・整備に向け

て収蔵資料の再評価、展示方法などの検討がなされております。 

  10 月１日（木）、新入学児童健診が始まり、10 月 22 日までの日程で行われます。 



【④会議結果】 

  現時点で、令和３年度の新入学児童数は 353 人となっております。 

  10 月２日（金）、第２回社会教育委員協議会が開催され、本日の議案にあります文化奨励賞

候補者等の選考を行っておりますので、後ほどご審議をお願いいたします。 

  10 月８日（木）、第１回生涯学習推進協議会が開催され、音更町第４次生涯学習推進基本構

想の策定に関する諮問が行われております。 

  10 月９日（金）、第２回奨学資金審議会が開催されました。後ほど、議案でお諮りいたしま

す。 

  10 月 12 日（月）、校長会議、教頭会議が特別会議室で開催されました。 

  議案については、配布のとおりでありますが、教育長からお話がありましたとおり、田中教

育長職務代理者の５期目の就任について、教職員の服務規律の保持等についてのお話がありま

した。 

  10 月 14 日（水）、教育支援委員会が開催されております。 

  10 月 15 日（木）、本日、定例教育委員会が行われております。場所が第３委員会室となって

おりますが、第１･第２委員会室であります。申し訳ありませんが、訂正をお願いします。 

  以上、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。 

（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と日程４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て案件の審議はすべて終了いたしました。 

  提案議案以外に、教育委員および事務局から何かあれば発言してください。 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  お手元に、議案とは別にＡ４の資料を配布しておりますので、そちらをご覧ください。 

  町内小中学校の行事予定状況について、修学旅行、運動会、学習発表会など今後の予定も含
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めて説明させていただきます。 

  新型コロナウイルス感染症の対応のため、修学旅行は感染リスクの低減に努めるなど、目的

地の変更、日程を延期するなどの対応を行っております。 

  また、運動会、体育祭、学習発表会、文化祭につきましても、通常の形態ではなく、授業の

中で内容を工夫しながら、学校の実態に合わせて実施計画をしてきているところであります。 

  始めに、修学旅行ですが、今年度は複式校を除く 12 校が計画をもち、既に８校が終えており

ます。 

  今後、10 月末に中学校１校、11 月に小学校３校が出発いたします。 

  日程、行き先につきましては、小学校は１泊２日で、登別、旭川、小樽方面となっておりま

す。 

  中学校は、駒場中学校は３泊４日となっておりますが、それ以外は２泊３日で、函館、登別、

小樽、留寿都、旭川、羅臼方面となっております。 

  また、国立アイヌ民族博物館がありますウポポイを音更小学校、緑陽台小学校、下音更中学

校、緑南中学校、共栄中学校の５校が見学先としております。 

  コロナ対策でございますが、こちらの表に記載のとおり、通常、各学校クラスごとにバス１

台としているところ、間隔を空けるということで増便しております。 

宿泊先では、部屋の宿泊人数を減らして、部屋数を増やすという対応をしております。 

  また、健康管理の徹底ということで、出発前はもちろんですが、行った先々でも検温等の管

理を徹底するということを実施しております。 

  学校生活の中でも実施しておりますが、マスクを外した時にケースなどに保管するというこ

とも徹底しております。 

  下音更中学校のところに書いてありますが、使い捨て手袋の用意をしており、宿泊先での食

事等で共有する場面がある時に使用するということを聞いております。 

  行事を終えている学校から感想等、保護者から意見等何点かお聞きしておりますが、コロナ

禍で行動が規制されている中で計画段階からの苦労が多かった、様々な準備がぎりぎりになっ

たということで大変苦労したということを聞いております。 

  コロナ対策を適切に行い、実施できたことは良かった。また、感染予防を考慮しながら、子

どもたち自ら深く考えた修学旅行になったというご意見をいただいております。 

  保護者からは、コロナ禍で実施できて良かったという感想が多く寄せられているそうです。 

  下音更中学校では、子どもたちの表情が見られるように、オンライン上で現地から写真をア

ップロードするという試みを行ったそうです。とても好評だったというお話をいただいており

ます。 

  北海道の教育旅行支援事業と、ＧＯＴＯトラベル事業を活用しているところではあったので

すが、修学旅行へ行く直前ということもあり、全体像が見えない中で、旅行会社もどういう風

に進むのか分からないということもあり、学校側も保護者への周知が遅くなってしまったとい

うことで、かなり苦労したという話は聞いております。 

  修学旅行の金額でありますが、北海道の教育旅行支援事業、ＧＯＴＯトラベル事業で賄えて

はいるのですが、例年、小学校では、２～３万円の費用となっておりますので、概ねその中で

収まるというふうに聞いております。 
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  ＧＯＴＯトラベルで対象になれば若干返金もあるというふうに聞いております。 

  中学校に関しましては、例年、道外へ行っていることもあり、今回道内に行き先を変更して

おりますので、全体的に費用は例年より低くなっております。 

  今後、このコロナ禍で来年以降どうなるかわかりませんが、国･道の動向を注視しながら情報

が入りましたら、学校側と協力して情報を共有していきたいというふうに考えております。 

次に、運動会、体育祭であります。 

  既に９月、10 月上旬までに全校で実施しております。 

  小学校は、体育の授業を利用して１時間から２時間程度、学年ごと、低・中・高学年に分け

て実施しているところもございます。 

  実施内容につきましては、陸上競技等を中心に、徒競走、リレーなど２種目から３種目程度

で実施しております。 

  小規模校に関しましては、規模は縮小となっておりますが、地域参加ということで例年に近

い形で実施しております。 

南中音更小学校につきましては、閉校記念事業と合わせて行っているということであります。 

  中学校に関しましては、同じく体育の授業を利用して、リレー、大縄跳び、ダンスの披露な

ど３種目程度で実施しております。 

  運動会、体育祭は平日に行っているところがほとんどですが、音更中学校に関しましては、

10 月３日（土）に体育祭と文化祭を合わせて１日で実施しております。 

  参観方法ですが、授業の参観日に合わせて実施しているところがほとんどです。保護者、地

域の方、保育園の児童等も参加して行っているところもあります。 

  運動会、体育祭を終えて、学校側から意見等をお聞きしております。 

  短時間で集中的に行い、子どもたちが意欲を持ってできた。学習成果を公開することができ

て、子どもたちも達成感を持って行えた。その反面、高学年の責任ある役割ができなかった、

下級生を引っ張る力を育てることが難しかったので寂しい気分もあったということをお聞きし

ております。 

  中学校では新しい試みとして、音更中学校は体育祭と文化祭を融合した形で１日で実施いた

しました。新しい形で行事を行えたということは、今後にも活きていくのではないかというお

話でした。 

準備の時間数も減ったということもあり、負担が少なかった中で生徒の集中力、いろんな工

夫ができたということで、今後に活かしていけるのではないかというお話をきいております。 

保護者からは、修学旅行と同様に、コロナ禍の中で実施できてほっとしている。時間数が短

く、学年ごとに分けて実施したということで、間近で見ることができたというお話をいただい

ております。 

最後に、学習発表会、文化祭は小学校では今月末から 12 月にかけて実施する予定であります。 

中学校に関しましては、既に終了しているところもありますが、11 月上旬に予定していると

ころもございます。 

表にありますとおり、実施しない、または、検討中というところが４校あります。 

実施しない学校については、コロナ対策ということで、密が心配だということと、練習時間

など履修の確保など総合的に判断して、実施しない方向であるということです。 
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ただ、参観日はこれからもあるということなので、そういうものを利用して発表ではないも

のの学習を見てもらうということで弾力的に対応したいということを聞いております。 

参観方法に関しましては、学年ごとに参観日に合わせて実施するということです。１家庭で

人数制限をしたり、学年の入替を実施することで人数制限をしているそうです。 

実施内容でありますが、小学校に関しましては、学年ごとに楽器の演奏、劇といったものを

実施、中学校に関しましては、既に終わっているところが多いですが、合唱、学級ごとに演劇、

ダンス、楽器の演奏など色々工夫しながらパフォーマンスを見てもらうという取組をしている

そうです。 

駒場中学校では、駒太鼓を演奏して見ていただいているというふうに聞いております。 

学校、保護者からの意見として、屋内で実施したため消毒が大変だったというお話を聞いて

おります。 

例年と違う形になったが、新しいことに挑戦しようという取組が生徒たちにもあり、プラス

に考えて実行できたのではないかというご意見を聞いております。 

保護者からは、実施できて良かった、子どもたちの様子を見ることができて良かった、同学

年の保護者と顔を見ることができ良い機会であったというお話も聞いております。 

以上、説明とさせていただきます。 

（教育長） 

  説明が終わりました。質疑ございますか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  このように町内学校の活動状況を一覧にしていただいて大変わかりやすかったです。 

  できれば、もう少し早ければ良かったなと思いますが。 

  学習の発表会で未定とか３学期に実施予定は分かるのですが、音更小学校と柳町小学校は実

施しないというふうになっているのは、例えば音楽の授業中に行うということではなくて、完

全に実施しないということでしょうか。 

（教育長） 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  今の段階で、学校全体では考えてはいないということですけれども、弾力的に状況を見て、

３学期にも参観日はあるので、その中で学習状況を見てもらうということは考えているという

話はしておりました。 

  ただ、今現在としては、学校全体として実施するという予定はないということであります。 

（田中教育長職務代理者） 

  木野東小学校、西中音更小学校の参観日に実施と同じ様に、この２校に関しても弾力的に授

業を使って行うこともあり得るという話でいいですか。 

（教育長） 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  今、全体的に授業時数を確保する点から、難しいということも聞いてはおりますが、参観日
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を中心に実施できればというふうに聞いております。 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。 

（教育長） 

  他にありますか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  今回、コロナ禍で修学旅行などに影響が出たということで終わらせるのではなくて、これか

ら様々な感染症などが発生することもあると思いますし、こういった行事なども見直す良い機

会だったと思うんです。 

  今回実施してみて良かった点などがあれば、次年度以降も対応できる良い機会だったと思い

ます。 

（教育長） 

  ただ被害にあったということではなくて、こういう状況の中で何ができるか、今後どうする

べきかということも話し合っていきたいと思います。 

  他にございますか。 

  なければ、次に宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  それでは、口頭でございますが、令和３年１月 30 日・31 日に開催を予定しております「生

涯学習フェスティバル」についてであります。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び安全確保の必要性から、例年の形による開催が極

めて困難であり、実行委員会の構成団体であり、主な事業を主管しております、文化協会、帯

広大谷短期大学、ライオンズクラブと開催の可能性について協議した結果、今年度につきまし

ては、開催を見合わせたいということで考えております。 

  本日、教育委員の皆様にご報告申し上げた後、内部手続を経て、今後、関係団体への周知と

広報紙等による町民への周知を行う予定であります。 

  以上、ご説明とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

  何か質問ございますか。 

  事務局からは以上でございますが、教育委員からはよろしいでしょうか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これをもちまして令和２年 10 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時４５分） 


