
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和２年１１月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和２年１１月１９日 午後２時３０分～午後３時００分 

開 催 場 所 音更町役場 ２階 第３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 

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 

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  教育長職務代理者の指名について 

４ 協議案第１号  令和２年度補正予算（案）について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 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２年１１月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和２年１１月１９日 

ところ 役場 ２階 第３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 

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 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１４時３０分） 

 

令和２年 11 月教育委員会会議（定例会） 

 

（教育長） 

  川井委員から欠席の届けがあります。 

  本日の出席者は４名で定足数に達しております。 

  ただいまから、令和２年 11 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条の規定により田中教育長職務代

理者を指名いたします。 

  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。 

  10 月 17 日（土）、町内史跡めぐりツアーが開催されました。 

  郷土史研究会から３名の講師を招き、参加者 11 名が町内の史跡を訪問しております。 

  10 月 21 日（水）、教育支援委員会を開催しております。 

  11 月２日（月）、田中教育長職務代理者の辞令交付式が町長室で行われております。 

  11 月 12 日（木）、校長会議、教頭会議が特別会議室で開催され、議案については配布のとお

りですが、新型コロナウイルス感染症に関する警戒ステージの移行に伴う感染拡大防止につい

ての話がありました。 

  この件につきましては、後ほどその他で説明いたします。 

  11 月 15 日（日）、臨時校長会議を開催しております。 

  以上、報告とさせていただきます。 
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（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、報告済といたします。 

  日程３、報告第２号 教育長職務代理者の指名についての件を議題とします。 

  議案の３ページをご覧ください。 

  この件につきましては、私からご説明をさせていただきます。 

  本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項の規定に基づ

き、令和２年 11 月２日付けで、田中義博委員を引き続き教育長職務代理者として指名しました

ので、その件についてのご報告を行うものであります。 

  先月の会議及び文書でもお伝えをいたしましたが、田中委員につきましては、４期目の任期

が令和２年 11 月１日で満了となり、議会の任命同意を経て、11 月２日から４年間、５期目の

任期を務めていただくこととなりました。 

  これに伴って、引き続き田中委員に教育長職務代理者をお願いするものでありますので、ご

報告を申し上げます。 

  この件について何か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、報告済といたします。 

  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。 

  ただいまから、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。 

  提案議案以外に教育委員及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） 
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  先ほど、諸般の報告でもお話しましたが、11 月 12 日に校長会議、教頭会議で新型コロナウ

イルス感染症に関する警戒ステージの移行に伴う感染拡大防止ということでお話をしておりま

す。 

  11月７日に北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議において北海道の警戒ステージが

ステージ２からステージ３に移行されたことから、各小中学校において国から示しております

衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式に基づく新しい生活様式を踏まえた学校の行動規

律について引き続きレベル２の対策、また、10 月 29 日付けの教育長通知でありますが、道の

警戒ステージ移行に伴う小中学校の行動規律について対応を徹底するようお願いしたところで

あります。 

  感染者の拡大に伴い、児童生徒が濃厚接触者として特定される事例や、感染する事例が増え

てきていることから改めてマニュアルに基づいた感染対策を徹底するようお願いしたところで

あります。 

  その後、11 月 12 日と 13 日に町内の保育施設において新型コロナウイルスへの感染が確認さ

れたことから、11 月 15 日に臨時校長会議を開催し、小中学校における対応、児童生徒または

教職員に感染者が確認された場合の対応を確認したところであります。 

  十勝管内における感染者が急増しており、警戒ステージがさらに引き上げられることも視野

に入れ、感染防止対策の徹底を継続しながら感染状況に応じた教育活動を検討しなければなら

ない状況になっており、衛生管理マニュアルを参考にし、これまで以上に、感染リスクが高い

活動への対応や工夫について慎重に対応するよう依頼したところであります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（教育長） 

  ただいまの件について何かご質問ございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、次に藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  口頭での説明になります。 

  音更町奨学資金支給者の追加募集についてであります。 

  これまで、新型コロナウイルスの影響で収入が著しく減少した方を救済するための奨学資金

の特別枠について募集を行ってきましたが、前回８月に続き追加募集を行うものであります。 

  期間は、11 月 24 日から来年の１月 29 日までとし、応募があった場合には、奨学資金審議会

において答申いただく予定であります。 

  その後、教育委員会定例会においてご審議いただくこととなりますので、その節はよろしく

お願いいたします。 

  なお、これまでに対象者としまして 11 人を決定しております。 

  以上であります。 

（教育長） 

  ただいまの件について何かご質問ございますか。 
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（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  続きまして、宮田生涯学習課長。 

 

（生涯学習課長） 

  口頭になりますが、令和３年度成人式についてでございます。 

  今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症対策により、令和３年１月 10 日に通常１

回で行っていたものを午前と午後の２回に分けて開催させていただくことを、９月の教育委員

会会議でご報告申し上げたところでございます。 

  引き続き、開催に向けての準備を進めているところですけれども、このところの全道・全国

的な感染拡大状況を踏まえ、その対応についても現在、内部で協議しているところでございま

す。   

  今後、大きなところでの変更があった場合は、改めまして教育委員の皆様にご相談させてい

ただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

（教育長） 

  ただいまの件について何かご質問等ございますか。 

（田中教育長職務代理者） 

  成人式は、中止もありえるということでしょうか。 

できれば中止しないで工夫をされてということになると思うんですけど、今の段階で中止の

可能性もあるのかということをお聞きしたいんですけど。 

（教育長） 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  あくまでも現在の担当レベルでの私たちの中での考えられる案ということで、色々なところ

の対策を参考に考えさせていただいております。 

まずは万全なできる限りの感染対策ですとか、動線の確保をしながら、なんとかこの２回に

分けた形で、保護者の出席を見合わせた中で開催をしていく、あるいは、他町村の例になりま

すと、完全にオンラインで式典を中継して、それを皆様に見ていただく。 

  今、私どもの本来の２回に分けて実施を検討している方もオンラインでのライブ配信という

のも視野に入れており、その準備も合わせて進めているところです。 

その他の例といたしましては、完全な中止というのは残念なことになってしまうので、まず

はどこかのタイミングに延期をするというような、これは本州の事例ですけれども、例えば、

ゴールデンウィークであったり、お盆であったりというような、そういうことも視野に入れな

がら進めております。 

それから５つの中学校がございますので、会場を５つに分けて何らかの形で開催できないの

かとも考えております。 

ただ、そうなりますと、会場の広さと集まる人間の兼ね合いで考えると、文化センターで実
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施するのとそう変わらないのかなと思います。 

とにかく、人が集まる状況を避けるために、写真撮影のスポットに工夫をするとか、色々な

ところで開催できればというが第一なんですけれども、まずは、内部で相談をさせていただい

た上で、今後、教育長、教育部長と相談をさせていただきたいと考えているところです。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  結局２回に分けたということは、密にならないように工夫をして、参加する人数を把握して

そうされていますよね。 

マスクはちゃんとして、消毒も行って、そこまで対策をしていて、最良の方法をとっている

と思っているので、私は、今の状態で実施できると判断しているんですよ。 

そこまで考えて、密にしないこととか工夫をしていて、最良の方法をとっていると思ってい

るものですから。 

ただ、あとは、マスクなんですよ。女の子たちはお化粧をしているし。それに関しては、心

配は心配ですけど、とにかく湿度の問題とマスクをすれば開催できると思うんです。 

これからの動向もあり、色々頭を悩ますと思いますけど、出来るだけ開催の方向で考えてい

ただければと思います。 

（教育長） 

  他に質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  続きまして、佐藤文化センター館長。 

（文化センター館長） 

  私の方から１点ご報告でございます。 

  このたび、音更町文化協会が北海道文化団体協議会が主催しております第 15 回北海道文化団

体協議会奨励賞を受賞することとなりました。 

  この表彰につきましては、北海道の芸術文化活動に功績があり、奨励賞に値する個人、また

は団体の活動を表彰するということでございます。 

  たまたま今年度、文化協会さんが設立 55 年、昭和 42 年に設立されておりまして、55 年目の

タイミングでこの賞を受賞したということです。 

  例年 11 月 23 日の祭日に表彰式を行っておりますが、今年度は中止ということになっており

ますので、後ほど表彰状等、こちらに送られてくるということになっております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  ただいまの件について何かご質問等ございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 
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  なければ、続きまして加藤スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  別紙配布の北海道十勝スカイアースの関係の用紙をご参照いただきたいと思います。 

  北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社との包括連携に関する協定についてご説明させて

いただきます。 

  １ 北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社の概要につきましては、北海道十勝スカイア

ース株式会社は、北海道で２番目のＪリーグ参入を目標に掲げ、前身となる十勝社会人アマチ

ュアサッカークラブチーム「十勝フェアスカイ」を母体とし、平成 29 年にリーフラス株式会社

（本社東京）が運営主体となる 100 パーセント出資の子会社として設立され、チーム名を「北

海道十勝スカイアース」として誕生しております。 

  スカイアースは、音更町サッカー場「キックロスおとふけ」を主な練習場として活動してお

り、今年８月には、本社を音更町へ移転し、地域に根ざし、地域に愛されるチーム作りを目指

しております。 

  会社概要でありますが、会社名、北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社。所在地、音更

町雄飛が丘仲区１番地 19。代表者、代表取締役社長金澤宗一郎。設立日、平成 29 年 11 月 28

日となっております。 

  ２ 協定締結の趣旨につきましては、音更町とスカイアースの協定締結に当たっては、これ

まで、町内小学校での選手による夢授業の実施や、教員免許を持っている選手の町臨時教諭採

用などを行ってきたほか、スポーツ振興のための各種研修会への講師の派遣などを行ってきて

おります。 

  今後は、更に幅広い世代における人材育成や地域間交流を進めることが、まちづくりを進め

るために重要な要素であり、音更町が目指す「心豊かな人を育むまち」の実現と、スカイアー

スが目指すスポーツを通じた地域づくりの実現に向け、互いに協力し連携を深めていくことが

重要であると考え、連携協定を締結しようとするものでございます。 

  ３ 連携事項につきましては、①学校教育における豊かな心を育む取組に関すること。 

 ②スポーツを主とする生涯学習分野における健全育成の取組に関すること。③町民の健康増進

に関すること。④音更町の活性化、魅力向上及び魅力発信に関すること。⑤その他上記の目的

を達成するために必要な事項に関することとなっております。 

  ４ 今後の予定でありますが、包括連携に関する協定書調印式について令和２年 12 月上旬で

調整中でございます。 

  以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  ただいまの件についてご質問はございますでしょうか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  事務局からは以上ですね。 

  教育委員の皆さんからは何かありますでしょうか。 

  田中教育長職務代理者。 
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（田中教育長職務代理者） 

  先ほど配布されましたけれども、新型コロナウイルスの警戒ステージの大変分かりやすい一

覧表を作っていただきましてありがとうございました。 

（教育長） 

  他にございますか。 

（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 11 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） 


