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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和２年１２月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和２年１２月２４日 午後２時１５分～午後３時００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 

４ 協議案第１号  令和３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 

 

  

 

  



【④会議結果】 

令和２年１２月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和２年１２月２４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１５分） 

 

令和２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２年 12 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条の規定により石川委員を指名い

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ページをご覧下さい。 

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。 

11 月 21 日（土）、臨時校長会議が特別会議室で開催されております。 

町内の小学校において、新型コロナウイルスの感染が判明したため、緊急の校長会議を開催

し、感染経路の経緯、学校の対応などの説明をしております。 

11 月 27 日（金）、総務文教常任委員会が開催され、教育委員会関係では、補正予算の説明を

行っております。 

12 月１日（火）、北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社と包括連携に関する協定調印式

を庁議室で行っております。 

12 月９日（水）から 17 日（木）の間、第４回定例会が議場で開催されております。 

11 月の定例教育委員会で協議いただきました補正予算につきまして、議決となっており、ま

た、一般質問につきましては、坂本議員からは、コロナ時代に選ばれる移住先ということで、

町内３ヶ所目の図書館を設置する考えについて、山川光雄議員からはコロナ禍の子どもたちを
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守る現状についてそれぞれ質問がございました。 

12 月 10 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

りでありますが、衛生管理マニュアルの改訂に伴いまして、冬季の換気の対応などのお話があ

りました。 

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、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の件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の３ページをご覧ください。 

  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

則案であります。 

  改正に当たりましては、令和３年３月 31 日で南中音更小学校を閉校し、駒場小学校に統合す

ることに伴い、規則を改正しようとするものであります。 

  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。 

  内容につきましては、５ページから７ページに新旧対照表がございますので、そちらで説明

をさせていただきます。 

  ５ページから７ページまでの太く囲っております、音更町立南中音更小学校之印の欄及び音

更町立南中音更小学校校長職務代理者之印の欄を削除するものであります。 

  ３ページにお戻りいただきます。 

  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も、議案の８ページ、９ページに図面を載せておりますので、説明させ

ていただきます。 

  ８ページは変更前のものでありまして、図面の左に南中音更小学校の通学区域が記載されて

おります。 

  それを９ページの変更後のほうで駒場小学校の通学区域として統合される形となっておりま

す。 
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  ４ページをご覧ください。 

  附則、この規則は令和３年４月１日から施行するものであります。 

  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。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。 

  これから、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については、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。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  お聞きしたいんですけど、今日のこの資料の中に、別紙資料の北海道冬季の寒さに配慮した

学校の環境報告というのがあるんですけれども、今換気をしたりしていると思うんですけれど

も、学校で子どもたちはどのような格好で授業を受けているんでしょうか。 

  学校によっては、上着はだめだというところもあるらしくて、暖房費がすごくかかっている

という話を聞いたものですから、現状を教えていただきたいなと思いまして。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 
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  学校での授業なんですけれども、教育委員会からは換気ということで窓を開けて寒い時があ

りますので、上着を着るなりして調整をしてくださいということで学校に対しては通知を出し

ているんです。 

  ただ、寒くなった後、部屋を暖めるのに、暖房は通常よりは温度を高くして使ってますので、

通常よりはやはり燃料代はかかるのではないかというふうに学校から言われておりますし、

我々もその辺については必要な経費と考えているところでございます。 

  上着がだめだということは聞いてはいないので、場合によっては暖かくしているので上着を

着ないでということなのかもしれないのですが、換気の場合は着ていただかないと急に体温を

下げることになりますので、そういった指導はしていないということなんですけれども、どこ

かそういった事例があれば学校のほうには確認をさせていただきたいというふうには思ってお

ります。 

  以上です。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  音更の話ではないんですけれども、中学校で上着を着なくても大丈夫じゃないのというのを

言っているというのを聞いたものですから、音更はどうかなという確認でした。 

（教育部長） 

  教育委員会の対応は、上着などで調整をしてくださいということを通知しております。 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。 

（教育長） 

  他よろしいでしょうか。 

  なければ、事務局から。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  改めまして、令和３年音更町成人式の延期についてご報告申し上げます。 

  令和３年成人式につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策、三密を避けるとい

うことで、出身中学校ごとに午前と午後の２回に分けて、令和３年１月 10 日に実施をする予定

ということで委員の皆様にもご報告を申し上げたところですが、十勝管内、町内においても新

型コロナウイルス感染症が急速に拡大する状況となりまして、参加者の健康と安全を考慮する

ということで、開催を延期するということで決定をさせていただきました。 

  延期の時期につきましては、他地域への進学や就職をした新成人の方が参加しやすいスケジ

ュール、更には振袖等の衣装を着用していただく気温等を考慮しまして、現在のところは、令

和３年５月２日に開催をできればということで、また準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

  新成人、関係者の皆様には 12 月 17 日付で延期につきましてのご案内の通知を全員に送らせ

ていただいたところです。 

  また、来賓の皆様、関係者の皆様にもご案内はまだお送りしていなかったんですけれども、
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延期をさせていただくということを電話等で皆様にご連絡させていただいたところです。 

  今後につきましては、いずれにいたしましても、感染状況等判断した上で進めてまいりたい

と考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

  以上、ご報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  質疑等ございますか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  残念ですが、しょうがないと私も思います。 

  それで、この後混乱等が起きないように何かされているのかを確認させてください。 

（教育長） 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  まず、皆様に文書でお送りをしたということと、新聞の報道もございました。 

  それから、ホームページにもすぐにアップをしてお知らせをしまして、むしろ皆様も心配の

思いもお持ちだったのか、延期をさせていただくということに対しては、特にご意見をいただ

くということは今のところなかったです。 

  美容室関係者等にご迷惑をおかけする状況も大変心配をしたところだったんですけれども、

美容室の関係の皆さんも、帯広市あるいは近郊３町（芽室･幕別･音更）等延期ということで、

逆に着付け等の作業で密になる環境への心配というのもお持ちだったようで、延期ということ

で大変だろうけれども、また準備を頑張ってくださいということでお話をいただいたりとか、

そういった例もございましたので、私たちも大変皆様に判断が遅いということでお叱りを受け

るのではないかと心配もしていたんですけれども、現在のところそういったお問合せ等はいた

だいていない状況です。 

  今後とも、できるだけ早い時期に皆様に情報をきちんと発信しながら進めてまいりたいと考

えております。 

  以上です。 

 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。 

（教育長） 

  では、続きまして、加藤スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  スポーツ課から、口頭になりますが、令和２年度の音更町スポーツ賞等表彰式の日程につい

て、あらかじめお知らせをさせていただきます。 

  日程につきましては、新型コロナウイルス感染症の関係で心配するところではありますが、

来年の３月 20 日（土）、春分の日の祝日でありまして、午前 10 時から音更町文化センターのふ

れあいホールで行う予定としております。 

  現在、候補者の推薦につきましては、町内の小中学校のほか、管内の高校、短大や町スポー
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ツ協会を通じて依頼を申し上げておりまして、２月開催予定の社会教育委員協議会において選

考後、教育委員会定例会におきましてご審議いただく予定としておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

  なお、各教育委員さんへの正式なご案内につきましては、２月下旬を予定しておりますが、

あらかじめ表彰式の日程につきまして、ご配慮いただければと存じます。   

  以上、よろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  質疑等ございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  事務局から何かありますか。 

  加藤スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  令和２年度パークゴルフ場シーズン券の使用料についての件でございます。 

  今年の春先になりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言などに

より、パークゴルフ場の利用開始が予定より１か月程度遅くなり、年間の利用期間も例年より

短くなったところであります。 

  それに伴い、シーズン券を購入された方からの期間短縮に伴う減額や返金について、当初か

ら要望や質問等をいただいているところです。 

  つきましては、利用期間の短縮に伴い、還付を希望される方へ、今期のシーズン券購入に対

して、１千円を還付することといたします。 

  対象者につきましては、町内 458 人、町外 75 人、合計 533 人となっております。 

  還付の手続きにつきましては、シーズン券購入者の住所等を電話で確認をして、その後、ス

ポーツ課から還付申請書を送付します。 

  還付申請書については、申請者の氏名･住所･電話番号と振込口座の内容を記入していただき、

返信用封筒でスポーツ課まで送り返していただきます。 

  その後、申請者の個人口座へ１千円を振込む手続きとなります。 

  また、申請書の提出期限は、令和３年３月 31 日までといたします。 

  その後、どうしても連絡をとれない人が出た場合には、当初予算で過年度還付金の科目をお

こして、５月 31 日まで申請期間を延長したいと考えております。 

  以上、これから執り進めていきたいと考えておりますので、ご報告いたします。 

（教育長） 

  質疑等ございますか。 

（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 12 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。  
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閉会（１５時００分） 


