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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和２年１月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和２年１月２３日 午後２時００分～午後３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、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 報告第２号   おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの開催結果に

ついて 

４ 議 案第１号  昭和小学校閉校式の挙行について 

５ 議 案第２号  令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について 

６ 議 案第３号  音更町児童生徒文化・スポーツ賞選考委員会委員の委嘱

について【秘密会】 

７ 議 案第４号  小規模特認校への転入学について【秘密会】 

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。 

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１月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和２年１月２３日 

ところ 役場 ４階 ４０１・４０２会議室 

 

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３０分） 

 

令和２年１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１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条の規定により種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。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

議案の２ページをお開き願います。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。 

１月 12 日（日）、令和２年成人式が文化センターで開催されました。新成人対象者は 402 人

でありますが、住民登録外 128 人を含む 420 人が参加しております。１月 22 日（水）、教育支

援委員会が 202 会議室において開催されております。来年度の児童生徒の特別支援学級や特別

支援学校の在籍について判定する会議でありますが、10 月２日から来週の１月 29 日までの４

回の開催で、105 名の判定を行う予定でございます。新 1年生は、昨年 11 月現在で 360 人とい

うことになっております。１月 23 日（木）、教育委員会会議定例会ということでございます。 

以上、ご報告といたします。 

（教育長） 

報告が終わりました。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。本件は報告済みといたします。 

  日程３、報告第２号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの開催結果についての件を
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議題とします。事務局の報告を求めます。 

  佐藤生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

報告第２号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの開催結果について。このことにつ

いて次のとおりご報告いたします。次ページをお開きいただいて４ページ、５ページとなりま

す。 

まず右側の左下、開催結果アンケートのほうから若干の分析ということで、今年度につきま

しては、479 名の来場者がありまして、そのうちの 22 パーセント程度であります 107 名の方か

らアンケートの回収をしていただいたところでございます。年齢的には 40 代の方がアンケート

回収のほぼ半数というところになってございます。全体を通して大変良かった、良かったとい

う事でアンケートを提出いただいた中の９割の方がそういった評価をしていただいたというと

ころでございます。３点目の良かったという内容につきましては、重複回答になっております

が、講演会の部分が４分の１程度の方から良かったという評価をいただいております。４点目

ですが、各分野の指標としましては、回収いただいた約 107 名の方の 55 パーセント程度が一部

及び全部を知っていたということで回答いただいたところでございます。 

左側の第４回実行委員会の議案の中に入ってまいります。こちらの方、まず記念フェスタに

つきまして、今申し上げたように今年度につきましては、479 名の参加がありまして、そのう

ち 40 代が主な参加者ということでございます。人数の比較でいきますと、前年度から 10 パー

セント程度の参加者の方が増加したというところでございます。 

アンケートの結果、特徴的なものをご紹介いたしますと、全体を通して取組内容に好評を得

ているものの、もっと多くの人に参加してもらいたいという意見がございました。教育活動報

告はどの発表も素晴らしかったと評価していただく意見が多くございました。講演会の内容は

大変良かったという評価が多かったところでございます。 

議案のほうには掲載していなかったのですが、実行委員会の中で過去に定例の中でもお話い

ただいておりました教育活動報告の後ですね、保護者が子どもさんを迎えるのに一斉に場内か

ら退出してしまうということは何とかならないだろうかという意見がございまして、次年度に

つきましては終了後、ステージの上手舞台に向かって右の階段から登場した子どもさん達にス

テージの下の客席に降りていただいて、そこに座席を確保して保護者の方と一緒にそこで終わ

りまで観覧してもらうような対策はとれないかということで、次年度については、そういうか

たちで実行してみようということで実行委員会の意見がまとまったところでございます。 

（２）の次年度以降の方向性につきましては、３番目のイメージソングの活用ということで、

アンケートの結果でも好評であることから継続したＰＲ活動が必要であるということで、実行

委員会の中で共通認識をしたところでございます。その中で、今年度につきましても成人式で

の活用を実施しております。また、町のホームページのダウンロードも通年継続していくとい

うことで以前ご意見いただいたところでございまして、イメージソングソング大合唱において

スクリーン投影した写真を背景にして使用するということでございました。町の情報システム

係で対応したところなのですが、データが重過ぎるということで難航しております。それで今、

何かいい方法がないかということで検討してもらっているところであります。時間がかかって

申し訳ございません。引続き取組みを進めております。４点目の教育活動写真につきましては、
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前年同様各保育園・各学校の教育活動を紹介する写真及び説明文を記載した資料をフェスタの

しおりに組み込みましてイメージソングの歌詞テロップと合わせてスクリーンに投影しており

ます。 

以上、雑ぱくではございますが、おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの結果報告でご

ざいます。 

（教育長）   

報告が終わりました。質疑を行います。質疑ご意見でも結構です。ありませんか。 

(各委員) 

  ありません。 

（教育長） 

  よろしいですか。 

（各委員） 

  はい。 

（教育長） 

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 昭和小学校閉校式の挙行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６ページをご覧いただきたいと思います。議案第１号 昭和小学校閉校式の挙行につ

いて。このことについて、次のとおり挙行しようとするものでございます。既にご案内させて

いただいております閉校式ですが、１ 日時は、令和２年２月８日（土）10 時から 11 時半ま

でを予定しております。２ 場所は、昭和小学校体育館でございます。３ 閉校式次第でござ

いますが、司会につきましては、福地教育部長が行います。（１）修礼、（２）開式のことばを

種川委員にお願いしたいと思っております。（３）国歌斉唱、（４）式辞ということで、小野町

長から式辞をいただきます。（５）教育長あいさつということで、宮原教育長からごあいさつを

いただきます。（６）感謝状贈呈につきましては、町長からの感謝状は、大熊閉校記念事業協賛

会会長へ贈呈し、閉校記念事業協賛会会長からは、同窓会長、歴代ＰＴＡ会長、歴代校長、教

頭のほか永年勤続職員、現職員に贈呈することになっており合計で 48 名を予定しております。

次に（７）来賓あいさつにつきましては、大橋十勝教育局長、髙瀬町議会議長にお願いしたい

と思っております。（８）校長あいさつで、大庭校長からごあいさつします。（９）ＰＴＡ会長

あいさつで、武藤ＰＴＡ会長から、（10）児童会会長あいさつは、小川児童会長となっておりま

す。（11）は、校名及び校旗返還でございますが、校長先生から町長へ校旗の返還を行います。

（12）校歌斉唱、最後に閉式のことばということで、石川委員にお願いしたいと思っておりま

す。 

当日の出席者につきましては、児童が 13 人、地域住民・地域内同窓生が 110 人、地域外同窓

生が 37 人、歴代教職員が 33 人、来賓につきましては十勝教育局長、町議会から議長と総務文

教常任員、校長会役員、近隣校校長、ＰＴＡ会長ということで、18 人の出席となっております。

主催者といたしまして、町長、教育長、教育委員の皆さま、事務局職員の 18 名で合計 229 人の
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参加を予定しております。 

続いて７ページをご覧いただきたいと思います。こちらは参考でございますが、閉校式終了

後に協賛会主催の惜別の会が開催されます。時間につきましては、12 時から 14 時までの予定

で、同じく昭和小学校体育館で開催いたします。３ 惜別の会次第（３）の来賓あいさつでご

ざいますが、こちらは、田中職務代理にお願いし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。 

以上ご審議のほどよろしくお願いいたします。当日の詳細につきましては、後日別途お知ら

せしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

（教育長） 

  説明が終わりました。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 令和２年度全国学力・学習状況調査の実施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ページをお開きください。議案第２号 令和２年度全国学力・学習状況調査の実施

について。このことについて別冊のとおり実施しようとするものでございます。 

別冊の令和元年 12 月 18 日付け北海道教育庁学校教育局指導担当課長からの通知文をご覧い

ただきたいと思います。２枚めくった１ページからが実施要領となってございます。アラビア

数字のⅣ番が本体調査の内容になってございます。令和２年度の調査につきましては、１ 調

査の対象は、小学校６年生、中学校３年生でございます。２ 調査事項は、小学校は国語及び

算数、中学校は国語及び数学の教科について実施し、例年どおり児童生徒質問紙調査、学校質

問紙調査についても実施いたします。３ 調査実施日につきましては、令和２年４月 16 日（木）

となってございます。 

また令和２年度につきましては、平成 25 年度、28 年度に続く第３回目の経年変化分析調査、

こちらは要領の 10 ページにございます。同じように、平成 25 年度、平成 29 年度に続く第３回

目の保護者に対する調査、こちらが、要領の 103 ページになりますが、実施することになって

おりまして、この二つの抽出調査につきましては、本町では西中音更小学校が調査対象になっ

ております。 

以上、簡単ではございますが、説明させていただきます。 

（教育長） 
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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と日程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） 

 

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。 

議案以外に、教育委員の皆さんから何かあれば発言していただければと思います。 

（各委員） 

 ありません。 

（教育長） 

  事務局からは。 

（事務局） 

  ありません。 

（教育長） 

それでは、これをもちまして、令和２年１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） 


