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開 催 日 時 令和２年３月６日 午後６時３０分～午後７時３０分 

開 催 場 所 音更町役場 ４階 ４０１・４０２会議室 

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、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   新型コロナウイルス感染症対策に係る対応について 

会 議 資 料  

会 議 結 果  
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令和２年３月教育委員会会議（臨時会）会議録 

 

と き 令和２年３月６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、定村総務係長、櫻井学校教育係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１８時３０分） 

 

令和２年３月教育委員会会議（臨時会） 

 

（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３月の教育委員会会議臨時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 新型コロナウイルス感染症対策に係る対応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） 

  はい。それでは議案の２ページをご覧いただきたいと思います。 

  報告第１号 新型コロナウイルス感染症対策に係る対応について。このことについて、別紙

のとおりご報告いたします。議案の３ページをご覧いただきたいと思います。 

  教育委員会における新型コロナウイルス感染症対策につきまして、これまでの経過と対応に

ついてご説明させていただきたいと思います。 

  まず１番、小中学校関係となります。（１）対応の経過といたしまして、１月 16 日に国内初

の感染者が出まして、２月 14 日、金曜日に、道内初の感染者が出ております。それを受けまし

て、２月 21 日、金曜日から外部からの学校内に入る関係者に感染症対策の指示を行っておりま

す。学校の方については、既に道教委からの通知を流しております。委託業者さん、警備の方

とか、ＮＰＯの方ですとか、介助員ですとか、学習支援員の方。それから、スクールバスの運

転手、スクールカウンセラーや相談員、調理員等に行っております。 

  ２月 24 日、月曜日に、北海道知事と北海道教育庁から緊急メッセージが発出されまして、児

童生徒の発熱時の欠席、朝晩の検温の要請ということで、天皇誕生日でお休みの日でしたが、

この日のうちに学校の方に通知するようにというお話があり対応しております。 

  ２月 25 日、火曜日に、臨時校長会議を開催しております。卒業式についての対応と、感染症

対策に係る学校の対応と、学校用の消毒用アルコールの配布を行っております。 

  ２月 26 日、水曜日に、北海道教育委員会教育長から臨時休業の要請です。こちらにつきまし
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ては、当初の要請ということで、２月 27 日、木曜日から３月４日、水曜日までの要請というこ

とになっておりまして、同日付で臨時校長会議を開催して決定したところでございます。 

  ３月６日金曜日に、臨時校長会議が開催され分散登校日の設定、卒業式の対応、個別の対応

等を行っております。 

  続きまして、（２）現在引き続いております、臨時休業についてお話しさせていただきたいと

思います。今お話ししましたとおり、令和２年２月 27 日、木曜日から３月４日、水曜日までの

７日間の臨時休業ということでありましたが、その後、国・道の方針により令和２年２月 27 日、

木曜日から３月 24 日、火曜日まで延長ということになっております。 

臨時休業に伴う学校の対応といたしましては、児童生徒の健康観察の強化や、健康状態の把

握を行うように指示されております。臨時休業期間中につきましては、指導要録上では授業日

数に含まないこととしておりまして、これによる進級とか進学については不利益がないように

ということで指示をされております。 

  続きまして、臨時休業に伴う教育委員会各施設の対応でございます。対象施設は中段に書い

てありますが、こちらの施設の入り口に、小中学生が団体・個人利用しないように注意喚起の

張り紙をしております。当初２月 27 日から１週間程度ということでしたので、そういう張り紙

でしたが、３月 24 日までということになりましたので、張り紙については３月 24 日までとい

うことで訂正をしております。 

  各スポーツ少年団に対し、小中学校の臨時休業期間に伴う少年団活動の自粛について通知を

させていただいたところでございます。 

  続きまして、（３）卒業式等の学校行事の対応についてでございます。まず、卒業式の対応で

す。こちらにつきましては、道教委から通知がございましたので、その通知によりまして一度

２月 25 日の校長会議で、教育長名で通知をしたところですが、昨日、道教委から再度の通知が

ございましたので、それを変更したものを本日の校長会議で通知をしております。変更された

内容でございますが、予行演習を取りやめる。参加者を卒業生・卒業生の保護者・教職員のみ

とする予定です。在校生の参加を取りやめる。地域住民及び来賓への案内は、PTA 会長を除き

行わない。複式校については、椅子の間隔を空け十分なスペースを確保できる場合は、在校生、

在校生の保護者、来賓を除く地域住民の参加を可とする。複数学級の場合は、卒業生、保護者

ともに学級ごとに分けて実施する。その際は、椅子の間隔を空け十分なスペースを確保し、学

級の入替の際に換気を行う。卒業証書授与の方法を個別から代表児童生徒に変更する。来賓の

祝辞を行わず、校長の式辞のみとするなど内容を精選し、時間を短縮する。卒業生への感染拡

大防止措置の指導を行う。保護者等の参加については、マスク着用と入口でアルコール消毒を

実施の上での参加を要請する。学級ごとの入替の際に、保護者と児童生徒の接触を避け、保護

者同士の感染対策にも留意する。臨時休業中の開催であるため、指導要録上では授業日数に含

まないものとする、ということでございます。 

  令和２年３月４日、道教委通知と本町の通知の中での対応の相違点でございますが、道教委

通知につきましては、保護者の参加を取りやめるという通知が来ております。本町といたしま

しては、下線を引いた部分でありますが、その感染対策の措置を講じることにより卒業生の保

護者の参加を認めることとしたものでございます。 

  続きまして、その他学校行事等の対応について。２月末の時点ですが、行事等の中止・延期
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が 15 校。少年団活動中止要請等が 14 校。各種行事が中止ということになっております。修学

旅行につきましては、今まだ指示もきておりませんし、検討中ですが、延期の方向で検討する

ということになってございます。 

  続きまして、（４）分散登校についてでございます。こちらにつきましても、本日の校長会議

で教育長から通知を出したところでございますが、道教委からの通知につきましては、今まだ

協議中でございまして、３月９日に再度、教育長、教育局長、北海道教育委員会教育長とで協

議をした上で９日あるいは 10 日に、発出するということでございました。なかなかそこから分

散登校ということになりますと、日数がどんどん減っていくということから、本町の判断で独

自に実施することといたしました。期間につきましては、３月９日から 24 日までということに

なっております。実施方法といたしましては、子どもの生活・学習習慣に対する不安の解消を

図り、児童生徒の心身の健康状態や学習状況を把握すること。学年や学級単位で、体育館を活

用し前後２ｍの間隔を空けるなど、感染拡大防止策を講じて１回 60 分程度で実施するというこ

とです。それから、授業はせず課外指導とする。風邪の症状等のある児童生徒や保護者が希望

しない場合には登校させない。小規模校などで全ての保護者が希望しない場合は、家庭訪問等

で対応する、ということにしております。これらの対応につきましても、本町内で感染者等が

発生した場合においては、対応が変わっていくものと考えております。 

  続きまして、５ページになります。教職員等の対応でございます。教職員につきましては、

本人が感染した場合は、病気休暇として出勤停止。濃厚接触者として特定された場合は、職務

専念義務免除で出勤停止。本人又は家族が発熱等の風邪の症状が見られる場合は、災害事故休

暇。ここが新しく変わったところですが、学校等が臨時休業のため、子の世話を行うため勤務

しないことがやむを得ない場合は、災害事故休暇が認められることとなっております。 

  続きまして、学校事務補、ことばの教室嘱託指導員、適応指導教室嘱託指導員につきまして

は、児童生徒の受入れは中止しておりますが、勤務につきましては通常どおりとなっておりま

す。学習支援員、複式学習支援員につきましては、現在時間給の勤務となっておりますが、学

校の方が臨時休業なのでお休みですが、有給の勤務免除という対応になってございます。それ

から給食調理員・補助員につきましても、同じく有給の勤務免除ということになってございま

す。給料が出る勤務免除です。 

  続きまして、（６）給食費の対応についてでございます。小学校６年生、中学校３年生卒業生

と昭和小学校全児童につきましては、４月に口座振込で返還をしたいというふうに考えており

ます。在校生につきましては、令和２年度の第１回目の給食費徴収時に相殺とさせていただき

たいというふうに考えております。転出する児童生徒については、口座を解約しないように依

頼し、同じく返還する予定です。こちらにつきましては、わかった時点で個別に対応していき

たいというふうに考えております。今回の人事異動によって転出・退職する教職員につきまし

ても、同じく返還していきたいと思っております。教職員の返還につきましては、訪問等の詳

細なやり方を検討している最中でございますので、準備ができ次第、学校を通じてまず一報を

入れさせていただいて、ご本人たちに通知をする予定でございます。 

  続きまして、２、施設管理についてでございます。生涯学習センターから集団研修施設、地

区公民館、文化センター、図書館、学校開放事業、軽スポーツセンター、総合体育館・武道館、

温水プールとなっております。こちらにつきましては、消毒液の設置ですとか、啓発ポスター



【④会議結果】 

の対応を行っております。文化センターにつきましては、施設利用中止のものが多くなってお

りますので、その場合につきましては、前納使用料の返還ということで対応しているところで

ございます。施設管理につきましては、以上でございます。 

  ７ページから９ページまでが、教育委員会に関わる施設につきましての事業等の中止の一覧

になってございますので、こちらにつきましては、後ほどご覧いただければと思います。先ほ

どお話しました分散登校についてですが、今日 17 時で一回締切をしておりますが、現在の状況

では３校ほど調整が取れていないところがあるんですが、９日の時点で、実施すると言ってい

るところが小学校４校と中学校が４校。それから 10 日が、小学校４校と中学校が２校。11 日

が、小学校３校と中学校が２校。12 日が小学校 1校というふうになっております。学校数が違

うんですけれども、学年とか、学級によって日にちを変えたり、時間を変えたりというような

対応をしていることと、スクールバスを出す予定でございますので、そちらの調整等で色々と

準備を進めているところです。以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  今の最後の部分は、各学校にどういうローテーションで、どのクラス、どの学年が何曜日の

何時からという時間差をつけて登校してもらう、その取りまとめをしているんですね。スクー

ルバスは基本使わないで、保護者の送迎というのが原則でお願いしています。ただ、希望者が

あれば考えますという感じで照会しております。 

  説明が終わりました。まず、学校関係ですね。補足させてもらっていいですか。臨時休業に

ついてなんですけれども、皆様ご存知のとおり一番最初に北海道知事が道教委に対して要請が

あって、道教委の教育長が市町村に要請をしたっていう形になっているんですけれども。２月

27 日から３月４日ということで要請がありました。実は２月 27 日からって言ったのが、26 日

の朝なんですよね。朝の新聞でみんな知ったと思うんですけども。ネット上では前の日の夜か

らあったので、他の町の教育長に色々聞いたり、相談したりしてたんですけども、27 日からは

できないという町村が結構あったんです。それで、実は急遽教育局で教育長が集まったんです

よ。十勝は一つということもあって、みんなでその時には、27 日からやろうと。26 日の朝にも

らっても 26 日中に保護者にプリントにしたらまず無理。一刻も早くということだったので、う

ちは 26 日の昼前には学校に実施するということでお知らせして、26 日のうちにしてもらった

ということなんですけれども。苦慮した市町村はあったみたいです。せっかく決めたその後に

国が今度春休みまで、十勝は３月 24 日なんですけれども。24 日までやるかどうかで揉めまし

た。札幌は、13 日までとか。他の府県にいたってはやらない、というところまで報告されてま

したので。もう議会が始まっている町があったので全部電話連絡でやってなんとか 24 日でそろ

えました。一部ですね、23 日、24 日で終了式、卒業式というのがあるものですから、そこは入

れたくないといって、実質同じなんですけれども、22 日までという町村もあったんですけれど

も。他はみんな 24 日で。実質上は 24 日までということでみんなそろえました。そういう経緯

がありまして、その間どうする、という話をしている時に今度は分散登校という話が来て。分

散登校も、最初は知事は３月５日からということだったんですけれども、一晩経ってまた今度

翌週話し合って決めるということになったんですが。分散登校については、今日の勝毎にも何

町村か出ていたんですけれども、９日まで待ってたら、９日の後通知が来るもんですからもう

待てないということで、うちも９日から解禁にしました。そういう経緯です。小学校の休校関
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係分、分散登校に関してまずはご質問、ご意見をいただければと思います。 

田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  はい。本当二転三転して大変だったと思うんですね。今の対応で私はいいと思います。 

（教育長） 

  他に何かご意見ありますでしょうか。質問でも。 

（種川委員） 

  はい。分散登校と直接関係ないかも知れませんけど。本町の学童保育の方はどうなっている

んでしょうか。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  学童保育につきましては、３月４日までの臨時休業の時には、お休みをしておりました。う

ちの方が臨時休業を延長するという方針を決めましたので、それに合わせて学童保育の方は、

５日の日から終日特別保育という形で人口密度を減らして、１年生から３年生まで開設してお

ります。 

（種川委員） 

  あと、直接保護者の方から教育委員会の方に仕事に行けないとか、子どもが家にこもってし

まって困っているとか、そういうような問合せ、電話とかは結構来ているんでしょうか。 

（教育長）  

  草浦学校教育課長。 

 

（学校教育課長） 

  始まるか始まらないかという時には、やるのかやらないのかという問合せがあったりしまし

た。仕事に行けないというお話は全然聞いてはいないです。 

（教育長）  

  石川委員。 

（石川委員） 

  全般的に早い対応だったんじゃないかなと感じました。最初に卒業式等の出席とかなくなる

とか、そういうお話から始まったと思うんですけれども、実際に道内の学校関係者とかが感染

したとかいろんな気になるところから始まったと思いますので、いい判断だったと思いますし、

管内みんなそろって対応されたということで、保護者同士も色々情報交換もしているようです

し、困った話は直接聞いていないので、素直にお話を受け取った方も何人かいました。ご苦労

多いかと思いますけれども、引続き対応されてもらいたいなと思いました。以上です。 

（教育長） 

  他に何かありますか。 

  川井委員。 

（川井委員） 

  分散登校について、保護者の方に音更は分散登校やるんじゃないかという話が流れてて、せ
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っかくここまで休んで家で健康管理してきた上で集まってどうなのかなという心配の声もあり

ました。やっぱり東京に出張しているお父さんとか結構いらっしゃるので、子ども同士の関わ

りがなかったから、今までちょっと子どもが安心だったけれども、分散登校で集まった時に大

丈夫なのかなって心配の声もあります。 

（教育長） 

  ごもっともだと思います。国の感染症予防対策としては、長時間同じ場所で手が触れるよう

なところにいてはいけない、きちんと間隔をとって短時間で、ということを守りながら分散登

校に対応するということでクラスごと、あるいは少なければ学年ごとになりますけれども、入

替の時にも必ず時間差を設けて、なるべく子どもたちが接触しないような形でということを守

りながらというのが前提となってますので、その辺の感染症対策は大丈夫なようにしています。 

（川井委員） 

  結構、手をつないで行ったりするから、そこは家庭でしっかり。 

（教育長） 

  ただですね、分散登校に関しては、道が週に１回程度ということできているんですけれども、

例えば、中３であれば合格発表の後必ず学校に行きますよね。ですから、そういうのと卒業式

と、切り離して週に１回。ですから、卒業式とか教育相談があれば週に２回になっても仕方が

ないということにしています。場合によっては、本当は週に１回ということであれば、小学校

はもう１回とあと卒業式だけなんですけれども。担任の先生とお別れするのがありますよね、

転出とか。それが終了式だけだったとしたら悲しすぎるなという考えもあります。学校には基

本はこうですけども、クラスとか人数とか違いますので、学校の事情に合わせてということで

ある程度お任せする形にしています。これは、卒業式に通じる話なんですけれども。これって

いう決定的なものがなかなかない中で、リスクをなるべく低くするという考え方とのバランス

がなかなか難しくて、道教委も相当悩んでいると思うんですけれども。 

田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  今、教室が空いているじゃないですか。それを使わせて欲しいという話はないんですか。 

（教育長） 

  府県の方では学校を学童として使うというのがありましたけれども、十勝はやっているとこ

ろはないと思います。帯広はもしかしたらやるかも知れませんけれども、音更はやりません。

入替のたびその都度消毒しなければなりませんので。入替というか、その日は換気を必ずして、

登校日の後は消毒はやります。 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。 

  あと、マスクしたいけどマスクがないという子どもたちはいますか。そういう話は聞いたこ

とありますか。 

（教育長） 

  そういう話題も出ていました。というか、考えていました。卒業式とかにマスクをしてきな

さいと言っても、持っていない子がいるかも知れない。基本的にマスクは、咳をしている人で

すとか、感染源を発信する人。調子が悪い子は出てこないでと言っておりますので。ただ、卒
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業式の保護者だけには原則として、マスクをしてきてくださいと。卒業式は、先ほど課長から

説明がありましたけれども、道の通知では保護者は参加させない。卒業生の保護者が参加しな

いというのは心情的にちょっと色々考えて、小規模校は人数が少ないから良いということにな

っています。間隔をすべて２ｍずつ取れるようであれば。それと同じような形を取ればいいの

ではないかということでクラスごとにしています。２学級以上の学校は、３クラスあったら学

校側としては卒業式を３回します。卒業式も簡素化されていますので、そんなに時間はかから

ないので可能だという話を聞いて、やることにしました。保護者なしではかわいそうかなとい

うことで。 

（田中教育長職務代理者） 

  そうしたら、それで十分スペースは取れる環境でできるということですね。 

（教育長） 

  今日聞いたら緑南も大丈夫だというお話です。小学校についてはまだ日にちがあるので、保

護者と卒業生の間を空けて、保護者も間隔を空けるようにして。学校の中の入替の時には、保

護者と卒業生は接触しないような方向で導線を作ってもらって、教職員は案内役とか色々大変

ですけれども、在校生がいないので対応できると思います。複式校、小規模校の場合は、在校

生も感染症対策をした上で呼んでも良いですよということでした。大規模校も学級ごとでやれ

ばそれと同じ形が取れるんじゃないかということで、こういう形式をとりました。さっき聞い

た話だと幕別も同じやり方で、今日の道新の朝刊には札幌市でも同じようなことを書いてあっ

たので、ちょっとその記事は心強いです。 

（田中教育長職務代理者） 

  良いことじゃないですか。それだったらクリアしているんじゃないですか。良いと思います。 

（教育長） 

  他に。石川委員。 

（石川委員） 

  そういった流れが色々出てきているんですけれども、現場の先生方を含めて感触はどんな感じ

なんでしょうか。 

（教育長） 

  一般の先生方の感触はまだ今日通知したばかりなので聞いてないんですけれども、校長先生

たちは卒業生の保護者を入れてくれるのはありがたいというお話でした。こんな言い方はあれで

すけれども、出たくない方は出なくて良いですし、保護者だけに限っていますので。普段だった

らおじいちゃんおばあちゃんが来ることもあるかも知れないですけれども。40 人だとしても最

高 120 人。体育館を目一杯使えば大丈夫だという話なので。 

（石川委員） 

  保護者は１家庭１人とかといった感じですか。 

（教育長） 

  今のところ保護者という表現だけにしています。 

（石川委員） 

  わかりました。 

（田中教育長職務代理者） 
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  中学３年生の担任を持っている先生がうちの診療所に来て話したら、そういう話じゃなかっ

たから。中止になるっていうんで。どうせ俺のこと嫌っている子どもたちもいるかも知れないけ

ど会いたいよって言っていたので、良いことじゃないですかこれ。 

（教育長） 

  特に中学生についてはバラバラになりますからね。ただ、反対する人も中にはいるかも知れ

ません。 

（石川委員） 

  今日校長先生に聞いたんですけれども、こういう事態になると、ここまで長引いてくると一般

の先生方は、道教委からの通知だとか教育委員会からの通知にすごくシビアに言われたとおりに

行動しているらしいです。今回みたいな道教委が言ったことに対して町教委がこう出していると、

そうなんですね、良いんですかといったようなこともある。 

（田中教育長職務代理者） 

  これある意味、教育長の責任も大きくなってくるから。ただ、僕ら教育委員としては今のお

話として、現場の先生たちや父兄の想いを聞いてこの方法でいいんじゃないかというふうに思い

ますよ。 

（教育長） 

  強制はしないんでしょうけど、あくまで道教委の要請ですからね。 

（田中教育長職務代理者） 

  親御さんたちも理解してくれると思いますよ。 

（教育長） 

  町長には口頭ですが了承をもらっています。 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。 

（教育長） 

  先ほど課長も言っていましたけれども、これから何かあったら対応が変わる可能性がありま

す。何もないことを祈りますけれども。来週になって感染者ゼロだったら解除することもあるか

も知れない。音更で出ないことを祈ります。 

  あと、終了式。これはたぶんやらないです。 

（田中教育長職務代理者） 

  終了式ですね。例えば、今度入学式とかそういうのは後でまた考えるということ。 

（教育長） 

  まだ何も決まってはいないです。報道によるとこれからですね、通知が来るのは。 

  先のことは出せないのかも知れないですね。ただ、小学校１年生の入学式は保護者なしという

わけにはいかないので、クラスごとでも良いから、苦慮するところですよね。時期をずらすこと

もできないですし。 

  今、話題になっているのは修学旅行ですね。中学校の修学旅行は４月の十何日から始まる学

校があるので。ここには延期の方向と書いてありますけれども、ほぼ延期ですよね。 

 教育委員会から延期で考えてくださいという文書を各中学校長に出すことになると思います。管

内聞いても、ほぼ延期ですね。中止の検討をしているところもあるみたいです。 
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（種川委員） 

  契約はしているんですよね。 

（教育長） 

  キャンセル期限がもう目の前です。キャンセル料がかからない。もっというと、例えば秋に延

期したりするとものすごく経費が上がるんですよ。高くなる。 

（種川委員） 

  オフシーズンなので４月は安いんですよ。 

（田中教育長職務代理者） 

  なるほどね。 

（教育長） 

  苦慮しています。他の町村に聞くと、行き先を変更して金額を抑えるとか。色々考えているみ

たいですけれど。音更はまだそこまでは考えていませんけれど。 

（教育長） 

  全般にわたって何かありますか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  施設管理のところで、消毒液云々となっているんですが、これ施設を使えなくはしないとい

うことですか。 

（教育長） 

  福地教育部長。 

（教育部長） 

  ３ページの（２）の②、対象施設につきましては先般、道知事の緊急事態宣言を受けて、週

末の外出自粛要請というのがあったのですが、その際に 29 日と３月１日なんですけれども臨時

休館ということにしておりまして、道知事からの緊急事態宣言が３月 19 日までありますので、

この後、明日もそうなんですけれども３月７日、８日と、３月 14 日、15 日の土日の２回の週末

については同じように休館します。平日については、それ程人の動きがないですし、予約状況も

ほぼ全部キャンセルになっているんです。ごく小さなサークルや会議が残っているのはあるんで

すが、文化センターとかもほとんど解約されていますし、サンドームの方の講座関係、レッスン

関係も中止していますので、非常に少ない状態ということですのであまり影響はないかと思って

おります。状況が変われば、閉館しなければならないことも視野には入れているんですけれども、

今の状態であれば週末だけ休館にしようという判断です。これは町の対策本部で統一して決めた

ことです。教育委員会だけではありません。 

（教育長） 

  コミセン等も全部そうです。19 日までは土日は全部休館。 

（田中教育長職務代理者） 

  僕思ったのが、今回スポーツジムとかで結構バーっと出たじゃない。マスクして運動すると

結構きついかなと思って。例えば、マシーンのあるところとかどうなのかなと。温水プールとか。 

（教育部長） 

  町の対策本部の方で共通して決めているんですけれども、こういう部屋についても１時間に
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一度換気するようにしています。サンドームのトレーニング室もそのような形で１時間に１回空

けることで我慢してくださいという形で周知してまして、心配なのはトレーニング室入る右手に

エアロビとかやる窓のない部屋があるんですが、そこのところだけはちょっと危惧してるんです

けれども。あまり使われていないと。こういう事態なので。 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。心配だからさ。健康な人が行ってるからね。 

（教育長） 

  そうですね。給食とか業者が心配なんですけれども。 

  あと何かありますか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  来週の金曜日また臨時の教育委員会予定になっていますけれども、その前に何かあった時に

は臨機応変に対応してもらうしかないと思うんですけど。何かあれば、連絡いただきたいと思い

ますけど。 

（教育長） 

  なかなかですね、何かあってこういうふうにしましたからって連絡する時間がなかったのが

先週なんですね。議会もあったものですから。 

（田中教育長職務代理者） 

  結構、教育委員会がらみありましたもんね。質問もね。 

（教育長） 

  いや、そうでもなかったですけど。出席しなければいけないので。本会議の時に限って教育

長集まれって教育局から連絡があるんですよ。他の町もそうなんですよね。 

教育局通って市町村通ってから学校ですもんね。一日以上は違いますからね。うちでいえば、

10人しかいないような学校から 600人以上いる学校まで１つの通知で全部やらなくてはいけな

いので。それは、市町村に任せたって言ってくれって言う教育長も結構いて。ある程度裁量を

ほしいという意見も結構出ました。学校数少ないところは良いけど、学校数多いところは大変

ですからね。 

（田中教育長職務代理者） 

  学校数多いからな。 

（教育長） 

  だからうちの職員が大変なんですよ。 

（田中教育長職務代理者） 

  そうだよね。大変だよね。 

（教育長） 

  24 日まで延ばすっていうメールが来た時には、昼から教育長会議があって、道から夜までに

通知来るからって、学校教育係長がずっと待っていたんです。日付変わるくらいまで。でも来

なくて。次の日の朝になって本日のメールの送信はありませんって。そのメールは 12 時間遅い

なって言ってました。仕方がないので、朝から全部電話で管内の教育長と手分けして 24 日にそ

ろえる電話をずっと午前中いっぱいまでかけてやっていました。先週の今頃はちょうど待って
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いる時じゃないですか。 

（田中教育長職務代理者） 

  いや、本当にご苦労様です。最後に校長や教頭に会いたいなと思ったけど、無理ですね。 

（教育長） 

  退職する方、生涯学習課に配属されますのでいつでも会えます。 

（種川委員） 

  保護者の相談窓口とか、特別ＰＲしてここへ相談してくださいとか。 

（教育長） 

  ホームページ上では、問合先は全部学校教育係としているんですけれども。学校から発出さ

れたものは、問合先は学校になっていると思います。 

（種川委員） 

  一番は保護者の不安だとか疑問にどう答えるか。期間が長いので。そんなのも周知されてい

れば、少しは安心できるのかなと。 

（田中教育長職務代理者） 

  土日っていうのは、教育委員会の方で対応するのですか。 

（教育長） 

  土日は、その番号にかければ日直につながって、緊急のものであれば、教育委員会に連絡が

くることになってなっているので、かけ直すことはすぐできます。学校を通した問合せも、学校

閉庁日には役場にかけてくださいというのがだいぶ周知されているので大丈夫だと思います。 

（教育長） 

  結局みんなが慌てて仕事しているのは、先に新聞に出てから内容が何日に出るからというの

で、だいたいはどこの町もまだ決めてませんというしかないです。鈴木知事が全道休校を考えて

いるらしいというのがネット上で分かったんです。そこを正式に出てくるのを待っていたんです。 

だいたいこんなところでよろしいでしょうか。また来週になったら事情も変わってくること

もあると思うので。できれば変わらないでいて欲しいんですけれども。 

全体を通して何かないでしょうか。 

（田中教育長職務代理者） 

  先が見えない話ですけど、見えたらまたみんなで慰労会しましょう。 

（教育長） 

  来週の臨時教育委員会は、分散登校１週間延びてからなので感想とか経過をお知らせします。 

（教育部長） 

  既に通知がいってるかと思うんですが、音更町スポーツ賞等表彰式については中止というこ

とで。対応としては、正式に決まってからスポーツ課の方から各学校の方にも連絡しようと思う

んですが、校長先生の方からお渡しをいただくというようなことと、そういう類でない方には個

別対応で何らかの形で来ていただく、こちらから行って渡していくという形で対応させていただ

きたいというふうに思っております。 

教職員の異動の内示なんですけれども、本日いたしました。各学校の校長先生に渡しました

ので、今日各先生方には、正式にお話はいっている状況になっております。 

オリンピック、パラリンピックの関係で。この前、勝毎にも出ていたと思うんですけど、オ
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リパラ基本方針推進ということで、パラリンピックを受入れるホストタウンの拡充等に係る取

組というのがありまして、帯広市が手をあげているんですけれども、内閣官房オリパラ事務局

の方から、帯広市の方に受けてくれないかいというふうに話がきたようです。パターンがいく

つかある中の未登録国地域の受入というまだ決まっていないようなところあったようでですね、

そこを受入れるにあたって音更町に一緒にやりませんか、という誘いが帯広のスポーツ推進室

の方からありまして、のることに致しました。帯広市が作った計画書に音更町も一緒に載って

おりまして、帯広市と音更町がセットになった提案書という形になっています。企画書を提案

しているだけなので、採択されなければだめになるんですが、今その申請をあげているところ

で、相手国は、チェコが役員も入れて 61 名ですか。役員が 20 名いるんですけれども。それと、

あとアルゼンチンということで合計 81 名の受入れをするということで、練習場の確保ですとか、

宿泊施設だとかっていうのは、まず最初に出てくる話になるんですけれども。音更町内の練習

場っていうのは今のところ想定されていません。全部今、帯広市内の帯広の森ですとか総合体

育館とか市民プールですとかアーチェリー場ですとか陸上競技場ということになっています。 

期間がですね、チェコについては８月 10 日から 17 日までの１週間程度。アルゼンチンにつ

きましては、８月３日から 17 日までの２週間程度ということになってまして、この方たちは、

期間中に地域との交流事業ですとか、パラリンピックへの採火式への参加をすることとなって

おります。音更町の関わりとしては、地域との交流の中で地元の高校生が開発した十勝産食材

を使った食事の提供というのがあるんですが、この食事のメニュー開発に大谷短大が入るとい

うことになっておりまして、その関係上、大谷短大は音更町にあるということで誘いが来たと

いうのがあります。実はそれだけではなくてですね、１自治体につき１千万円の補助金という

ことになっておりまして、音更が入ることによって１千万円が２千万円になるということがあ

りまして一緒にやって欲しいということでした。使い道はほとんど帯広市が使うんですけれど

も。そのようなお誘いでございました。あとは、障害者団体等地域住民との交流をしたり、日

本文化体験プログラムを実施するような、そのようなことを地元で行うということになってお

ります。採択されれば音更町もなんらかの形で関わっていくということで。ホストタウンの登

録も義務付けられてくると思いますので、採択されれば音更町もパラリンピックのホストタウ

ンに名前を連ねるということになると思います。以上でございます。 

（田中教育長職務代理者） 

  大変だけど、決まったらホストタウンに音更の名前が出るのは良いですね。 

（教育部長） 

  この件に関して、もう少し詳しいことを３月の定例の会議の時にスポーツ課長の方から説明

してもらうことになりますので、話も進んでいると思います。 

（教育長） 

  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。 

  以上を持ちまして令和２年３月の臨時教育委員会会議を閉会いたします。 

 

  

閉会（１９時３０分） 


