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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和２年７月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和２年７月１６日 午後１時３０分～午後２時３０分 

開 催 場 所 音更町役場 ３階 ３０１・３０２会議室 

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 報 告第２号  令和２年度教科書展示会での意見について 

４ 議 案第１号  音更町文化奨励賞等規則の一部を改正する規則案 

５ 議 案第２号  音更町奨学資金支給者の決定について【秘密会】 

６ 議 案第３号  音更町いじめ問題等対策委員会委員の委嘱について 

【秘密会】 

７ 議 案第４号  財産の取得について【秘密会】 

８ 協議案第１号  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価の報告書について 

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。 

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７月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和２年７月１６日 

ところ 役場 ３階 ３０１・３０２会議室 

 

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（１３時３０分） 

 

令和２年７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。 

ただ今から、令和２年７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。 

  ７月１日、水曜日、上然別高齢者学級開級式が行われております。 

  ７月２日、木曜日、音更高齢者学級、７月３日、金曜日、下音更高齢者学級がそれぞれ開級

し、開級式を見合わせた豊田高齢者学級を含め、４学級が活動を再開しております。 

  ７月 13 日、月曜日、奨学資金審議会が 301･302 会議室で開催されております。 

  後ほど議案でお諮りしたいと思います。 

  7 月 14 日、火曜日、校長会議、教頭会議が 301･302 会議室で開催され、教職員の服務規律の

徹底について、各種ハラスメントの防止等に関する指針の策定についてなど説明しております。 

  ７月 16 日、本日、高齢者大学の入学式･始業式が文化センターで開催されております。 

  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。 



【④会議結果】 

  ７月６日ですけれども、豊田の高齢者学級が開級式を予定しておりましたが、新型コロナウ

イルスの関係で中止したいという申し出がありましたので、開級式は中止しておりますが、活

動については例年どおり行っております。 

町内４つの高齢者学級が活動を開始したということでございます。 

  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、報告第２号 令和２年度教科書展示会での意見についての件を議題とします。 

  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３ページをご覧ください。 

  報告第２号 令和２年度教科書展示会での意見について。 

  このことについて、次のとおり報告いたします。 

  今年度の教科書展示会は、令和３年度から使用する中学校教科書と、昨年度に採択されまし

た小学校用教科書につきまして、音更町図書館において、６月 12 日から６月 27 日まで開催い

たしました。 

  閲覧者名簿に署名をいただいた方は、34 名であり、議案の 13 ページまでに記載のとおり、

21 件の意見をいただいております。 

教科で言いますと、社会についての意見が多くなっております。 

  それぞれの意見の内容につきましては、後ほどご覧いただきますようお願いいたします。 

  教科書採択につきましては、現在、第 12 地区教科書採択教育委員会協議会で採択事務が進め

られておりますが、教科ごとに３回の調査委員会が開催され、本日７月 16 日に行われている委

員会で終了となります。 

  今後、調査委員会の調査報告結果を元に、7月 22 日に開催される第４回協議会へ調査結果等

が報告されることになります。 

  その後、協議会で審議され、８月６日の第６回協議会で教科書用図書の決定が行われる予定

となっております。 

その後、８月に開催予定の教育委員会定例会において、本町としての採択をしていただくこ

とになります。 

  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。 
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（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４、議案第１号 音更町文化奨励賞等規則の一部を改正する規則案の件を議題とします。 

  事務局の報告を求めます。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  それでは、議案の 14 ページから 21 ページをご覧ください。 

議案第１号 音更町文化奨励賞等規則の一部を改正する規則案についてご説明いたします。 

改正文につきましては、朗読を割愛させていただき、15 ページ資料によりご説明をさせてい

ただきます。 

１、改正の理由といたしましては、音更町文化奨励賞及び音更町文化奨励特別賞の表彰基準

等を整理するために規則を改正しようとするものであります。 

２、改正の内容につきましては、１点目、文化奨励賞と文化奨励特別賞の基準を明確化し、

文化奨励賞において、成績優秀者についての基準を定めております。２点目、推薦書の提出期

限である８月 31 日が、休日に当たる場合、提出期限をその日の直後の休日でない日としており

ます。 

３、施行期日は、公布の日となります。 

このほか、議案 20 ページ、21 ページにあります音更町文化奨励賞等推薦要綱で推薦の基準

等について、必要な事項を定めております。 

以上、ご説明とさせていただきます。 

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５から日程７までについては、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） 
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   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） 

 

日程８、協議案第１号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告書に

ついての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  議案書の 26 ページをお開きいただきたいと存じます。 

協議案第１号、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告書について。 

このことについて、別冊によりご協議いただくものであります。 

別冊で配布しております、令和２年度、令和元年度対象の教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価の報告書（案）をご覧願います。 

６月の教育委員会定例会議でお示ししました素案に、表紙裏面の目次と、１ページに「はじ

めに」といたしまして、点検及び評価の趣旨、対象、方法を追加しております。 

また、13 ページになりますが、（７）教育委員会の組織、そして、14 ページから 32 ページに

は、２ 重点的な評価として、（１）確かな学力の向上、25 ページからは、（２）健やかな体の

育成、30 ページからは、（３）豊かな心の育成について、49 ページから 55 ページには、４ 昨

年度の学識経験者からの主な意見と対応状況について、追加しております。 

なお、説明の後、前回６月の教育委員会定例会議でお示ししました素案の部分も含めて、各

委員からご意見やご提言をいただき、この報告書に反映させたいと考えております。 

  それでは、追加いたしました内容につきまして、ご説明を申し上げます。 

  １ページをご覧いただきたいと存じます。 

「はじめに」の１ 点検及び評価の趣旨につきましては、昨年度と同様の内容であります。 

２ 点検及び評価の対象につきましては、令和元年度に実施した施策･事業等が対象である旨

を記載しております。 

３ 点検及び評価の方法につきましては、今年度、点検評価をお願いする学識経験者２名を

記載しております。 

13 ページをお開きください。 

（７）では、令和２年４月１日現在における教育委員会の組織を記載しております。 

  14 ページをお開きください。 

２ 重点的な評価の（１）確かな学力の向上では、令和元年度の全国学力･学習状況調査は、

例年の国語･算数･数学のほか、英語についても調査対象となっております。 

①児童生徒の学力の現状と課題につきましては、令和元年 12 月の教育委員会定例会議におい

て、令和元年度全国学力･学習状況調査の結果分析についてご報告しておりますが、その中の小
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学校及び中学校の総評、領域･観点･問題形式の内容、16 ページから 22 ページには、児童･生徒

質問紙の分析結果を記載しております。 

内容の説明については、以前の報告と重複いたしますので、割愛させていただきます。 

23 ページをお開きください。 

クロス集計分析につきましては、全国学力･学習状況調査の結果をもとに、質問紙の結果と各

教科の問題の正答率について、クロス集計の分析を行ったものであります。 

②学力向上のための取組ですが、教育委員会の主な取組として、１から、24 ページ上段まで

の 10 項目につきましては、前年度と同様の取組内容でありますが、新たに、小学校５・６学年

の英語教科開始に向け、英語指導助手を１名増員したところであります。 

学校の主な取組の８項目、家庭や地域との連携の３項目につきましては、前年度と同様の取

組内容となっております。 

25 ページでございます。 

（２）健やかな体の育成では、平成 30 年度の全国体力･運動能力、運動習慣等調査の結果の分

析を記載しております。 

①児童生徒の現状と課題につきましては、令和元年 12 月の教育委員会定例会議において、平

成 30 年度の全国体力･運動能力、運動習慣等調査の結果分析についてご報告しておりますが、

その中の小学５年生及び中学２年生の分析と考察、各種目ごとの全国･全道平均との比較の内容

について、28 ページまで記載しております。 

内容の説明につきましては、以前の報告と重複いたしますので、割愛させていただきます。 

29 ページをお開き願います。 

②体力向上のための取組につきましては、教育委員会の主な取組として８項目、学校の主な

取組として７項目、家庭との連携による体力づくりの推進として３項目であり、前年度と同様

の取組内容となっております。 

30 ページをお開き願います。 

（３）豊かな心の育成の①いじめ･不登校の現状と課題についてでありますが、いじめにつき

ましては、令和元年 11 月に実施したいじめに関するアンケート調査の集計結果の考察につきま

して、令和２年３月の教育委員会定例会議においてご報告しておりますが、抜粋で件数等を記

載しております。 

また、いじめはどんな理由があっても許されないと回答している児童生徒の割合は84.1％で、

小中学生とも増加となったところであります。 

   31 ページになりますが、②いじめ･不登校未然防止の取組でありますが、教育委員会の取組

として８項目、学校の主な取組として６項目、32 ページになりますが、家庭や地域との連携と

して４項目であり、前年度と同様の取組内容となっております。 

   33 ページから 48 ページまでの３ 教育行政推進における主要な施策の実施状況につきまし

ては、後ほど各課長･館長からご説明いたします。 

   49 ページから 55 ページには、昨年度の学識経験者からの主な意見を表の左側の欄に、対応

状況を右側の欄に記載しておりますのでご参照ください。 

   それでは、33 ページにお戻りいただきまして、３ 教育行政推進における主要な施策の実施

状況につきまして、各課長･館長からご説明を申し上げます。 



【④会議結果】 

（学校教育課長） 

   それでは、学校教育課所管分の説明をいたします。 

はじめに、文教対策でありますが、１ 教職員研修につきましては、教職員 380人に 2,680,329

円を、校内研修・道内研修として交付しているほか、学校内で創意工夫した研修を奨励する校

内研修実践指定校事業については、６校に交付しております。 

２ 教職員健康対策につきましては、教職員の健康診断を 350 人に実施しており、また、平

成 29 年度から実施している、ストレスチェックにつきましては 287 人が受検しております。 

３ 教育の日推進事業につきましては、令和元年 12 月１日に開催されたおとふけ「教育を考

える日」記念フェスタでは、保育園･小･中･大学の教育活動報告や記念講演を実施しており、事

業費の一部として 474,205 円を交付し、479 人の参加をいただいております。 

４ 教材教具の整備でありますが、小学校 13校に 1,028 万 4,830 円、中学校５校に 3,915,417

円、合計 18 校に、14,200,247 円を整備しております。 

５．総合的な学習の時間支援事業といたしましては、小学校に 1,433,620 円、中学校に 653,649

円、合計で 18 校に、2,087,269 円を交付しています。 

34 ページをご覧ください。 

６ 就学援助につきましては、経済的理由により就学困難な児童生徒 999 人に対し、

103,764,031 円の就学援助費を支給しております。 

令和元年度の認定率は 25.0％となっており、昨年度より 1.8 ポイント上昇しております。 

また、令和元年度から、卒業アルバム代の支給を行ったことにより、この支給額が約 2,900

千円の増となり、全体の支給額といたしましては、約 6,380 千円の増となっております。 

７ 奨学資金ですが、高校在学者で、経済的な理由により就学困難な者に対し、公立高校在

学者 58 人に月額 6,500 円を、総額 4,433 千円、私立高校在学者 45 人に月額 10 千円を、総額

5,400 千円、合計 103 人に支給総額 9,833 千円を支給しております。 

35 ページをご覧ください。 

８ 教育施設の整備でございます。 

工事ごとの内容につきましては、省略させていただきます。 

右側の欄になりますが、今年度から、防災機能を備えた屋外トイレ整備事業に着手したほか、

児童生徒の熱中症対策として保健室のエアコン整備事業に着手しております。 

また、建設後 30 年以上が経過し、老朽化が著しい鈴蘭小学校の外壁塗装の改修を行ったほか、

学校水泳プールの改修等を実施しております。 

また、老朽化した学校の大規模改修につきましては、令和元年度から柳町小学校校舎の大規

模改修事業を実施しております。 

37 ページをお開きください。 

９ 教員住宅の整備につきましては、温水ボイラーの更新が２戸、屋根塗装が２戸、浴室ほ

か改修工事が２戸で 6,468 千円を実施しております。 

10 開かれた学校づくりでは、学校評議員につきまして、小学校で 57 人、中学校で 18 人の

委嘱をしております。また、駒場中学校にはコミュニティ・スクールを設置し、８人の学校運

営協議会委員を任命し、地域と協働した取組を進めているところでございます。 

38 ページをお開きください。 
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11 いじめ等の対策につきましては、先ほど部長から説明がありましたが、30 ページ、31 ペ

ージに記載のとおりとなっております。 

12 児童生徒の安全確保につきましては、記載のとおりの事業を実施しておりますが、夏季

長期休業中には、教職員対象の一般救急講習において、AED の操作方法や食物アレルギーによ

るエピペン使用の訓練を行っております。 

13 情報教育につきましては、計画的に学校の PC 教室のパソコンを更新しておりますが、令

和元年度は緑南中学校で実施しております。また、各小学校に英語学習用のコンピューター整

備を実施しております。 

14 国際理解教育につきましては、中学生に対する英語の発音指導、小学校における英会話

の補助及び地域における国際交流活動のため、英語指導助手２人を配置しております。また、

小学校の外国語活動については、外部サポート講師を全小学校に派遣しています。 

続きまして、39 ページをお開きください。 

15．食育につきましては、地産地消と食育推進のため、おとぷけ給食などを実施しておりま

す。また、自己評価欄に記載はありませんが、平成 30 年度から音更学校給食フードリサイクル

プロジェクトを実施し、食品ロス削減と食育の取組を行っております。 

16 特別支援教育につきましては、肢体不自由学級及び病弱学級在籍児童生徒のうち、特に

介助が必要である児童生徒に対し、生活介助員を７校に派遣しています。また、通常学級にお

ける発達障害等により支援を要する児童生徒に対して学習支援員を配置しております。令和元

年度は、11 校に 32 人を配置しております。複式教育学習支援員につきましては、６校に２人

を配置しております。 

以上で学校教育課所管分についての説明を終わります。 

（生涯学習課長） 

40 ページをお開きいただきたいと存じます。 

生涯学習課所管の社会教育の振興でございます。 

はじめに、１ 青少年教育事業につきましては、こども姉妹町視察研修ほか前年度と同様に

継続して実施しております。４番目の中学生リーダー研修会は、実施２年目の事業であり、参

加人数が倍増し、参加者 13 名の内７名が、小学生を対象とした夏期・冬期リーダー研修会に運

営協力者として参加しておりますので、目標としたジュニアリーダーの人材育成にも繋がった

ところと考えております。 

続きまして、41 ページ２ 青少年対策でございます。 

放課後子ども教室につきましては、学校･地域と連携して、放課後における児童の安全･安心

な子どもの居場所を提供することを目的として、平成 28 年度から継続実施しております。元年

度も町内４小学校で開設しましたが、令和２年度からは新たに２小学校で開設することとして

おります。まずは、市街地全ての小学校の開設に向け準備を進めていきたいと考えております。 

巡視指導、通報、広報活動等につきましては、前年度と同様になっております。 

３ 成人教育事業につきましては、前年度と同様に継続して実施しているところでございま

す。家庭教育電話相談は、30 年度実績がありませんでしたが、元年度は２件の相談がありまし

た。 

  次に 42 ページをお開きいただきたいと存じます。 
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４ 生涯学習事業につきましては、生涯学習フェスティバル、OOJC オープンカレッジ、高校

開放講座など、町民に幅広く学習機会の場を提供するため、各種事業を継続的に実施しており

ます。今後も、町民のニーズを把握しながら、時宜にかなった魅力的な学習機会を提供するこ

とが必要と考えております。  

  最後に、43 ページ、５ 文化・芸術事業でございます。 

１番上の項目であります芸術文化大会参加補助金ですが、芸術文化部門で優秀な成績を収め

た方に対し補助しているもので、今後も継続して実施していく考えでございます。 

説明は以上でございます。 

（文化センター館長） 

  引き続きまして、文化･芸術事業の大会参加補助金以外の分であります。 

  中学生のための音楽教室･小学生芸術鑑賞会･文化祭につきましては、継続的に実施している

事業でございまして、今後とも引き続き実施することが必要であると評価しているところでご

ざいます。 

  芸術鑑賞事業は文化事業協会と連携し、各ジャンルで質の高い鑑賞事業を展開してまいりま

した。 

  実績としましては、前年度比 700 名増ということで、今後も引き続き鑑賞機会の充実を目指

してまいります。 

  文化センター利用状況でございますが、幅広く利用されておりまして、今後も町民の皆さん

が利用しやすい施設づくりを目指してまいります。 

  利用者の総数でございますが、56,924 名ということになってございますが、前年度と比べま

すと 12,000 名程度減少しているところでございますが、主な要因といたしましては、２月から

３月におけます新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る臨時休業が影響と考えておりま

す。 

  以上でございます。 

（図書館館長） 

  続きまして 44 ページから、図書館所管分でございます。 

図書、視聴覚の振興でございます。 

図書館の利用状況につきましては、図書館本館・分館とも貸出冊数･貸出人数等ともに前年度

より減となっております。 

続いて③の本館の入場者数は 8万 4872 名ということで、全年に比べまして 5,303 名の減とな

っております。減の理由ですが、こちらについては、新型コロナウィルス感染防止対策のため、

３月の土日を休館としたこと、及び利用者が外出を自粛したことなども原因の一つであると考

えております。 

次に元年度の図書の購入状況です。 

購入で、5,106 冊、寄贈を含めまして 5,927 冊、除籍が 4,993 冊、蔵書の総数が 212,897 冊

ということで、町の総合計画で目標設定しております 21 万冊の蔵書分を維持しております。 

今後につきましても住民のニーズに対応した図書の貸出しにつきまして、努めてまいる所存

でございますのでよろしくお願いいたします。 

次に、図書館事業の実施状況につきましては、一覧のとおりとなりますが、令和元年度は図
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書館開館 20 周年を迎えたことから、記念事業を開催しております。 

子どもの読書活動推進を図る事業としましては、下から４段目、小規模小学校を対象とした

移動文庫及び学級文庫を設置しており、今後も各小学校と連携しながら実施してまいります。 

以上、所管分の説明でございます。 

（スポーツ課長） 

  続きまして、スポーツ課が所管します社会体育の振興について、ご説明いたします。 

46 ページをお開きください。 

はじめに、１ 体力づくり、健康づくりの振興でありますが、スポーツライフから下段の体

力づくり教室につきましては、総合体育館や温水プール等におきまして、以前から教育委員会

主催で実施していた事業や指定管理者が民間のノウハウを生かして実施している事業でありま

して、幼児から高齢者まで幅広い年代の方々に、スポーツに親しむ機会を提供するため、引き

続き多様な教室を実施しております。 

  今後におきましても、町民ニーズを把握し、継続して実施していくことが必要と考えており

ます。 

  なお、新型コロナウイルス感染防止対策として、３月は中止しております。 

  そのほか、47 ページの上段、スポーツ大会では、教育委員会、スポーツ協会及び各種競技団

体の協力関係により、各種大会を開催しております。 

 次に、２ 指導者、リーダーの養成でありますが、スポーツ少年団リーダー研修会につきま

しては、所属のスポーツ少年団で、リーダーとして活動するための自覚と資質向上を図るとと

もに、団相互の交流を深めることを目的として、今後も継続の必要があると考えております。 

続きまして、スポーツ指導者研修会につきましては、スポーツ活動の中核となるべき指導者

を養成することは極めて重要であることから、今後も研鑽する場を提供し継続していきたいと

考えております。 

次に、３ 奨励及び顕彰でありますが、スポーツ大会参加補助及びスポーツ賞等表彰につき

ましては、例年どおり実施しておりましたが、スポーツ賞等表彰の式典につきましては、新型コ

ロナウイルス感染防止対策として中止しております。 

次に、４ 施設の利用状況でありますが、屋内体育施設につきましては、競技スポーツや生

涯スポーツの場として、多くの大会や少年団･サークル活動等で利用されております。 

平成 30 年度と比較しまして、各施設の利用人数につきましては、新型コロナ感染の影響に伴

う休館等により、２月以降減少しております。 

48 ページをお開きください。 

次に、鈴蘭及び宝来の軽スポーツセンターにつきましては、町民の身近な施設として利用さ

れておりますが、平成 30 年度と比較しまして、新型コロナウイルス感染防止対策として、３月

は休止したことに伴い、利用人数は減少しております。 

次に、運動公園等につきましては、希望が丘運動公園等の屋外体育施設は、競技スポーツや

生涯スポーツの場として、多くの大会や少年団･サークル活動等で利用されております。 

平成 30 年度と比較しまして、野球場とサッカー場は、利用人数が増加しておりますが、その

他は減少しております。 

次に、学校開放事業につきましては、スポーツ活動の場として、小･中学校の体育館等を開放
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し、少年団や各種サークル等が利用しております。 

平成 30 年度と比較しまして、新型コロナ感染防止対策として、３月は休止したことに伴い、

利用人数が減少しております。  

最後に、５ 指定管理者制度の導入につきましては、施設の効率的･効果的な運営を図るとと

もに、利用者に対して、より良いサービスの提供に努めるものとして導入しておりますが、民

間事業者のノウハウを活用して、町民の心身の健全な発達とスポーツの普及振興に寄与してい

ることから、今後も事業の充実に期待するものであります。 

以上、スポーツ課所管分の説明とさせていただきます。 

（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、協議案第１号についての件を採決します。 

   本件は、原案のとおり点検評価委員会に提出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、原案のとおり提出いたします。 

   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。 

   はじめに、教育委員の皆さんから何かありますか。 

（各委員） 

   ありません。 

（教育長） 

   では、事務局から。 

   藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

音更町立学校職員に係る各種ハラスメントの防止等に関する指針の策定についてご報告させ

ていただきます。 

お配りいたしました資料をご覧いただきたいと思います。 

こちらは、先日開催された校長会議･教頭会議の資料でございます。 

１ページの１ 策定の経緯にありますように、昨年６月に公布された女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律によって、労働施策総合推進法や男女雇用

機会均等法が改正され、各事業主においてはパワハラをはじめ、セクハラなど各種のハラスメ

ントに対する防止等の措置を講ずることとされました。 

これを受けて、音更町立学校職員に係る各種ハラスメントの防止等に関する指針を策定した
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ところでございます。 

２ 策定した指針は、パワハラに関するもの、セクハラに関するもの、妊娠･出産･育児･介護、

いわゆるマタハラ・ケアハラに関するものの３本となっております。 

３ 指針の概要につきましては、各ハラスメントの定義や、ハラスメントの防止に関する職

員の責務、意識啓発等、申出等への対応となっておりまして、各指針とも共通の作りとなって

おります。 

実際にハラスメント事案が発生した場合には、学校教育課が相談窓口となって対応すること

としております。 

詳細につきましては、５ページ以降に各指針を添付しておりますので、後ほどご確認いただ

きたいと思います。 

以上、ご説明とさせていただきます。 

（教育長） 

  何かございますでしょうか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、続きまして、宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

生涯学習課から、今年度予定しております音更町郷土資料室のリニューアルについて、別紙

でお配りしております資料により、ご説明を申し上げます 

郷土資料室のリニューアルにつきましては、従前より、包括連携協定のもとに専門的な見地

からご助言をいただいている大谷短期大学と基本的な考え方について検討を重ねてまいりまし

た。 

まちの歴史や文化を後世に伝え、郷土を愛する心を育むための施設として、展示資料や利活

用方法など、町民の皆さんから幅広くご意見・ご提言をお伺いする「町民のご意見を聴く会」

を８月 19 日に開催することといたしました。参集範囲や周知方法など詳細につきましては、資

料をご参照いただきたいと存じます。 

また、現在所蔵しております資料につきましては、学術的価値や歴史的背景についての記録

がないことから、専門的な知識を有する学識経験者等の助言を求め、資料の調査、再評価を行

い、併せて展示、保存方法の検討も進めていく考えでございます。こちらにつきましても、８

月からの作業開始を目指し、現在、学識経験者等協力をお願いする方への依頼など準備を進め

ているところです。 

今後、郷土資料室の充実整備に向け、具体的に進めさせていただくわけですが、新型コロナ

ウイルスの影響等から、作業工程に遅れが生じてくる可能性もあり、進捗状況を見ながら、リ

ニューアルオープン等日程の詳細については、改めまして、ご報告させていただきたいと存じ

ます。 

最後に口頭になりますが、12 月６日に開催を予定しております、おとふけ「教育を考える日」

記念フェスタについてであります。 

今年度につきましては、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、
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例年の形による開催が極めて困難であり、中止の方向で関係団体等と協議を進めております。 

来年度実施に向けての調整が終わり次第、正式に中止を決定させていただく予定です。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

私からは以上でございます。 

（教育長） 

  質問等ありますでしょうか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  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。 

  英語指導助手についての報告であります。 

  昨年度から、英語指導助手１名を増員しまして、２名体制ということで小学校との外国語授

業等に派遣し、外国語教育に充実を図っております。 

  この件につきましては、昨年の７月の定例教育委員会会議においても説明して採用について

の決定をいただいたところでありますが、令和２年度から会計年度任用職員に移行しておりま

す。 

  １人目のマルタン･ピナール氏でありますが、JET プログラムによらない形で、引き続き採用

しておりまして、令和元年度末までの任期としておりました。 

  令和２年度からは、会計年度任用職員に移行しまして、来年３月末までの任用となっており

ます。次年度以降につきましても、マルタン氏の意向にもよりますが、希望があれば継続した

いと考えております。 

  ２人目のブリタニー･ロビンソン氏でありますが、JET プログラムを通じて採用し、任期は昨

年の８月７日から令和２年８月６日までの１年間となっております。 

  同じく令和２年４月からは、会計年度任用職員に移行していることから、８月の JET プログ

ラムの任用の更新に合わせまして、８月７日以降も会計年度任用職員としての更新をする予定

としております。 

   以上、口頭での説明とさせていただきます。 

（教育長） 

   よろしいでしょうか。 

（各委員） 

   はい。 

（教育長） 

他になければ、これをもちまして令和２年７月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時３０分） 


