
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年１１月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年１１月１８日 午後２時００分～午後３時２０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、川井委員 

事 務 局 出 席 者 
八鍬教育部長兼教育総務課長、重松生涯学習担当部長、新名学校教育課長、宮

田生涯学習課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、

櫻井総務係長、櫻井学校教育係長、遠山食育健康係長、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  音更町子どもの読書活動推進計画（第３期）について 

４ 協議案第１号  令和３年度補正予算（案）について【秘密会】 

５ 協議案第２号  音更町職員定数条例の一部改正について【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号及び第２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 教育総務課 総務係 
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令和３年１１月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年１１月１８日 

ところ 役場庁舎 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、川井委員 

事務局出席者 八鍬教育部長兼教育総務課長、重松生涯学習担当部長、新名学校教育課長、宮

田生涯学習課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、

櫻井総務係長、櫻井学校教育係長、遠山食育健康係長、安村施設係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１４時００分） 

 

令和３年１１月教育委員会会議（定例会） 

（教育部長兼教育総務課長） 

起立、礼、着席ください。 

（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３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。 

八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

議案書の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。 

10 月 17 日（日）、音更町開町 120 周年記念事業の一つである生涯学習特別講座「おとふけ 120

年の歩みと伊福部昭の世界」が伊福部昭記念ジュニアオーケストラとの共催で開催され、550

名の入場者の中、伊福部昭氏に縁のある方たちの演出により、町の新たな歴史の 1ページとし

て刻まれました。 

10 月 18 日（月）、校長会議、教頭会議を開催し、本日の議案になっております、子どもの読

書活動推進計画の第３期策定に係る意見聴取やふれあい柳町教室「ほっと」の開設のほか、各

種事業関係などについて、お配りしております会議議案のとおり説明を行っております。 

10 月 20 日（水）と 27 日（水）の２日間において、教育支援委員会を開催し、来年度の小中

学校への入学者及び進級する児童生徒について特別支援学級等への在籍や、学級在籍区分の変

更などについてご審議をいただきました。 

10 月 23 日（土）、十勝教育を考えるつどいが音更町役場をメイン会場として、各市町村の会
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場と Zoom で繋ぐテレビ会議で開催されました。当日は、各市町村の教育委員会のほか、小中学

校の管理職や PTA 役員の方々、総勢 200 名ほどが参加され、本町のメイン会場には 41 名の参加

があったところでございます。 

10 月 27 日（水）、ふれあい柳町教室「ほっと」の開設にあたり、校長会の沼田会長にもご出

席いただき、開設式を行い、予定通りスタートしております。後ほど、開設後の状況等につい

てご報告をさせていただきます。 

11 月 11 日（木）、校長会議、教頭会議を開催し、大雪への対応や、教職員へのストレスチェ

ックのほか、各所管に関する事業などについてお配りしております会議議案のとおり説明を行

っております。また、会議前に音更高校、三上校長先生の出席をいただき、ご挨拶と合わせて

学校経営の現状や学校の魅力向上への想いなどについてお話をいただきました。 

11 月 16 日（火）、総務文教常任委員会が開催され、常任委員会の活動テーマになっておりま

す音更高校の魅力発信について高校との意見交換のほか授業参観を行っております。以上、報

告とさせていただきます。 

なお、補足でございますが、今後予定されている議会日程について報告をさせていただきま

す。今月の 30 日（火）に、議会臨時会、また、12 月の議会定例会は、12 月８日（水）から 16

日（木）までを予定しておりまして、それぞれの議会に提案する関連議案については、本日後

ほど協議案として説明をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。説明は以上

でございます。 

（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 音更町子どもの読書活動推進計画第３期についての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

川瀬図書館長。 

（図書館長） 

  ３ページをお開き願います。 

  議案第１号 音更町子どもの読書活動推進計画第３期について別冊でご説明いたします。 

  資料は、別冊で計画書（案）の冊子と１枚ものの音更町子どもの読書活動推進計画第３期に

おける第２期からの変更点及び追加した内容についてでございます。子どもの読書活動推進計

画は各関係機関が一体となって町内のあらゆるところで子どもたちが本に触れることが出来る

様、読書環境を整備し、様々な取組みによって子どもの読書を推進する計画で、平成 23 年に第

１期計画、平成 28 年に第２期計画を策定し、現在第３期計画の策定作業を進めております。こ

れまで、小中学校をはじめとする関係機関を対象に読書環境に関する取組み状況調査を行い、

その後、小中学校、高校の図書館担当の先生、保育園、幼稚園の園長、読み聞かせサークル、

帯広大谷短大生などから言葉の読書に関するご意見をいただき、必要に応じて第２期計画の加
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除･修正を行ったうえで、音更町図書館協議会でご意見をいただき、素案を作成いたしました。

それでは、計画書案の説明をいたします。冊子のほうをお開き願います。計画書の構成ですが、

１ページには、計画の基本的な考え方として、計画の目的、期間、背景について記載しており

ます。２ページからは、各年代に応じた読書活動推進のための取組みとして乳幼児、小学生、

中学生、高校生の読書推進についてそれぞれ第２期計画期間の読書推進状況、時期の特徴、推

進の方向性、具体的な取組みについて記載しております。11 ページからは、読書環境の整備と

して、保育園と学校図書館、図書館の読書環境の整備について第２期計画期間の読書推進状況、

推進の方向性、具体的な取組みについて記載しております。16 ページからは、感染症対策につ

いての具体的な取組みを記載しております。それでは、１枚ものの資料をご覧ください。今回

策定しようとしている第３期の計画について第２期のものと変更になった点や、追加した内容

についてまとめたものでございます。１、変更点についてですが、構成を変更しておりまして、

第２期計画では主な項目として５点あったのですが、第３期では主な項目を先ほどご説明した

３点にまとめております。次に、２、追加した内容については、記載のとおりですが、計画書

で説明いたします。４ページをお開き願います。乳幼児と本のかかわりに関する具体的な取組

みの③図書館の４段目、各種事業の開催に家読の推進を追加しました。家読とは家庭での読書

を通して、家族のコミュニケーションを図ろうとする取組みのことです。④行政の３段目、読

書活動の啓発に「音更町子育て支援サイトすくすく」による読書活動の啓発を追加しました。

いずれも従前から行われていた取組みですが、第２期の計画には記載がなかったため追加して

おります。なお、家読につきましては、小学校の読書推進、中学生･高校生の読書推進について

も追加しております。次に６ページをご覧いただきたいと思います。小学生の読書推進に関す

る具体的な取組の①小学校の表の５段目、学習活動の充実ですが、従来から授業で学校図書館

は使われてきていると認識しておりますが、第２期の計画には記載がなかったため、学習活動

において学校図書館を活用するという内容を追加しております。次に、中学生･高校生の読書推

進ですが、計画書の９ページをご覧ください。具体的な取組みの①中学校･高校の表、５段目、

学習活動の充実において、学校図書館を活用することを追加しております。続きまして、子ど

もの読書活動を推進するための読書環境の整備の学校図書館における読書環境の整備について

であります。計画書の 13 ページにありますが、上から４段目に第２期計画期間に小学校７校、

中学校５校に導入した蔵書管理システムの効果的な活用を追加しております。最後 16 ページに

つきましては、新型コロナウイルスにより、現在もマスクの着用や、様々な行動制限があるこ

とから、読書活動における感染症対策を追加しております。資料の説明は以上でございます。

ご決定をいただきましたら、本案につきましてパブリックコメントを募集し、出された意見等

について再度検討をいたしまして教育委員会会議において計画を決定したいと考えております。

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。 

  石川委員。 

（石川委員） 
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  読書に関して、小さな頃から大きくなっても、有効に使っていけるように計画されてとても

いいと思います。家読ということで、幼児、小学校、中学校･高校とそれぞれ新しく盛り込まれ

たということで、家庭での充実というところなんですけれども、幼児、小学校、中学校･高校と

それぞれなんとなく形が違っているのかなと想像は出来るんですが、何か想定的なものがあれ

ばお聞かせ願えればと思ったんですけれども。例えば、幼児期はこんな形で家読の形を進めて

もらいたいとか、そういったことがあれば、お聞きできればと思ったんですが。 

（教育長） 

  川瀬図書館長。 

（図書館長） 

  ただ今のご質問ですけれども、まず、幼児期につきましては、親の関わりが必要だと思いま

す。親が絵本などを読み聞かせる機会を作るために図書館のほうでもブックスタート事業です

とか、そういうものを行っております。小学生に入りますとまだ自分でどのような本を読んだ

らいいかというのは分からないという世代でありますし、色々な大人の方からこのような本が

いいよという紹介を受けたり、実際に本を色々見て自分が興味を持つ本を見つけていくという

世代でないかなというふうに考えております。それにつきましては、学校の学級文庫ですとか、

児童文庫によりまして、図書館のほうから色々な本を読む機会を増やしていきたいというふう

に考えております。中学生以上になりましたら、今度は自分で興味の持てるものを探して本を

読んでいく世代だと思いますので、そのような情報を発信していくような体制が必要かと考え

ております。 

（教育長） 

  よろしいでしょうか。 

（石川委員） 

  分かりました。 

（教育長） 

  他に質疑ありませんか。 

（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。 

  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。 

  本件は、原案のとおり可決されました。 

  日程４および日程５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。 



【④会議結果】 

（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） 

 

（教育長） 

  これで本会議に付されました案件の審議は全て終了しました。 

  提案議案以外に教育委員および事務局から何かあれば発言してください。 

  はじめに、事務局から。新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  その他で私からは２点ございます。はじめに、学校における新型コロナウイルス感染症対策

についてであります。北海道が 11 月１日から道内全域において冬の感染拡大防止に向けてとし

て取組みを行うことに伴い、道教委からの通知に基づき学校における新型コロナウイルス感染

症対策について学校に通知しております。この内容につきまして教育活動全般については、北

海道が独自基準における警戒ステージをステージ１としたことから、学校の新しい生活様式を

踏まえた行動基準はレベル１となり、これに応じた感染症対策を改めて確認し、引続き徹底し

た取組みを行うこととしております。なお、これまで、発熱の有無に関わらず当該児童生徒及

び同居家族に風邪症状がある場合は、症状がなくなるまで自宅で休養することとしており、こ

の場合、自宅で休養している期間を欠席扱いとなりませんでしたが、今回の通知以降につきま

しては、この範囲から同居家族が除かれることになりました。ただし、同居する家族に風邪症

状がある場合など、保護者から感染不安により学校を休ませたい、又は早退させたいとの申出

があった時には、校長の判断により指導要領上、欠席扱いとしない措置を取ることが可能とし

ており、家庭における感染不安などに対応するよう配慮しております。また部活動については、

10 月以降すべて再開し、大会、コンクール、練習試合を含む対外試合については、当分の間無

観客で実施することとされておりましたが、今回の通知では、原則無観客とするものの、大会

等の主催者が大会の規模や形態、会場の環境を勘案して有観客としている場合にあっては、１

家庭２人までの観戦等を可能としております。最後ですけども、先月の本委員会で川井委員か

らコロナウイルス感染症対策に関する学校からの通知文につきまして校区の小学校と中学校で

記載内容が異なる部分があったとのご指摘がありました。このことについては、校長会にお伝

えしまして、校長会からは以後の文書からは、中学校校区ごとに連名とし、記載内容を揃える

こととするとの報告を受けております。学校における新型コロナウイルス感染症対策について

は以上であります。もう１つあります。こちらも口頭でのご報告です。ふれあい柳町教室「ほ

っと」の開設後の状況についてであります。ふれあい柳町教室「ほっと」の開設後の状況につ

いては、冒頭の諸般の報告でお伝えしましたとおり、ふれあい柳町教室「ほっと」は 10 月 27

日に教育長及び校長会会長出席の元、開設式を行い、同日から正式にスタートしております。

直近の状況につきまして、現在「ほっと」には、昨日までで小学生 1人、中学生 10 人の合計
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11 人が通級しています。内訳は、新たな登録者が３人、既存のふれあい教室の登録者が８人で

す。なお、既存の登録者８人のうち７人は「ほっと」とふれあい教室を併用しておりまして、

体育館のあるふれあい教室では、運動にも取組んでおります。今のところ、「ほっと」の１日あ

たりの平均通級者は約３人で、同じ時間帯に教室にいた最大の人数は、５人です。このほか現

在、通級にまでは至ってはいないものの、「ほっと」を見学された方は８人います。「ほっと」

の見学者には、必ず既存の南中士幌のふれあい教室の紹介をしておりまして、２つの教室を見

学した結果、体育館で体を動かせることに魅力を感じ、「ほっと」ではなく、ふれあい教室に通

級している生徒も１人います。このことは、「ほっと」の開設による相乗効果と捉えておりまし

て、わずかではありますが、ふれあい教室の通級者も増えている状況であります。子どもたち

の「ほっと」での過ごし方は、勉強や読書のほか、個人の趣味的なもの、消しゴムはんこ作り

ですとか、指導員に教わりながらプログラミングに取組むなど様々ですが、「ほっと」には、ボ

ードゲームですとか、パズルゲームなどを 40 種類ほど取り揃えておりまして、子どもたちは勉

強の合間などにこうしたゲームに興じるなど、思い思いの過ごし方をしているようであります。

指導員に話を聞く限り、今のところ特にトラブルなどは生じておりません。本年度は、試行期

間と捉えておりまして、ふれあい教室と合わせまして引続き児童生徒の快適な居場所づくりに

努めてまいります。ふれあい柳町教室「ほっと」開設後の状況については以上であります。 

（教育長） 

  ただ今２点について説明がありました。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、次、八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  私からは音更高校の関係でございまして、別紙で資料をお配りしております。表題は音更高

校への支援及び魅力発信等についてという資料でございます。音更高校への支援及び魅力発信

等について現在の状況をご報告させていただきたいと存じます。まず１の入学者の減少による

募集定員（間口）等への影響として音更高校の課題となっている点でございますが、平成 31 年

度、令和元年度の入学者までは、４間口の基準を満たす入学者数 12１人以上を確保しておりま

したが、令和２年度の入学者は 107 人となり、４間口の基準を満たすことが出来ず３間口とな

ったところでございます。更に令和３年度の入学者は 63 人となり、３間口の基準を満たすこと

が出来ず２学級となったところでございますが、今年９月に公表された公立高等学校配置計画

では、令和４年度の募集定員は、３間口を維持することが出来たところでございます。しかし

ながら、入学者数による学級数の減に伴い、教職員定数が削減され、単位制における選択教科

や、習熟度別授業の縮小のほか、部員数の減による部活動縮小や顧問の配置負担増などが現在

のところ高校では課題となっているところでございます。その下の米印については、令和２年

度と３年度における入学者数と３学年を合計した学級数の実績、令和４年度については、３間

口の基準による学級数を記載しておりますが、この学級数により教職員定数が変わってくると

ころでございます。また、別紙の生徒状況と表示している資料がございますが、こちらのほう

には、現在今年度の学年別生徒数の内訳や、出身中学校別生徒数の内訳、また、裏面や次のペ
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ージには昨年度の卒業生の進路の状況等について記載しておりますので、のちほどご参照いた

だきたいと存じます。それでは、元に戻っていただきまして、次に２の音更高校の支援につい

てであります。（１）の町内企業からの支援として、生徒への奨学金の財源として町へ 30 万円

の指定寄附の申出が最近あったところでございまして、来週の水曜日、11 月 24 日に高校から

もご出席いただき、この指定寄附を受領する予定としております。指定寄附の 30 万円につきま

しては、令和４年度の音更高校パートナーシップ事業交付金として音更高校教育振興会へ交付

し、教育振興会で奨学金として運用することとしているところでございます。（２）の町からの

支援につきましては、今年度から高校の魅力向上と間口維持のための活動費として、音更高校

パートナーシップ事業交付金を 50 万円増額し、150 万円を交付したところであります。来年度

については、先ほどの指定寄附の 30 万円をさらに増額することとしております。これは、現状

はそういう形でございます。（３）の町議会総務文教常任委員会における対応でありますが、音

更高校の魅力発信について常任委員会の活動テーマのひとつとして音更高校への支援等につい

て検討を始めたところでありまして、今週の火曜日、11 月 16 日に音更高校との意見交換会を

実施したところであります。今後何らかの検討結果が常任委員会から示されることになろうか

と考えているところでございます。次に３の音更高校の魅力発信等についてであります。（１）

の町による情報発信、広報活動につきましては、アの広報おとふけ、イの町のホームページ、

ウのデジタルサイネージ等を活用し、出来るところから情報発信を町が行っているところでご

ざいます。裏面の２ページをご覧いただきたいと存じます。（２）の町内各中学校への情報発信

につきましては、別紙でお配りしていますカラー版の夢の種を咲かせようと題した学校紹介パ

ンフレットを今年度につきましては、町内の中学３年生全員へ配布しておりまして、その他、

音更高校の活動等に関する資料をまとめたバインダーの配置ということで色んな資料をひとつ

のファイルにしまして、学校の特に３年生たちが先生も含めて自由に見れるように配置をして

おります。なお、この資料については随時、更新なり、追加をして最新のもので情報提供でき

るような形をとっているところでございます。更に、別紙でお配りをしております音更高校 Q&A

と表示しております、こちらの資料でございますが、知っているようで知らない内容や高校と

して知ってほしい内容を解説したものでありまして、こちらの資料も３年生全員と教職員に配

布をし、音更高校のことを多くの方に知って理解してもらおうと考えているところでございま

す。また、この資料は現在各中学校で行われております、二者面談や三者面談でも活用してい

ただけるよう作成したものでございます。次に４の令和４年度に向けた音更高校との連携事業

に関することでございます。（１）の町と高校との連携事業につきましては、生徒の成長、教育

効果のため高校の教育課程、授業展開、部活動などにおいて町として活動の場や、機会を提供

するなどの教育的指導と配慮を行うことを目的にこれまでのイベントや講座等の連携事業のほ

か、新たな事業の掘り起こしについて町内で情報共有を行って、今後連携事業のメニュー化に

ついて高校と検討をすることとしているところでございます。（２）の町内小中学校との連携事

業につきましては、高校の農業クラブが育てた花を中学校へ寄贈し、花を通じた共通認識と情

報連携を予定するほか、授業、特別活動、部活動等における相互交流や高校生の活用など生徒

の成長や共通理解を深めるための連携事業について中学校、高校とも検討をしているところで

ございます。（３）の町内関係団体との連携事業につきましては、これまでも既存のインターン

シップ事業のほか卒業後の進路やキャリア教育にも効果が期待できるような地域と連携した事
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業について高校とも検討を重ね、進めていきたいと考えているところでございます。最後、５

のアンケート調査の実施につきましては、これは既に行ったものでございますが、一つ目は町

内の中学３年生全員を対象に音更高校を進学先の候補としている生徒数の把握や、高校の選択

要因のほか音更高校の印象、イメージに関するアンケートを実施したところでございます。ま

た、音更高校の在校生全員を対象に、入学決定までの経緯、要因や入学後の変化、満足度のほ

か、音更高校の魅力、PR ポイントなどについてのアンケートを実施しております。それでは、

アンケートの結果につきましては、町、音更高校、中学校の三者で共通認識するための情報と

して共有し、音更高校の魅力向上に向けた取組みを参考として活用しようとしているところで

ございます。今後も情報共有と共通認識を測る必要がある場合、必要に応じてアンケート調査

などを活用したいと考えているところでございます。現在のところ音更高校との連携等に関し

ましては、まずは、中学生もそうなんですけれども、町民の方に音更高校とはどういうところ

なのか、魅力あるところを情報発信をして知ってもらうところから始めようというところで、

情報発信については、力を入れてやっているところでございます。以上、簡単ではございます

がご報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  音更高校関係の説明が終わりました。質疑はありませんか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  音更高校の Q&A を配布するということですけど、いつからですか。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  一応出来上がっており、データでは各中学校に送っておりまして、先生方との二者面談、三

者面談で活用しているところもあります。ただ、生徒に配る分については、保護者向けという

ところもありまして、教育委員会で印刷をかけてお配りしようということで、今ちょうど印刷

をかけて明日にでも各学校には生徒さんに配布していただくように手配はしております。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  この Q&A、こういうのは、親御さんも含めて何気なく目を通してもらうと面白いので、出来

るだけ早く出したらいいかなと思いました。お願いしたいと思います。それと、ここの説明の

中で地域地域と言っているけど、同窓会とか PTA 関係の言葉が出てこないんですが。言わせた

らだめなのかな。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  当然、同窓会とかそういう関係機関はいろんな面で本当は自ら手を挙げて出てきていただき

たいなというのが本音でございますけれども、色んな関係団体と今後連携できる事業等につい

ては協力要請というか、こんなことをやりませんかというところはお話をしていかなくてはな
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らないと考えてはおります。ただまずは、来年度の入学者と音更高校に入学したらこういうこ

とが出来るんだよとか、そういう入学者が行ってみたい、音更高校はこんなことが出来るんだ

というような魅力を知ってもらうというところが大事かなというふうに考えておりまして、組

織だったそういったところについては当然これから出てくると思いますけども、後ほどという

形になってこようかなというふうには考えているところでございます。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  そういうのは大事なところで、特に保護者なんかに思うんだけど、同窓会なんかもそうなん

だけど、自分が通って良かったから、こんなに少なくなってしまって何でなんだろうと疑問に

思うのももちろんだし、自分の子どもも自分の母校に入れたいと思うようじゃないと。それと

か、兄弟がいて、上の子が音更高校行ってつまらなかったと言われたら、下の子は行かないで

すよね。だからそういうところを PTA とか同窓会とかが本当に情熱が学校に伝わるから、私の

母校なんかもそうだけど、PTA がうるさいくらいがたがた言うから、同窓会がやるくらいなん

だけど、その分言うたびにやるから、結局そうなってくると、自分の出た高校は頑張っている

なというふうになってくるから、そこらへんも来年の春のことなんだけど、出来れば並行して

でも少し応援してもらうというか、分かってもらうというふうにしたら良いと思いますけどね。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  私もまず自分が出た母校というのは、応援したいというのが当たり前と言ったら語弊があり

ますが、やはり充実した高校生活が送れて卒業できるというのが大事なのかなと。音更高校を

卒業しました、音更高校はこんなに良いんですよというふうに PR できるのが１番だというふう

に考えております。ですから、同窓会、PTA の方も OB･OG の方については、声を挙げて PR して

いただくというところは、非常に貴重な意見になると思いますし、色んな理解をせずに噂とか、

そういったものだけで、音更高校のイメージを持っている保護者の方もいるんじゃないかと思

いますが、実際に通った方たちが応援団というか、そういう方々が少しでも多くなれば、子ど

も達も自分も行ってみようかなと、そういう形になってくるのではないかなというふうになり

ますし、特に音更町内から進学する生徒が多いものですから、音更町内がそういう雰囲気にな

ってくれば自ずと入学者数も維持できるのではないかなというふうには考えておりますけれど

も、そこらへんをまず盛り上がりを特に先ほど町内の企業の方が奨学金ということで 30 万円指

定寄附をしますと声を挙げていただきました。非常にありがたいお話でありまして、この方の

お子さんが音更高校出身というところでの寄附というふうに聞いております。やはりこういう

方が沢山自分もという形でお金だけではなくて、応援ということで声を挙げていただければ心

強いかなというふうには考えているところでございます。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  同窓会とか、PTA があんまりうるさく言うと学校が嫌がるし、同窓会が動くというと先生た
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ちにも、すごくプレッシャーになると思うんだ。だから、並行してでも早目に動いてもらった

ほうが良いと思います。そのあたりをしっかりして欲しいなと思います。それと、今の話を含

めてなんですけど、音更高校へ行く機会がないので学校訪問と同じ様な感じで一度見る機会が

あればなと思います。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  ここは、今回の常任委員会のほうで意見交換会ということで学校訪問をして、授業も２、３

クラス見させていただきました。私は、田中教育長職務代理者がおっしゃるように、先生方と

か生徒たちにも外から行って見てもらうということが刺激になると思いますし、そういった意

味では、緊張感だったり、そういったところもあるんじゃないかと思いますし、やはり知って

もらうという意味では、先ほど寒い時期にと言いましたけど、先週もとても寒かったんですけ

ど、議員さんのほうからは、この寒さなんとかならないのかという話が出て、道立高校なので

という話も出たんですけど、そういう学校環境というところで、生徒たちにとっては 1つの選

択要因になるのかなというところも声としては、アンケートからも出たりしていますので、そ

ういったところも参考にしながら、どういった形で支援ができるのか交流したら効果的なのか

といったところから進めていきたいなと考えていますし、高校へはぜひやろうよという形で進

めていければ良いなというふうには考えております。 

（教育長） 

  今、田中教育長職務代理者のほうから、教育委員さんが高校への視察ということでお話があ

りましたけれども、他の委員さん方はその辺も含めて何かございますか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  今、田中教育長職務代理者のお話の中で訪問してみるということで、実際足を運ぶことはあ

りませんし、子どもの頃から考えると小学生の頃学校祭に行ったりとか、高校の学校祭が面白

かったんですけど、行ってみてすぐそばだったんで。あとは、子どもが保育園の時に、駒場の

保育園なんですけれども、学校祭に合わせて確か絵とか作品を飾ってくれていたり、地元と連

携をとってくれて、昔から活動は色々されているので、それを見に行った時に新しい校舎の中

に入ってみたりとかということはあるんですけれども、そういった部分で足を運ぶ機会が所在

している駒場だけではなくて、町内にももうちょっと広がるといいのかなと思う部分もありま

すし、私自身も行く機会がないし、子どもも通っていないので、行く機会がないんですけども、

行ってみるというのが大事かなというのと、立場として見学とか意見交換をさせてもらえるの

も大事だと思いますし、その部分は機会があればやってみたらいいのではないかと思います。

あとひとつ思ったのは、この資料の中で４番の令和４年度に向けた連携事業の中で（２）が花

を中学校に寄贈しという部分なんですけれども、中学生が進路を決める時に見ているところを

意識しているというのは見えるんですけれども、ではなくて、せっかく農業高校で農業クラブ

があって、元々お花を役場の入口に飾ったりとかも沢山されているので、中学校といわず、小

学校とか、今年テレビで放送されたのは、野菜かなんか高校で作ったところにあれも駒場保育

園の子どもたちが一緒に行って体験みたいなのをされていたので、所在する地元に限らず、も
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うちょっと広く小さなうちから印象を持ってもらうというか、子ども自身も小学校にもないし、

中学校にもなくて、高校に行くとまた違う雰囲気で面白かったと思える部分が広まるというか、

そんなことをやってみたらどうかなと。せっかくお花はいつも綺麗で、成人式の舞台とかにも

あったりしますよね。なので、小学校、保育園、幼稚園、そういったところまで、お花なりな

んなり目に付くようなものを配られるとお子さんもですし、一緒に連れてくるお母さんたちも

関心持ってもらえたりとか、色んなきっかけになるような気はします。連携事業が少しずつで

いいので広がっていったらいいのかなと思いました。 

（教育長） 

  ありがとうございました。 

種川委員いかがでしょうか。 

（種川委員） 

  やっぱり魅力の発信に尽きるかなと思うんですけど、中学生向けに、例えば今中学生全員タ

ブレットを持っているわけですから、そういったものを活用したリモート配信というか、ライ

ブ配信とかそういったものを活用したらいいなと思います。それと、中学生が進路選択をする

時に１番関心を持つのは、その高校出たらどうなるのという部分なので、これパンフレットな

んかも作ってちょっと出ているんですね、大学へ行った２人の方の紹介が出ているんですけど、

まだ十分ではないなと思います。特に生徒状況がペーパーになっていますけれども、もっとビ

ジュアルにして実際に行った人の声が載っているだとか、働いている様子が出ているだとか、

学んでいる様子が出ているだとか、そんなことが出来たら良いなと思うんです。そして、きっ

とお金もないんだと思うんですけれども、そういったものに町からの支援なんかも活用出来た

らいいなと。やっぱり今までと同じことをやっていたんでは、なかなか打開できないと思うの

で、色々発想を柔軟にしてやっていただければ良いなと思います。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  道の駅できるじゃないですか。それで前に高校のデザートとか、そんな話があったと思うん

ですが、どうなったのですか。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  道の駅にお店を出すとかという話ですよね。まだ、そこははっきりしていないみたいなんで

すよね。我々は、ぜひそこに土曜日日曜日とかでも、音更高校のボランティア部とかそういっ

たところもあって、先ほどの機会を設けてあげるというのは大丈夫だと思いますし、なかなか

コロナ禍っていう中では、その提供が出来ない状況ではあるんですが、そういったところを露

出出来る様な場面を少しでも考えていかなければならないので、当然道の駅のところもそうい

ったブースが出来るのでということで声かけはしているんですが、決定したという話は聞いて

いないです。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 
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（田中教育長職務代理者） 

  やっぱりそういう危機感とか、SNS 使うのもそうですけど、他の学校でそういうことをして

いるとすれば、動画で配信の時代だし、今言ったせっかく道の駅のそういう時に、もう来年の

話ですよね。そこにどうしようかと音更高校側が言っているようではせっかくのチャンスを逃

してしまうんですよ。だから最初の時に、音更高校が何かの形で参加しているということが大

事じゃないですかと私は高校に言いたいのはそこなんですよ。せっかく良いチャンスですよ。

何とか音更高校に働きかけて、時間ないですよ本当。 

（教育長） 

  石川委員。 

（石川委員） 

  今の話の中でいくと、ランドスケープさんの授業はまだ続けられているんですよね。せっか

く庭造りとか景観とかの設計も学んでいると思うんですけれども、そういった部分で、具体的

な商品じゃなくても、道の駅のお話が沢山出ましたのでどっかに用地があれば、一緒に長期計

画でプランを提案してもらって何年かにいっぺん少し変えていくと、そういった感じで目立つ

場所に少しずつ関わっていって、活動しているよっていって、今の活動を卒業した人たちが母

校がやっていると思ったほうがいいのかなと。周りにいる人たちが消極的な印象の人が多いの

で、そういった人たちも後輩たちが頑張っているなとはっきり見えるような形、さっきの花も

そうなんですけれども、花は後輩がやっているんだよとか、そういうふうに思ってもらえると

今やっている子達にも良いし、卒業した人たちも良い印象になっていくのではないかなと思う

ので。今たまたまこの資料の中にもランドスケープのお話出ていますので。せっかく学んでい

ることを発表する場がもっと沢山あれば。あと１つ思ったのは、またローカルな話になるんで

すけど、駒場の市街地に対して何が必要かという授業でやったことあるらしくて、何年か前の

学校だよりに載っていたんですね。それをやっているところは多分せっかくやってくれている

けど、駒場市街地の人は知らないとか、そんなこともあると思うので、せっかく地元に根ざし

たことをやってくれている部分もあるので、上手く拾えるというか、もっと表に出る部分が、

地元に関することはやってくれている部分もあるので上手くそういうことを含めて連携もせっ

かくの機会なのでやっていけたら良いのかなと思います。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  せっかく音更の道の駅をなつぞらっていうネーミングにしたんだよ。それで、帯広農業高校

が題材になっているなんて言っているけれど、音更の農家から通ってというのがドラマの中で

出てくるんですよ。だから、せっかくなつぞらという名前をつける場所の隣くらいに音更高校

の農業クラブだとか、そういうなんかくっつけてちょっとしたスイーツの話もそうだし、いっ

ぱい考えればアピールできるものがあると思うんです。 

（教育長） 

  一応なつぞらの前のところのエリアに花壇を作って北海道音更高校という金属製のパネルを

してそこで花を植えるっていう音更高校のガーデンみたいな感じで作っています。 

（田中教育長職務代理者) 
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  そこに、花だけではなくて何かあれば。ちょっと話しただけで色々出てくるから一度お会い

して学校がどういう気持ちなのか知りたいですよ。 

（種川委員) 

  音更高校生が生き生きした様子がテレビ出たり、タブレットで配信されたりしたらすごく中

学生にとったら魅力を感じますよね。結構今、どこそこ高校がコンビニのメニューを考えたと

かやってますよね。 

（教育長） 

  沢山のご示唆をいただきました。そのあたりも踏まえた中で意見交換会などそういった場を

検討していただくということで、よろしいでしょうか。 

（各委員） 

  はい。 

（教育長） 

  では次、宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  私からは、郷土資料室等の整備状況についてご報告をさせていただきます。別紙でお配りし

ております資料をご覧いただきたいと存じます。資料１枚目には、音更町農村環境改善センタ

ーの施設概要ということで記載してございます。裏面にお移りください。裏面には、郷土資料

室リニューアルについてということで、１点目には、来年３月完成を予定している第１回目リ

ニューアルについて。それから、令和４年度末完成を予定している第２回目のリニューアルに

ついての内容を記載してございます。更に、展示ごとにご担当いただいております調査員のお

名前も合わせて掲載をさせていただいております。２点目には、来年３月完成予定の施設改修

について。３点目には町民の関わりなどについて記載をしているところでございます。資料２

枚目の配置図には主な展示内容と区域をお示ししてございます。１枚おめくりください。A3 の

用紙ですが、こちらには今年度予定しております第１回リニューアルについて館内平面図と令

和３年５月の写真の状況を示すものを記載してございます。１枚おめくりください。こちらに

は、リニューアルの進捗状況ということで、前のページに対応した場所の本日現在の写真と主

なリニューアルの作業内容をお載せしてございます。11 月 26 日には、議会総務文教常任委員

会の現地調査において、同様に進捗状況についてのご説明をさせていただく予定でございます。

以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

  質疑はありませんか。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  １点ご説明を追加させていただきます。こちらの資料の１枚目をおめくりいただきまして、

裏面の３．町民の関わりなどの中に、申し訳ありません、これからのものが過去形になってし

まっておりますが、11 月 23 日に町民の方を公募いたしまして、郷土資料室リニューアルセミ

ナーということで、前回意見を聴く会を開催してからコロナの関係もございまして、なかなか

直接一堂に会した状況でお話をさせていただく機会がなかったんですけれども、今コロナの感



【④会議結果】 

染状況が落ち着いているということで、今回郷土資料室リニューアルセミナーを現時点で自然

史の展示を担当しております、担当調査員ということで、足寄動物化石博物館前館長の澤村先

生と、考古展示のほうの帯広百年記念館前館長の北澤先生、帯広大谷短期大学の特任准教授の

笹島先生と、リニューアル全般についてご助言をいただいております帯広大谷短期大学の岡庭

先生にご同席をいただきながら、一般の町民の方にお集まりいただきまして、セミナーを開催

する予定でおります。その会には、大谷短大の学芸員を目指している学生さんも一緒に参加を

していただく予定で考えております。その会を開催した後には、広報のほうに一定程度の現在

までのリニューアル状況を発表いたしまして、その後学芸員を週に何日間か定期的に資料室の

ほうに配置いたしまして、そういった中で町民の方に定期的に茶話会ですとか、簡単な研修会

であったり継続した活動を出来るところから始めてまいりたいなということで計画していると

ころでございます。以上です。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

郷土資料室のリニューアルなんですけれども、今までの考え方とだいぶ変わってるといいま

すか、展示ストーリーというものをもっとしっかり持つということで、二枚目の紙のカラーに

なっているものなんですけれども、順路を青い矢印で書いているんですが、今までは入ってす

ぐ右手のほうに行ってという観方だったんですけれども、そうではなくて今度は真っ直ぐ行っ

てもらうという形になります。真っ直ぐ行って、右側に曲がるんですが、曲がる前の真正面の

ところに全体概要みたいなパネルを作ってそれを見ていただいてから、始まるということで。

自然史ということで、この十勝･音更がどういうふうに出来たのかというのを上士幌だとか、川

を中心に、大きい石だとか小さい石が流れてこうなるんだよとか音更町だけじゃなくてもっと

広いスパンで見てもらって、この土地がどういう土地なのかという自然のところから入ってい

く、そういうところの展示を見てもらって、そして考古ということで、埋蔵文化財だとかどう

いったのが出てきたのかを見てもらってという形で、そして、アイヌの展示、近現代の農機具

だとか、生活用品を見てもらう、いわゆる開拓、そして郷土史絵本、蒼い風の会のやつを並べ

てというようなストーリーで流れるというような少し今までとは趣が違う、もうちょっと深い、

広く深いような感じの学習が出来るようなストーリーに変えます。これが、館内で名だたる先

生方がずらっと揃っていまして、これだけの先生方が一堂に会してくれるというのは、ほぼこ

れまでもなかったんだと思うんですけれども、生涯学習課の職員が叱咤激励されながら先生方

の指導を受けながら動いていっているという状況です。ほとんどボランティアに近い状況なん

ですけど、来ていただいていまして。ちょっと今までとはかなり違ってくるかなと。この先生

方もそれぞれ自分の館を持っていた先生方ですので、こういったものに対する行政がなかなか

お金を掛けてくれないという現状を知っていたりする中で工夫をするっていうのを熟知されて

いまして、理解をいただきながら、こういう工夫の仕方もあるよというのをいただいて監修な

んかもやっているということなんです。あとは、ここに町民がどういうふうに関わっていくか

という。造るだけではなくて、オープンしてからも継続して関わっていただくために、リピー

ターとして来ていただくとか、誰かを連れてきていただくとか、そういうようにいかにしてい

くかっていうことを、これからまた学芸員も採用していますので、考えていくということにな

ります。あとは、まちづくりプロデューサーも採用しておりますので、そういったところも使
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いながら、このほかにあまりいじらないんですけれども、大集会室や視聴覚室が残っています

ので、色んなサークルだとか団体だとか子育て世代だとかっていうところも絡めて定期的に来

ていただけるようにすれば、小さい子どもも成長に合わせながら、そういったところも馴染み

をもってみていただいて、知らない間に音更のことを知っているという、そんなストーリーな

んかも描けるのかなと思っているところでございます。あと、中庭ですね。中庭の活用という

のも密かに今考えているところでございますので、そういったところを活用しながら魅力を高

めていきたいなと思っています。 

田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  例えば、こういう流れを考えて、それぞれのプロの人たちが１つの流れとして、定期的に年

に何回か入れ替えということではないんだけど、特別なイベントみたいな、視聴覚室なんかを

使ってやったりするなんてことは考えているんですか。 

（教育長） 

  それは、考えています。大集会室に、特別展をやるようなパネルも買ってありますから、そ

れから展示しているものを定期的に入れ替えるような形に収蔵庫に取っておいて回すというこ

とで考えています。 

（田中教育長職務代理者） 

  それは面白そうですね。こういうのはやる気のある方がやった方が面白くなるんですよ。や

る気にさせるのはこちら側なので上手にやってください。 

（教育長） 

  そうしましたら、よろしいでしょうか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  今、展示ストーリーということでこの土地がどんな流れで出来上がっている、繋がっている

歴史がっていうふうに触れられるというお話があったんですけれども、それすごくいいなと思

いまして、その中でちょっと思ったのは、多分小学何年生かで地元のことを勉強する時にきっ

と見学する場所の町内の１つになるんだろうなということで、それぞれ小学校なんかは、その

土地その土地に根ざした場所にあってということで、それでそのストーリーの中で派生的に音

更小学校はここにあってこういうふうに繋がっていくとか、展示の中でなくてもいいんですけ

ども、この施設の郷土資料がそれぞれの子供たちが所属するところへどう繋がっていくかとか、

そんな繋がりがそれぞれ各地、各小学校に繋がっていく部分が見えると子ども達も自分と直接

結びついているのが見えると面白いんじゃないのかなと。想像なんですけど。何年かに一回内

容が変わっているとか、色んな繋がりが広がったらせっかくなので良いのではないかなと思い

ました。町内全体で同じことでもいいんですけど、その中でも音更小学校はこんな感じが、鈴

蘭小学校は新しいけれども、こんな流れがここに繋がっているよとか、それぞれ違ってくると

思うので、上手くできればそういった部分もそれぞれで見えれば、そんなこともしてもらえれ

ばいいのかなと感じました。 

（教育長） 

  既存の展示の中にも音更町の教育っていうコーナーがありまして、寺子屋的なものだとか、
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学校の系図みたいなものも掲示はしているんですね、ただ、しばらく手をつけていないので、

かなり古いものになってしまっているので、新しい情報が入っていないので、そういったとこ

ろもスペースに限りがあるのでどこまでやれるかは分からないですけれども、今年度じゃなく

て来年度に入ると思うので、そういったご意見があるということをお伝えさせていただいた中

で検討していきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（各委員） 

  はい。 

（教育長） 

  続きまして、加藤スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  それでは、スポーツ課から口頭ではありますが、パークゴルフのシーズン券の関係でご報告

いたします。今年度町営パークゴルフ場につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い、緊急事態宣言を受けたことにより、利用期間が５月 18 日から６月 20 日まで 34 日間臨時

休場となりました。また、シーズン券を購入されている方につきましては、町内で 471 名、町

外 68 名合計しまして 539 名となっております。つきましては、シーズン券購入者で還付を希望

される方につきましては、昨年と同じくシーズン券使用料の一部として 1,000 円を還付いたし

ます。今後の手続といたしましては、昨年と同じく、還付申請書を送付し、還付申請書に住所、

氏名、還付金を振込む金融機関の口座情報を記入のうえ提出していただきます。そのあと、当

該口座へ振込むこととなります。還付申請書の提出期限は、令和４年３月 18 日までとなってお

りますが、還付申請書が届き次第、随時振込み手続をしてまいります。以上です。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

  質疑ございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、事務局からは以上ですね。 

  教育委員さんからは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、これをもちまして令和３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２０分） 


