
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年１月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年１月２８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、藤原学校教育課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加

藤スポーツ課長、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  音更町中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規

則の一部を改正する規則案 

４ 議 案第２号  南中音更小学校閉校記念式典の挙行について 

５ 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】 

６ 協議案第１号  音更町公民館条例の一部を改正する条例案【秘密会】 

７ 議 案第４号  令和３年度全国学力・学習状況調査の実施について 

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３年１月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年１月２８日 

ところ 役場 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、藤原学校教育課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加

藤スポーツ課長、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３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３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条の規定により川井委員を指名い

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。 

１月 20 日（水）、教育委員会会議（臨時会）を持ち回り会議ということで開催させていただ

きました。 

内容につきましては、学校等の施設の除雪費が不足することが予想されるため、除雪費に係

る委託料を増額するものであります。 

１月 21 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、新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒への指導の徹底についてなどのお

話がありました。 

１月 22 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除雪費の補正予算の

説明を行っております。 

１月 27 日（水）、令和３年第１回臨時会が議場で開催されております。 

１月の臨時教育委員会会議で協議いただきました補正予算につきましては、議決となってお

ります。 



【④会議結果】 

同じく１月 27 日（水）、教育支援委員会が開催され、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の判定を行っております。 

昨年 10 月 14 日、21 日、１月 27 日の３回開催しまして、95 人の判定を行ったところであり

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。 

（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 音更町中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則案の件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  佐藤文化センター館長。 

（文化センター館長） 

  議案の３ページから５ページをご覧ください。 

  議案第１号 音更町中央公民館の設置及び管理に関する条例施行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、４ページの資料でご説明をいたします。 

  １ 改正の理由といたしましては、中央公民館の休館日は、月曜日ほか年末年始となってお

りますが、現行の規定では、祝日が連続して火曜日が祝日となる場合も休館日になってしまう

ことから、館長の権限でその都度休館日を変更している状況にあります。 

  このことから、月曜日が祝日に当たるときは、休館日がその直後の祝日でない日となるよう

規定するため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、休館日について月曜日が祝日に当たるときは「その翌日」

としている規定を、「その直後の祝日でない日」に改めるものであります。 

  ３ 施行期日は公布の日となります。 

  以上、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。 
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（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、議案第２号 南中音更小学校閉校記念式典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。 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の６ページをお開きください。 

  議案第２号 南中音更小学校閉校記念式典の挙行について。 

  このことについて、次のとおり挙行しようとするものであります。 

  既にご案内させていただいておりますが、閉校記念式典につきましてご説明いたします。 

  １ 日時は、令和３年２月６日（土）、10 時から予定しております。 

  ２ 場所は、南中音更小学校の体育館で行います。 

  ３ 閉校記念式典の司会でありますが、司会につきましては、八鍬教育部長が行います。 

  （１）の修礼に続き、（２）開式のことばは、田中教育長職務代理者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、福地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、西島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、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となっており、合計で 66 名を予定しております。 

  （７）西島閉校記念事業協賛会会長からごあいさつをいただき、（８）来賓あいさつにつきま

しては、村上十勝教育局長、髙瀬町議会議長にお願いしたいと思っております。 

  （９）校長あいさつでは、水口校長からごあいさついただきます。 

  （10）ＰＴＡ会長あいさつで、真柄ＰＴＡ会長、（11）児童会会長あいさつは、真柄児童会会

長となっております。 

  （12）児童によるアトラクションの披露があります。 

  （13）校名及び校旗返還につきましては、校長から町長へ校旗の返還を行います。 

  （14）校歌斉唱、そして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８名、地域住民･地域内同窓生が 94 名、地域外同窓生

19 名、歴代教職員が 30 名、来賓につきましては、十勝教育局長、町議会議員、校長会役員、

近隣校校長、ＰＴＡ会長ということで９名の出席となっており、主催者といたしまして、町長、

教育長、教育委員、事務局職員の 20 名の合計 180 名の参加を予定しております。 

  以上、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。 
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（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５と日程６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。 

  ただいまから、会議を秘密会といたします。 

   

（以下、非公開） 

 

  日程７、本日追加議案として提出いたしました議案第４号、令和３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。 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  別綴の議案になります。 

  議案第４号 令和３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す。 

  別冊の令和２年 12 月 24 日付け北海道教育庁学校教育局長からの通知文をご覧ください。 

  別冊を２ページほどめくっていただきまして、他に令和３年度の実施要領となっております。 

  中段に本体調査ということで、本調査の内容になります。 

  令和３年度の調査につきましては、１ 調査対象が小学校６年生、中学校３年生であります。 

  ２ 調査事項は、小学校が国語及び算数、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。 

  実施日は、令和３年５月 27 日（木）となっております。 

  以上、簡単ではございますが説明と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。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４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。 

  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、今各学校で教室の換気をしているじゃないですか。 

  今回除雪費の件はあったんですけど、燃料費のほうはどうなっているのか心配だったんです

が、学校はどうしているのかをお聞きしたいです。 

(教育長) 

  定村総務係長。 

(総務係長) 

  燃料費の関係なんですけれども、重油を使っている学校が多いんですが、重油の単価が予算

の時はある程度高い単価で見積もっておりまして、今、重油の単価自体が下がっている状況が

ありまして、現状の予算の範囲内で間に合うという見込みでございます。重油の使用量につい

ては、例年の１割増程度と見込んでおります。 

(田中教育長職務代理者) 

  わかりました。ありがとうございました。 

(教育長) 

  他に教育委員の皆さんから何かありませんか。 

  田中教育長職務代理者。 

(田中教育長職務代理者) 

  換気の関係で、学校から教育委員会に何か要望とかはないんですか。 

(教育長) 

  八鍬教育部長。 

(教育部長) 

  定期的な換気に伴って、暖房は通常年よりは使用させてほしいという要望は年明け前から出

ておりまして、換気した時の温度差を防ぐために上着などを着た形でそれは十分にやってくだ

さいということで、学校も配慮はされていると思います。 
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  学校から出ているのは、できれば加湿器があればという要望が出てまして、教育委員会とし

ても、そういったものも必要ではないかということで、補正予算の中でも要望はさせていただ

いているところではあるんですが、なかなか財政的にも難しいというところがありまして、学

校によっては、ＰＴＡが寄附をしてくれたり、先生が持ってきてくれたりといった対応をして

いただいているところがありまして、今度、国の第三次の補正予算がありまして、繰り越して

使えるような予算になっているんですけれども、今需要の調査を行っておりまして、ＣＯ２モ

ニターですとか、クラスの環境を数値化して確認するといったものにも使えるということで、

それにつきましては、要望をまとめて３月の議会の中で補正予算ということで要求をしていた

だこうと思っておりますので、ある程度少しは、補えるかなと考えているんですけれども、各

教室への配置となると予算がなくなるものですから、なかなか思うように必要なものが供給で

きているかとなると難しいところもありますが、極力そういったところには財政当局ともお話

をしまして要求を上げていきたいと考えております。 

  今のところは、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) 

  今の話に出てきたＣＯ２の測定するものをうちも今使っているんですけれども、そういうも

のがあると目安になるんですけれど、教室の場合はどこに置くのかという問題などもあると思

うんです。 

  前にも言ったと思うんですけれども、今回はコロナの話ですけれども、また他の感染症など

があった時に、対応するということがあるので、今回の経験を活かす意味でやっていただきた

いと思います。 

  もう１点なんですけれども、血中の酸素濃度を測るものは各学校の保健室などに用意はして

いるんでしょうか。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  今、お話のありましたパルスオキシメーターについては、各校１つ購入しまして、保健室に

置いて測れるような状況にしようということで、要求するつもりです。 

（田中教育長職務代理者） 

  ぜひ、結構参考になるものなのでそうしてください。 

  児童生徒もなんだけれど、教員も心配なので。 

  ありがとうございます。 

（教育長） 

  教育委員の皆さんからはよろしいでしょうか。 

  では、事務局のほうからは。 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  お手元にＡ４横版で令和２年度卒業式についてというものを配布しております。 
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  現時点での実施方法ということで、小学校、中学校ごとに記載させていただいております。 

  小学校につきましては、木野東小学校、鈴蘭小学校が３月 23 日（火）、それ以外は３月 24 日

（水）に行います。 

  中学校につきましては、３月 15 日（月）となっております。 

  会場につきましては、自校の体育館、音更中学校に関しましては、サンドームを利用すると

いうことで進めております。 

  時間につきましては、記載のとおりでありますが、概ね１時間程度、長いところで１時間半

程度で実施することになっております。 

  木野東小学校のところで時間が２段書きとなっております。 

  ９時からと 11 時 15 分からということで、児童数が多いことから、今４クラスあるんですけ

れども、２クラスずつで行おうということで、２回に分けた形で、この時間の設定となってお

ります。 

  来賓につきましては、農村部では地域の方もというところもありますけれども、基本的には

ＰＴＡ会長ということになっております。 

  保護者の参加につきましては、各家庭１名または２名までということで、西中音更小学校、

駒場中学校につきましては、特に制限はないということで聞いております。 

  在校生の参加につきましては、市街地校では参加はなし、農村部は通常どおり在校生もとい

うことで実施するということになっております。 

  卒業証書の授与の方式でありますが、個人ごとで、共栄中学校に関しましては、クラス代表

と聞いております。 

  また、柳町小学校も今検討中ということです。 

  国歌斉唱･校歌斉唱につきましては、記載のとおりであります。 

  市街地校等はＣＤの伴奏により静聴するというところと、実際に国歌斉唱するというところ

は、駒場小学校、下士幌小学校、東士狩小学校、東士幌小学校、駒場中学校、緑南中学校とな

っております。 

  国旗の掲揚につきましては、すべての学校において屋外の掲揚塔、ステージに掲揚すること

になっております。 

  在校生等への配信につきましては、音更中学校、下音更中学校、緑南中学校、共栄中学校が

動画配信を考えているところでございます。 

  駒場中学校につきましては、在校生は休みということで、特に対応はないということであり

ます。 

  以上、現状の卒業式の実施方法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。質疑はございますでしょうか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  結局、来賓として教育委員会からは出ないということですね。 

  昨年もそうなんですけど、教育委員会から祝辞を出していただきたいと思います。 

 



【④会議結果】 

（教育長） 

  去年やっているようなメッセージという形でさせていただきたいと思います。 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。 

（教育長） 

  あと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） 

  スポーツ課からになりますが、先般、町と北海道十勝スカイアースの協定を締結したことを

ご報告させていただきました。 

  今後の進め方について、若干説明をさせていただきます。 

  まず、１つには、十勝スカイアースより学校支援活動について提案がありましたので、来月

の校長会議･教頭会議において説明するように考えております。 

  学校支援活動の内容としては、委員さんのお手元に資料がありますように、夢事業の実施や、

体育授業のサポート、パラリンピックにかかるオリパラ授業の実施などとなっており、オリパ

ラ授業は北海道での予算の範囲内で実施できるとのことであり、各学校でも是非活用いただけ

ればと考えております。 

  もう１つには、役場全体での十勝スカイアース事業につきましては、今後、スポーツ課を窓

口として進めていきたいと考えており、講師謝礼など新年度予算を計上しております。 

  また、今後、役場内の庁議においても、事業について積極的に利用いただくよう各部署へ周

知していきたいと考えております。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（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、これをもちまして令和３年１月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１５時００分） 


