
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年３月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年３月２５日 午後６時００分～午後７時１５分 

開 催 場 所 音更町役場 ２階 第１・第２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、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、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   中学校卒業式の実施状況について 

４ 報告第３号   令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の

分析について 

５ 報告第４号   令和２年度いじめに関する実態調査報告について 

６ 議案第１号   音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部

を改正する規則案 

７ 議案第２号   学校運営協議会を設置する対象学校について 

８ 議案第３号   音更町教育施設等長寿命化計画の策定について 

９ 協議案第１号  令和３年度教育行政執行方針（案）について【秘密会】 

10 協議案第２号  令和３年度補正予算（案）について【秘密会】 

11 議案第４号   教職員人事の内申について【秘密会】 

 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第４号までにつきましては、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 学校教育課 総務係 
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令和３年３月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年３月２５日 

ところ 役場庁舎 ２階 第１・第２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、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、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（１８時００分） 

 

令和３年３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３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。 

藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案書の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。 

２月 18 日（木）、総務文教常任委員会が開催されました。 

第１回定例会の提出案件として、令和３年度主要事業の概要及び補正予算について説明を行

いました。 

２月 19 日（金）、児童生徒文化・スポーツ賞選考委員会が開催されました。 

今年度の音更町児童生徒文化・スポーツ賞の選考を諮問し、文化部門の個人の部で 23 人、

団体の部で５団体、スポーツ部門の個人の部で 32 人、団体の部で 11 団体で答申をいただき、

各学校において表彰しております。 

  ２月 25 日（木）、総合教育会議が開催されました。 

３月２日（火）から 16 日（火）の間で、令和３年第１回定例会が議場で開催されております。 

２月の定例教育委員会で協議いただきました補正予算につきましては、可決となっており、

また、一般質問につきましては、お手元に答弁書を配布しておりますが、山川秀正議員からは

「デジタル社会の進展と地方自治」、阿部議員からは「ＧＩＧＡスクール構想について」、堀江
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議員からは「特徴ある町を発信し交流人口の拡大を」についてそれぞれ質問がございました。 

３月９日（火）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

りですが、３月１日、２日の大雪時の教育委員会の対応について説明しております。 

３月 15 日（月）、中学校の卒業式につきましては、特に問題はなく無事終了しております。

後ほど、報告第２号でご説明いたします。 

３月 23 日（火）、24 日（水）、小学校の卒業式につきましては、３月 23 日に２校が実施し、

３月 24 日に 10 校が実施しております。 

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。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 中学校卒業式の実施状況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） 

  議案書の３ページをお開きください。 

報告第２号 中学校卒業式の実施状況について。 

このことについて、次のとおり報告いたします。 

令和２年度の中学校の卒業式につきましては、町内５校全て３月 15 日に実施されております。 

昨年度に引き続き、全校で国旗のステージ正面掲揚、国歌斉唱につきましては、全員起立の

うえ、ＣＤ又はピアノ演奏で行っておりますが、コロナ禍で静聴する学校とマスクをつけて斉

唱する学校に分かれております。 

来賓の出席は、ＰＴＡ会長のみで、保護者の出席は、感染症対策として人数を制限し、密に

ならないよう対応したところです。 

また、在校生の出席については、共栄中学校以外は見合わせております。 

共栄中学校の生徒会の代表ということになっております。 

卒業証書の授与方法は、学校によって、生徒毎に実施するところとクラス代表とするところ

で分かれております。 

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。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。 
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  本件は、報告済みといたします。 

  日程４、報告第３号 令和元年度全国体力･運動能力、運動習慣等調査結果の分析についての

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） 

議案書の４ページをお開きください。 

報告第３号 令和元年度全国体力･運動能力、運動習慣等調査結果の分析について。 

 このことについて別冊のとおり報告いたします。 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析につきましては、毎年報告しておりますが、

国や道の調査結果のとりまとめや公表の時期の関係から、前年度分の分析結果となっておりま

す。 

別冊の音更町教育研究所が分析と考察を行っている「音更町の子どもの体力と今後の取り組

み」の１ページをご覧ください。 

調査研究の目的といたしましては、本町における児童生徒の体力の状況を把握し、体力を向

上させるための運動例を提示することとしております。 

  調査研究の内容につきましては、令和元年４月から７月の間に、小学校５年生男子 236 人、

女子 233 人、中学校２年生男子 241 人、女子 213 人を対象として、各学校で実施しております。 

  それでは、２枚めくっていただいて、２ページをお開きください。 

小学校５年生男子の分析と考察ですが、体力合計点は 52.14 ポイントで、全国平均、全道平

均をやや下回っています。 

各種目の結果はグラフのとおりですが、ソフトボール投げ、反復横跳びは全国･全道の平均を

上回っています。 

前年度課題となっていました 20ｍシャトルランにおいては、全道平均を上回り全国平均に近

づいております。 

分析結果による課題といたしましては、筋力、柔軟性、跳躍能力であります。 

続いて３ページをご覧ください。 

小学校５年生女子の体力合計点につきましては 53.75 ポイントで、全国･全道平均とも下回っ

ております。 

各種目の結果では、ソフトボール投げが全国平均を上回り、全道の平均に近づく結果となっ

ております。 

前年度課題でありました反復横とびは全国･全道の平均を上回っています。 

分析結果による課題といたしましては、柔軟性、持久力、跳躍能力であります。 

また、４ページ、５ページの質問紙調査結果からは、男女ともに体育科の授業を通し、運動

の楽しさを感じている子どもが多いことから、運動を楽しめる意識づけや環境づくりを心がけ

た指導が必要であるとしております。 

次に、６ページをお開きください。 

中学校２年生男子の分析と考察でありますが、体力合計点では 39.04 ポイントで、全国平均、

全道平均は下回る結果となっております。 
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各種目の結果はグラフのとおりですが、50ｍ走、20ｍシャトルランは、前年度に引き続き全

道･全国平均を上回っています。 

前年度課題でありました持久走は全国･全道の平均を大幅に上回る結果となりました。 

分析結果による課題といたしましては、筋力、柔軟性、俊敏性となっております。 

続いて７ページをご覧ください。 

中学校女子につきましては、体力合計点は 47.96 ポイントで、昨年度と同様に全道平均を上

回り、全国平均を下回っています。 

各種目の結果では、20ｍシャトルランが前年度に引き続き全道･全国平均を上回る結果となり

ました。 

立ち幅跳びが全道の平均を上回っております。 

前年度課題でありました、持久走は全国･全道の平均を大幅に上回る結果となりました。 

分析結果による課題は、筋力、柔軟性、俊敏性となっております。 

８ページの質問紙結果分析ですが、男子は、前年度に引き続き、体育科の授業は楽しい、運

動が好きと答えた生徒が多いことから、指導と運動への意識向上の結びつきが見て取れるとし

ております。 

また、９ページの女子につきましても、男子と同様であります。 

  10 ページ以降は、「全学年を通して共通する傾向と体力向上を目指して」として、運動習慣

を身に付けさせる手立てを紹介しております。 

以上、報告いたします。 

（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。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  すごく見やすくまとめていただいているんですけれども、小学生も中学生も全般的に共通し

ているのは、柔軟性のところで課題があるということで、体が硬い子たちが多い状況があるの

かなということなんですが、平成 20 年度から実施されているということで、10 年以上調査を

続けられていると思うんですけれども、傾向的なものというのは 10 年以上調査をしてきて何か

見えているものはあるんでしょうか。 

  自分ではきちんと調べていないので、毎年資料はいただいているんですけれども、体が硬い

のはきっと運動が少な目とか、北海道の傾向としてある程度あるのかなという気はしているん

ですけれども、それに対して学校で色々工夫をしたりとか、ここ５年くらいは、研修とかされ

ているようなんですけれども、調査と研修を取組んだりして、向上している部分とか、そうい

った傾向がもしあればお聞かせ願いたいと思いますが、分かりやすい資料を用意されてますし、

現場の先生にも上手く活用されていくと良いなと思いますので、文章にならなくても、傾向的

なものが長期間実施しているので、どこか見えたらいいのかなと思いましたので、何か機会が

ありましたらと思いますし、自分でも改めて資料も見てみようと思うんですけれども、せっか

くの長期間の調査が傾向とか、５年生と中学２年生という部分で、３年後か４年後に傾向が変

わったりとか、もし見えれば、また色々活用できるのかなという気がいたしましたので、機会

がありましたらそのことも触れていただければいいかなと思いました。 



【④会議結果】 

  以上です。 

（教育長） 

  はい。ありがとうございます。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  この調査の分析と考察の中の５年生なんですけれども、見てみますと 50ｍ走が大きく全国･

全道と比べて低いんですね。 

  この文章の分析の中では、課題として挙げられていないので、走力の向上というのも課題と

しての指導の充実に加えていっていただきたいなというふうに思いました。 

  以上です。 

（教育長） 

  今後に向けて検討させていただきたいと思います。 

  他にありますか。 

（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５、報告第４号 令和２年度いじめに関する実態調査報告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） 

  議案書の５ページをお開きください。 

報告第４号 令和２年度いじめに関する実態調査報告について。 

このことについて、別冊のとおり報告するものです。 

別冊の令和２年度いじめに関する実態調査をお配りしておりますが、音更町いじめ問題等対策

委員会が、毎年 10 月から 11 月に全小中学校の全学年において実施しているいじめアンケート

の集計結果と考察を加えたものとなっております。 

冊子の１ページから 40 ページまでは、学年の区分毎に、調査結果をグラフ化し、いじめ問題

等対策委員が考察を加えたものと、児童生徒の自由記載の内容でありますので、後ほどご覧い

ただければと思います。 

今年度のアンケート用紙につきましては、45 ページから掲載しておりますが、平成 29 年度

から引き続き、設問中のいじめという言葉を嫌な思いとし、積極的にいじめを認知することと

しております。 

それでは、41 ページから 43 ページの集計表をご覧ください。 

いじめアンケートの集計は、小学校１・２年生と小学校３年生から６年生、中学校の３つの

区分に分かれております。 

41 ページは、小学校１・２年生の結果ですが、１番目の質問で、あなたは４月からきょうま

で、いやな思いをしたことがありますかと答えた児童のうち、３番目の質問で、今も嫌な思い
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をしていると回答した児童の合計は、昨年度の 83 件から 72 件となっております。 

次に、42 ページの小学校３～６年生では、４番の質問になりますが、今も嫌な思いをしてい

ると回答した児童の合計は、昨年度の 101 件から 117 件になっております。 

43 ページの中学生では、４番目ですが、今も嫌な思いをしていると回答した生徒の合計は、

昨年度の 27 件から 13 件となっております。 

ただし、今回のアンケート後の教育相談により、すべての案件が解消していることから、考

察の中では、日頃から児童生徒を見守り、寄り添った指導に努めることにより早期発見早期解

消につなげていくことが重要であるとしております。 

また、最後の質問であるいじめはどんな理由があっても許されないことだと思うかについて

は、小学校は、すべての学年で 80 パーセントを超えていますが、中学校３年生では 70 パーセ

ント台であり、よくわからないの割合が増えております。 

中学校の考察では、どんな理由があってもいじめは許されないを単に言葉だけでとらえず、

そのときの相手の立場や気持ちを考えることができる想像力を育み、相手の思いやる言葉の大

切さを訴え続けることが重要であるとしております。 

以上、ご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６、議案第１号 音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則

案の件を議案とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  加藤スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  議案書の６ページをお開き願います。 

  議案第１号 音更町立小中学校体育施設の開放に関する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。 

  以下、規則改正の記載がございますが、朗読につきましては割愛させていただき、７ページ

の資料により説明させていただきます。 

  １ 改正の理由でありますが、南中音更小学校については、令和３年３月末をもって閉校し、

公民館を設置することから、学校体育施設開放の対象から除外しようとするものであります。 

  ２ 改正内容でありますが、地域開放校から南中音更小学校を削除するものであります。 

  なお、８ページの別表第１新旧対照表にも記載のとおりでございます。 

  ３ 施行期日は、令和３年４月１日であります。 

  以上、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７、議案第２号 学校運営協議会を設置する対象学校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） 

  議案書の９ページをお開きください。 

議案第２号 学校運営協議会を設置する対象学校についてであります。 

このことについて、音更町立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第３条

第１項の規定に基づき、次のとおり学校運営協議会を設置する。 

１ 学校運営協議会を設置する対象学校は、音更町立下士幌小学校、音更町立西中音更小学

校、音更町立東士狩小学校、音更町立東士幌小学校であります。 

２ 対象学校とする理由につきましては、各小学校は、同じ中学校区にある小学校と実施し

ている小小連携や、接続先の中学校との小中連携による学習や研修の取組を実施してきた実績

があるほか、学校と地域のかかわりが深く、保護者や地域住民の協働体制があるなど一定の基

盤が整っていることから、学校運営協議会を設置する学校として適していることであります。 

３ 学校運営協議会を設置する日は、令和３年４月１日であります。 

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。 
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（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８、議案第３号 音更町教育施設等長寿命化計画の策定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） 

  議案書の 10 ページをお開きください。 

  議案第３号 音更町教育施設等長寿命化計画の策定について。 

  このことについて、次のとおり決定しようとするものであります。 

  本計画につきましては、令和２年度までに策定することが求められており、今後の国庫補助

金事業を活用した施設整備の採択については、計画の策定状況を構えるものとされているため、

今年度中に策定を目指して作業を進めていただくものであります。 

  それでは、概要につきましてお手元に計画案の本冊と概要版を配布させていただいておりま

すので、概要版に沿って説明をさせていただきます。 

  １ページをご覧ください。 

  第１章 計画策定の背景と目的といたしまして、まず、計画策定の背景と目的・計画の位置

付けでございますが、国は公共施設の耐用年数の超過や老朽化に伴う大規模な改修、更新等が

必要な時期を迎え、平成 25 年 11 月にインフラ長寿命化計画を策定しました。 

  これを踏まえ、本町におきましても、平成 29 年３月に音更町公共施設等総合管理計画を策定

しております。 

  この計画は上位計画といたしまして、音更町教育施設等長寿命化計画を個別施設計画に位置

付け、教育委員会が主管する施設を対象に、中長期的な維持管理に係るトータルコストの縮減

及び予算の平準化を図りつつ、これらの施設に求められる機能や性能を確保することを目的と

して策定するものであります。 

  計画期間につきましては、中長期的な視点で長寿命化の効果を評価するため 40 年間を見通し

たものとし、実施計画を策定する期間は、上位計画の期間に合わせまして、令和３年度から令

和 17 年度までの 15 年間としております。 

  対象施設につきましては、表に挙げていますとおり、33 施設で小中学校 16 施設を教育施設、

公民館や図書館、文化センターなどの 17 施設を社会教育関連施設等に分類しております。 

  ２ページをご覧ください。 

  第２章 教育施設等の目指すべき姿では、上位計画や関連計画を踏まえ、安全性、快適性、

学習活動の適応性、環境への適応性、地域の拠点化の５つの視点から整理しております。 

  次に、第３章 教育施設等の実態といたしまして、まず、本町の人口の推移ですが、音更町

第６期総合計画の推移では、長寿命化計画の計画期間の最終年である令和 17 年に 41,523 人、

40 年後の令和 42 年には 34,007 人まで減少していくことが想定されています。 

  ３ページをご覧ください。 

  教育施設等の築年別整備状況につきまして、教育施設では、築 30 年以上経過している施設が

全体の 72 パーセントを占めております。 
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  社会教育関連施設等では、築 30 年以上経過している施設が全体の 47 パーセントを占めてお

ります。 

  ４ページをご覧ください。 

 教育施設等の老朽化状況の実態といたしまして、構造躯体の健全性を評価しております。昭

和 56 年５月以前に建設された旧耐震基準の建物について、耐震補強していないものについては、

長寿命化できないものと判定しております。 

  ５ページをご覧ください。 

  構造躯体以外の劣化状況の評価ですが、現地調査を行い、部位ごとにＡからＤまでの４段階

で評価し、健全度を 100 点満点で数値化しております。 

  各施設の評価は、５ページから７ページの表のとおりであります。 

  ８ページをご覧ください。 

  第４章 教育施設等整備の基本的な方針等では、本計画における基本方針を上位計画の内容

や、劣化状況を踏まえ、設定しております。 

  ９ページをご覧ください。 

  改修等の基本的な方針につきましては、従来は築 40 年程度で改築していた建物を適切な時期

に改修することで 80 年程度まで使用することが可能になり、コストの縮減を図るものであり、

方法として築 40 年目に建物の耐久性向上、機能性能の向上を行う長寿命化改修、築 20 年目と

60 年目に現状回復を目的とした予防保全改修を実施することを基本としております。 

  10 ページをご覧ください。 

  教育施設において従来型の改築と長寿命化改修を実施した場合のコストの試算を比較してお

ります。 

  従来では、40 年間の総額が約 437 億円のコストがかかる試算に対し、長寿命化改修では、約

395 億円となり、約 42 億円の削減が見込まれます。 

  11 ページをご覧ください。 

  同様に、社会教育関連施設等では、従来では、40 年間の総額が、約 295 億円のコストがかか

る試算に対しまして、長寿命化改修では、約 245 億円となり、約 50 億円の削減が見込まれます。 

  12 ページをご覧ください。 

  第５章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等では、改修等の整備水準、維持管理の

項目、手法等について記載しております。 

  目標耐久年数を概ね 80 年とした建物の長寿命化を図り、長寿命化改修では、建物の耐久性を

向上させるとともに、機能性能を現在の要求水準まで引き上げることを目指しております。 

  次に、第６章 長寿命化の実施計画といたしまして、劣化状況調査、築年数、地域ニーズ等

を勘案して、優先順位を付け、計画的な改修を実施していきます。 

  掲載しているグラフは、今後 15 年間にかかる費用を平準化し、施設分類別、改修項目別に分

けて表示しております。 

  改修内容の詳細につきましては、計画（案）本冊の資料にありますので、後ほどご確認いた

だければと存じます。 

  13 ページをご覧ください。 

  第７章 長寿命化計画の継続的運用方針では、情報基盤の整備と活用、推進体制等の整備と
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フォローアップについて記載しております。 

  学校教育の取り巻く環境の変化や、児童生徒の推移、社会教育関連施設の利活用状況、社会

情勢の変化等への対応が必要であるため、適宜計画を見直すこととしております。 

  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。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  昭和公民館と南中音更公民館のプールとなっているのは、今も使っているんですかね。 

  プールがあるというだけなんですか。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  この調査につきましては、今年度ある施設についての老朽化といったものの調査をしており

まして、今後次年度以降、どういった形の施設整備をしていくかということで、比較をしてお

りますので、当然、昭和、南中音更についても実際は使用されていないというような状況とな

っております。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  今ある施設に対して調べたという意味ですね。 

  わかりました。 

  ありがとうございます。 

（教育長） 

  他に質疑はありますか。 

（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３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９から日程 11 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。 
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  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） 

 

  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。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  それでは、生涯学習課所管であります令和３年成人式について、ご説明をさせていただきま

す。 

成人式につきましては、当初、１月 10 日の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイル

ス感染症の急速な拡大に伴い、延期をさせていただいたところでございます。 

現在、５月２日（日）、音更町文化センターを会場に、出身中学校ごとに、午前 11 

時と午後２時からの２回に分けて開催をする方向で準備を進めております。 

また、参加できない新成人やご家族など会場に来られない方のため、式典の模様をオンライ

ンで公開する予定でございます。 

  対象者の皆様には、３月 30 日に案内を文書ですとか、コロナの感染防止対策ですとかそうい

った詳細を記した文書を送らせていただく予定でございます。 

  来賓の皆様につきましては、４月に入りましてからご案内をさせていただく予定で準備を進

めさせていただいております。 

以上、ご説明とさせていただきます。 

（教育長） 

  成人式の関係はよろしいでしょうか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  もし、コロナの影響が出てきたら、また考えることもありうるんでしょうか。 

  いざとなったらオンラインだけでもやるとかそういう気持ちはないですか。 

  今のところどうなんでしょうか。 

（教育長） 

  今のところ５月が難しければお盆の時期、基本的には８月までは実施したいなと思っており

ます。 

  ただ、着物が着れなくなってしまうので、着物が着れるのは５月が最後のチャンスかなと思

います。 

（田中教育長職務代理者） 



【④会議結果】 

  実施できると思いますけどね。 

（教育長） 

  よろしいでしょうか。 

  それ以外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） 

  なければ、これをもちまして令和３年３月の定例教育委員会会議を閉会いたします。 

 

閉会（１９時１５分） 


