
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年４月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年４月２２日 午前１１時００分～午後０時１０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、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  小学校卒業式及び小中学校入学式の実施状況について 

４ 協議案第１号  教育委員会学校訪問について 

５ 議 案第１号  音更町教育研究所所員の委嘱について【秘密会】 

６ 議 案第２号  音更町学校評議員の委嘱について【秘密会】 

７ 議 案第３号  音更町学校運営協議会委員の任命について【秘密会】 

８ 議 案第４号  音更町社会教育委員及び音更町公民館運営審議会委員

の委嘱について【秘密会】 

９ 議 案第５号  音更町文化財保護審議会委員の委嘱について【秘密会】 

10 議 案第６号  音更町図書館協議会委員の委嘱について【秘密会】 

11 議 案第７号  音更町スポーツ推進委員の委嘱について【秘密会】 

12 議 案第８号  音更町教育委員会事務局職員の人事について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第８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４月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年４月２２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、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（１１時００分） 

 

令和３年４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３年４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。 

３月 26 日（金）、退職校長辞令伝達式及び感謝状贈呈式が行われております。 

下音更小学校･原見校長、木野東小学校･小松校長、音更中学校･杉本校長３名が退職というこ

とで辞令の伝達式をしております。 

４月２日（金）、教職員辞令伝達式を行っております。校長９名、教頭･主幹教諭７名、一般

教諭等７名の 23 名に音更町立学校での勤務を命じる辞令の伝達を行い、教育長から歓迎の挨拶

がありました。 

４月６日（火）、総務文教常任委員会が開催されました。第２回臨時会にかかる案件であり、

前回の教育委員会会議定例会で協議させていただきました教育委員会関連の補正予算について

説明をしております。 

４月８日（木）、小中学校入学式が 14 校で行われております。 

  ４月９日（金）、下士幌小学校、木野東小学校の２校で入学式が行われております。 
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４月 13 日（月）、第２回臨時会が 23 日までの会期で開催されております。福地教育長が令和

３年度教育行政執行方針を表明し、21 日の予算審査特別委員会で教育費の補正の審議を行って

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 小学校卒業式及び小中学校入学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 小学校卒業式及び小中学校入学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。 

はじめに、小学校の卒業式の実施状況であります。 

全校で、国旗のステージ正面掲揚を実施しており、国歌斉唱につきましては、全員起立のう

え、CD による斉唱、又は、コロナ禍ということで静聴する学校も多くありました。                  

来賓、保護者の出席についても最小限の参列、出席としております。 

在校生の出席及び卒業証書の授与などは、表の記載のとおりであります。 

続きまして、４ページをお開きください。 

小学校の入学式の実施状況であります。 

卒業式と同様な形で行っております。 

５ページをご覧ください。 

中学校入学式の実施状況となっております。 

全ての中学校において、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 により、コロナ禍ということで静聴という形で実施しております。 

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４、協議案第１号 教育委員会学校訪問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） 
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  議案書の 18 ページをお開きください。 

協議案第１号 教育委員の学校訪問について。このことについて、次により協議をさせてい

ただきます。 

令和３年度教育委員学校訪問実施要領（案）でございます。 

１ 訪問期日につきましては、本年は６月から８月までの間に実施し、１か月のうちに２日

間程度訪問します。 

２ 訪問時間につきましては、新型コロナウイルス感染症防止のため、１校当たり 45 分程度

を基本といたします。 

 

３ 訪問学校につきましては、１日当たり 2～5校とし、午前 2～3校、午後 1～2校を目安と

します。 

４ 訪問資料等につきましては、（１）学校経営の重点事項、懸案事項等とする、（２）学校

で作成する当日の訪問資料の統一化を図る、（３）全校分を事前に配布するということです。 

５ 訪問日程につきましては、事務局で日程調整をし、５月開催の定例教育委員会に協議案

として提案したいと考えております。 

１つとばしまして、７ その他ということで、新型コロナウイルス感染症対策として、訪問

にあたっての留意点を提示しております。 

昨年と同様に、授業参観は実施しないことで考えておりますが、GIGA スクール構想により、

タブレット端末の整備が進んだことから、リモートによる参観が可能と考えております。 

全てのクラスでということにはなりませんが、別室で授業風景を見ることは可能かなと思い

ます。 

この件について学校側と調整、協議はしておりませんので、その点も含めてご協議いただき

たいと思います。 

今年度のテーマにつきましては、次のページに事務局案を提示していますので、ご協議いた

だきたいと思います。  

以上、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、質疑を行いたいと思います。 

  学校訪問のテーマということで、４点ほど上げさせていただいております。 

  昨年度も新型コロナということで、伺いましたけれども、その後の動きもあるということで、

そういった意味で上げさせていただいております。 

  その辺も含めまして質疑を行いたいと思います。 

  田中教育長職務代理者。 

(田中教育長職務代理者) 

  やはり、先ほど校長先生にもお話したんですけれども、４月からタブレットがどんな感じで

使われているかを知りたいんですね。 

  実際はタブレットを子どもたちがどう扱うかについては、この前見させていただいたので、

今回の訪問の中ではあまり必要だとは思っていないんです。 



【④会議結果】 

  実際どのくらいの時間数で使われていて、具体的にどういう風に使われているのかを聞いて

みたいなと思いました。 

(教育長) 

  他にありますか。 

  石川委員。 

(石川委員) 

  今、田中委員のお話でタブレットの使用状況も聞きたいというお話と、元々GIGA スクールか

らあったんでしょうけれども、コロナの感染に対する１つの方法として一気に進んだ感もある

のかなというところで、次は３年度の学習･学校生活の変化に繋がっていくのかなという感じは

受けるんですけれども、今年のテーマの１つとして出来るのかなという気がしましたので、私

はこの中では、事務局案の１番で、学校が関わったことを聞き取ってお話を聞いてくるのが良

いのかなという感じはしました。 

(教育長) 

  他、いかがでしょうか。 

  GIGA スクールによるタブレット端末の活用状況と、コロナウイルスの感染を受けての学習･

学校生活の変化の感じで、絡めてお話を伺うような形でよろしいでしょうか。 

(各委員) 

  いいと思います。 

(教育長) 

  ありがとうございます。 

  それでは、改めましてテーマを決めたいと思いますが、協議案第１号について、学校訪問の

テーマについては、GIGA スクールによるタブレット端末の活用状況と、コロナウイルスの影響

を受けた中での学習･学校生活の変化についてというような形で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。それでは、そのように決定をさせていただきます。 

  日程５から日程 12 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) 

  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） 
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(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。 

  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。 

  藤原学校教育課長。 

(学校教育課長) 

  お手元に A4 版で配布いたしました町内小中学校の行事実施状況という表をご覧ください。 

  これからの予定を含めてということになりますが、はじめに小学校の修学旅行についてであ

りますが、各学校６月中旬から７月に予定しており、複式校４校につきましては、７月１日か

ら１泊２日で、登別方面、ウポポイの施設見学を予定しております。 

  交通手段は、貸切バスとなっております。 

  次に、小学校の運動会についてであります。 

  各学校とも６月上旬から中旬にかけて実施予定ということで、全校で午前実施、学年ごとに

時間を決めて実施する、複数日数で実施するということで各学校工夫をしながら実施計画をも

っているところです。 

  通常の運動会形式を生かしながら時間短縮、競技内容を精選しながら行うという学校、また

昨年度同様に体育の授業の一環で考えている学校もあるようであります。 

  次に、学習発表会についてであります。 

  こちらのほうは、まだ日にちがあるということで、内容等は未定ということでありますが、

10 月から 11 月にかけて実施予定ということで聞いております。 

  次に、中学校に関してです。 

  中学校の修学旅行につきましては、４月から５月に予定しておりまして、共栄中学校は８月

に予定しております。 

  既に２校は実施しており、帰路についております。 

  行き先については、函館方面が多く、緑南中学校に関しては東北の岩手県を学習見学先とし

て行っております。今日帰ってくる予定となっております。 

  交通手段につきましては、貸切バス、JR を利用してということになっております。 

  次に、体育祭についてであります。 

  音更中学校に関しましては、文化祭と合同で実施ということで 10 月２日に予定しております。

その他は５月 29 日に実施予定ということで、内容につきましては、午前日程で実施ということ

で、通常の体育祭形式を基本に、種目等を精選しながら時間短縮するというふうに聞いており

ます。 

  次に、文化祭につきましては、こちらもまだ日にちがあるということで、内容等はこれから

というふうに聞いております。 

  日程につきましては、各学校とも 10 月２日を予定しております。 

  以上で、説明を終わります。 

(教育長) 

  質疑等はございますか。 

(各委員) 

  ありません。 
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(教育長) 

  続きまして、スポーツ課お願いします。 

(スポーツ課長) 

  それでは、スポーツ課からは１点口頭での報告となります。 

  東京オリンピック･聖火リレーの関係であります。 

  先般、十勝帯広実行委員会が開かれ、十勝でも６月 13 日(日)、帯広競馬場で開催することと

なりました。 

  その中で、帯広市だけでなく、十勝市町村全体で聖火リレーを盛り上げていこうという取組

になりました。 

  内容につきましては、聖火リレーの選手の後ろに十勝管内 19 市町村でそれぞれ市町村の小学

生1名を決めて19人がサポートランナーとして参加して聖火リレーを盛り上げていくこととな

ります。 

  今後につきましては、町内の小学校の中でスポーツ大会において優秀な成績のあった児童の

中から選出して 1名を決めていきたいと考えております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

(教育長) 

  質疑ございますか。 

(各委員) 

  ありません。 

(教育長) 

  教育委員の皆様から何かございますか。 

  田中教育長職務代理者。 

(田中教育長職務代理者) 

  成人式が８月に延期になってしまって残念なところがあるんですけれど、撮影スポットを３

か所で開くと。当然ただ置いておくわけにはいかないので、密にならないようにとか色々指導

するんでしょうけど、大変良い案だと思います。 

  以上です。 

(教育長) 

  他にありませんか。 

(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４月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１２時１０分） 


