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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年５月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年５月２７日 午後２時００分～午後３時００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 報 告第２号  音更町第４次生涯学習推進基本構想（素案）について 

４ 議 案第１号  音更町奨学資金審議会委員の委嘱について【秘密会】 

５ 議 案第２号  音更町青少年対策委員会委員の委嘱について【秘密会】 

６ 協議案第１号  令和３年度補正予算（案）について【秘密会】 

７ 協議案第２号  教育委員会の学校訪問について 

８ 協議案第３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

価について 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号および第２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号から第３号までにつきましては、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 

 

  



【④会議結果】 

令和３年５月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年５月２７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５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５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。 

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。 

  ４月 27 日(火)に東士狩小学校、５月 13 日(木)には東士幌小学校において、それぞれ第 1回

目の学校運営協議会が開催され、教育長から各委員へ辞令交付が行われ、学校運営に関する基

本的な方針等について確認がされております。 

  ４月 28 日(水)、校長･教頭合同会議が開催され、今年度の主要事業と学校教育、社会教育の

各種事業の説明、協力依頼等を行っております。 

  ４月 30 日(金)、教育委員会会議(臨時会)を持ち回りで開催させていただき、５月１日付人事

異動による教育委員会事務局組織の見直しに伴う規則等の改正についてご審議いただきました。 

  ５月 11 日(火)から 13 日(木)まで豊田、上然別、音更地区の高齢者学級の開級式が開催され

ましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、その後予定しておりました下音更高齢者
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学級を中止したほか、高齢者大学の入学式及び大学院の開校式については延期となっておりま

す。 

  ５月 11 日(火)、第 1回生涯学習推進協議会が開催され、報告第２号でご説明いたします、生

涯学習推進基本構想の素案について協議が行われております。 

  また同日、臨時校長会議を開催し、北海道が新型コロナウイルス感染症の感染者拡大により、

まん延防止等重点措置区域に指定されたことに伴い、感染症対策の留意事項等について説明を

行っております。 

  ５月 13 日(木)、総務文教常任委員会が開催され、委員会の構成替えに伴う正、副委員長の互

選が行われ、委員長には上野美幸議員、副委員長には山本忠淑議員が互選されております。 

  ５月 17 日(月)、臨時校長会議が開催され、新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大状況

により、北海道が５月 31 日(月)までを期間とする緊急事態措置区域に追加されたことに伴い、

緊急事態宣言を踏まえた学校教育活動等の留意事項について説明を行っております。 

  ５月 24 日(月)、校長会議、教頭会議が開催され、教育委員会の学校訪問についての依頼と学

校給食の食物アレルギー対応についての注意喚起のほか、今年度における学校水泳プールの開

設及び水泳授業の取扱について説明を行っております。 

  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 音更町第４次生涯学習推進基本構想(素案)についての件を議題としま

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) 

  議案書の３ページをお開きください。 

  報告第２号 音更町第４次生涯学習推進基本構想（素案）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。  

   基本構想素案の説明の前に生涯学習推進体制及び基本構想の経過等について、若干、説明を

させていただきます。 

生涯学習の推進に関しましては、総合的、効果的な取組が求められることから、全庁的な生

涯学習に関する支援の施策を具体的に進めるために、町長が本部長に、副町長及び教育長が副

本部長に、各部長職が本部員となる「音更町生涯学習推進本部」を設置し、生涯学習の振興を

図っているところでございます。 

生涯学習推進基本構想につきましては、平成９年度に第１次の基本構想を策定し、現、第３

次基本構想は、本年度、最終年を迎えております。 
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このため、令和４年度から令和 12 年度までの９年間を計画期間とする、第４次の基本構想に

ついて、昨年、10 月に音更町生涯学習推進協議会に諮問し、５月 11 日の協議会において素案

を審議、決定いただいたところでございます。 

このあと、６月 25 日発行の広報７月号においてパブリックコメント手続を予定しております

ことから、この教育委員会会議の場において基本構想素案について、ご説明させていただこう

とするものでございます。 

お手元には、別冊資料で素案、素案の概要版、町民の生涯学習に関する意識調査結果をお配

りしていますが、概要版を用いてご説明いたします。 

はじめに、概要版の１ページ、「第１ 基本構想の策定にあたって」でございます。 

   １点目の策定の趣旨では、人生 100 年時代の到来、ＳＤＧｓ、新型コロナウイルス感染拡大

などの社会情勢の変化を踏まえたなかで、本町の生涯学習を推進するために計画を策定する旨

の記述となります。 

   ２点目の構想の位置付けにつきましては、町の第６期総合計画の分野別、個別計画とし、他

の行政計画との整合性を図ることを、また、計画期間は令和４年度から令和 12 年度までの９年

間を構想の期間とすることといたします。 

   ３点目の策定体制につきましては、諮問を受けた生涯学習推進協議会において構想案を策定

し、本部長に答申、決定するという一連の流れについての記述となります。 

   「第２ 基本構想策定の背景」についてでございます。 

   １点目の「生涯学習とは」につきましては、第３次構想の定義を継承した内容となっており

ます。 

   ２点目に「生涯学習に関する国の近年の動向」について。 

２ページに移りまして、３点目に「生涯学習を取り巻く社会状況の変化」について記述して

おります。 

   ４点目の「生涯学習に関する町民意識の現状」につきましては、昨年、10 月に実施した、「町

民の生涯学習に関する意識調査結果」より、18 項目の設問の中から、生涯学習の取組、その方

法、今後の意識、情報収集の４点について記載しております。 

詳細な調査結果については、別冊を後ほどご覧いただきたいと存じます。 

   ３ページでございます。 

   ５点目の「第３次基本構想の検証と評価」につきましては、取組の基本的な考え方１から３

までについて、生涯学習推進協議会でご審議いただいたところでございます。 

   ６点目の「第４次基本構想に向けた課題」につきましては、生涯学習に関する国の動向、社

会状況の変化、第３次基本構想の検証と評価を踏まえ、第４次基本構想に向けての課題を整理

したものです。 

   （１）生涯学習に親しむ環境の整備、（２）地域と連携した生涯学習の推進、４ページに移り

まして、（３）生涯学習のネットワークづくり、の３つの論点について、この後ご説明いたしま

す「基本構想が目指す姿と基本施策」に反映させるようまとめてあります。 

   「第３ 基本構想が目指す姿と基本施策」につきましては、この基本構想のメインとなる部

分でございます。 
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   １点目の「基本構想が目指す姿」につきましては、第３次構想と同様に、第４次構想におい

ても、上位計画である第６期総合計画の【教育･学習･文化分野】の基本目標である「生きる力、

支える力を育むまち」を目指す姿に設定しようとするものであります。 

   次に２点目の「基本施策」につきましては、「１誰もが生涯学習に親しめる環境づくり」「２

地域との協働で学べる環境づくり」「３学習活動を支え、発展させるネットワークづくり」の３

つを目指す姿を実現するための基幹となる施策として設定します。 

   次に３点目の「施策体系」でありますが、ただいまの３つの基本施策に基づき、表にまとめ

てあります 10 本の「施策の柱」、その下に 22 の「具体的な施策」をもって、生涯学習を推進し

ていくための施策体系を構成しております。 

   なお、より具体的な個別の施策や事業については、この構想策定後に、生涯学習推進中期計

画においてとりまとめることといたします。 

  ５ページ後段の「第４ 具体的な施策の展開」につきましては、主な項目あるいは、特徴的な

項目についてご説明申し上げます。 

   基本施策の１「誰もが生涯学習に親しめる環境づくり」の施策の柱１ 人生 100 年時代の生涯

学習の推進では(４)図書館における学びの推進として６ページに移りまして ICT を活用し利便

性の向上を図り、図書に親しむ機会を増やすなど、図書館が持つ役割と機能を十分に生かした

なかで、町民の多様な学びを支援します。 

施策の柱２  共生社会における生涯学習の推進では(７)障がい者等の生涯学習と交流の推進

として 障がい等の有無にかかわらず、誰もが自分の状況に応じて学習や交流活動に取り組める

よう支援します。 

施策の柱３  感染症対策を踏まえた多様な学びの推進では(９)オンラインの活用など感染症

に配慮した学習機会の推進として感染症に対し安心して学習に取り組めるよう、状況に応じ臨

機応変にオンラインによる学習機会の場を設けるとともに、従前の対面による学習形式も併用

するなど、それぞれの強みや良さを生かしニーズに合わせた多様な学習機会の充実を図ります。 

基本施策の２「地域との協働で学べる環境づくり」の施策の柱５  学びの継続と成果の活用

の推進では(13)学び直しを支える環境整備と機会の提供として７ページに移りますが社会人の

学びの継続･学び直しを推進する観点から、高等教育機関や専修学校等において専門的な職業分

野に関する学習機会が提供されるような環境を支援します。 

また、働き盛り世代が多様な学習スタイルを利用して、知識や資格の取得を目指す学びのき

っかけづくりを支援します。 

施策の柱６  関係団体や学校との連携による学びの推進では(15)短期大学･高校･NPO 法人等

との連携による学習機会の充実として短期大学、高校や NPO 法人などと連携し、専門性の高い

多様な学習機会の充実を図ります。 

施策の柱７  郷土の歴史や芸術･文化を親しむ機会の充実では(16)郷土資源を活用した郷土

文化に親しむ機会の提供として本町の郷土資源を活用し、伝統文化や芸能の継承をはじめ、町

の歴史や郷土文化に親しむ機会づくりを進めます。 

基本施策３「学習活動を支え、発展させるネットワークづくり」の施策の柱９  社会教育施

設等の活用の推進では(20)生涯学習センター機能の整備充実として生涯学習活動を支援する情
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報ネットワークの整備や、町民との協働による学習活動の実現に向けて、生涯学習に関する情

報を収集し発信するなど、生涯学習センター機能の充実を図ります。 

   ８ページに移りまして、「第５ 基本構想推進のために」でございますが、１点目の音更町生

涯学習推進本部における推進から５点目の町民の生涯学習に関する意識調査の実施まで、構想

推進に関する５つの視点を掲げております。 

以上、報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

(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。 

  種川委員。 

(種川委員) 

  事前に資料を配布いただいて、ざっと目を通したくらいなんですけれど、この意識調査が大

変詳しくされてまして、非常に良く分かると思って見させていただいております。 

  １つ教えていただきたいんですけれども、概要版の２ページのところの４番の（３）今後の

生涯学習に対する意識というところで、学び続けることが必要と考えている人は 83％というふ

うに出ています。 

  後でも結構なんですけれども、これは他町村と比べてどうなのか、あるいは全道や全国と比

べてどうなのかなというところが、ちょっと興味があったものですから、教えていただければ

と思います。 

(生涯学習課長) 

  分かりました。後ほど、調べましてご報告申し上げたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

(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。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程４から日程６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) 

  日程７、協議案第２号 教育委員会の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。 

  八鍬教育部長。 

(教育部長兼教育総務課長) 

  議案書の７ページをお開きいただきたいと存じます。 

  協議案第２号 教育委員会の学校訪問について。 

  このことについて、次のとおり協議をさせていただきます。 

  今年度のテーマにつきましては、先月開催の教育委員会定例会におきまして、新型コロナウ

イルス感染症を契機とする学習･学校生活の変化についての決定をいただきました。 

  訪問期間につきましては、６月 18 日(金)から８月 26 日(木)のうち６日間としております。 

  訪問時間につきましては、１時間で調整をしており、今年度も授業参観は見合わせる代わり

に、リモートでの授業風景を参観する予定としております。 

  訪問学校等につきましては、日程のとおり組まさせていただきましたが、報道でもご承知か

と思いますが、５月31日までの期間となっております緊急事態措置区域の指定が６月20日(日)

までを予定として延長される方向で進められております。 

  つきましては、６月 18 日(金)と 23 日(水)に訪問を予定しておりました音更小学校から鈴蘭

小学校の５校につきましては、訪問日を延期させていただき、別途訪問の日程を調整させてい

ただきたいと思います。 

  なお、更なる指定期間の延長がなければ、７月８月の日程につきましては、日程表のとおり

実施したいと思います。 

  ６月18日(金)、23日(水)の２日間の訪問については、7月8月は予定が入っておりますので、

できれば、９月で調整をさせていただきたいというふうに思っています。 

  順調にいけば、９月に２日間で５校ということでさせていただきたいと思います。 

  決まりましたら、またお知らせをさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

(教育長) 

  それでは、７ページのご協議いただいている６月 18 日と 23 日を除く分についてのみご協議

いただくということになりますが、よろしいでしょうか。 

(各委員) 

  はい。 

(教育長) 

  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２号について採決します。 

  本件は、原案のうち７月８月分について決定することに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。 

  したがって、本件は原案のとおり決定されました。 

  日程８、協議案第３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。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  議案書の８ページをお開き願います。 

  協議案第３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について。 

  このことについて、次のとおり協議させていただきます。 

  今年度の点検及び評価につきましては、令和２年度が対象となります。 

  例年どおりの内容となっておりますが、１点検及び評価の日程につきまして、本日はスケジ

ュールと評価項目についてご協議いただきます。 

  来月６月の教育委員会では学識経験者の選任と内部評価素案の提出、７月教育委員会では内

部評価の協議をさせていただきたいと存じます。 

  学識経験者の評価として、７月下旬に内部評価を提示し、８月中旬に評価についての意見を

いただき、その意見を元に修正したものを８月教育委員会におきまして、議会への報告書とし

て決定をしていただきたいと存じます。 

  その後、９月の議会決算委員会の折に、報告書を提出、10 月に町のホームページで公表した

いと考えております。 

  続きまして、２点検及び評価の項目についてでありますが、（１）教育委員会の活動状況につ

いて、（２）教育行政推進における主要な施策の点検及び評価につきましては、学力向上対策、

体力運動能力向上対策、いじめ不登校等の取組、施策項目ごとの点検評価とこれらに係る学識

経験者の意見と対応方針でございます。 

  （３）学識経験者の選任案につきましては、帯広大谷短期大学及び退職校長からそれぞれ 1

名の方の選任をしていただく予定でございます。   

  以上、ご協議いただきますようお願いを申し上げ、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) 



【④会議結果】 

  異議なし。 

(教育長) 

  異議なしと認めます。 

  本件は、原案のとおり決定されました。 

  以上で、本会議に付されました案件の審議はすべて終了しました。 

  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をしてください。 

  田中教育長職務代理者。 

(田中教育長職務代理者) 

  次回の定例教育委員会は６月 18 日(金)で、学校訪問が 1時から 1時半になるのかな。 

(教育長) 

  そうですね。通常通りですね。 

(田中教育長職務代理者) 

  もう１つあったんですけど、今、校則のことで色んなところで話題になっているんですが、

音更は校則に関する見直しの話は出てきていないのでしょうか。 

(教育長) 

  校則の見直し自体は出てきていないですが、保護者のほうからどうなんでしょうかというよ

うな声が届けられてきたりはしているんですけれども。各学校で生徒会などを通じて話し合っ

てもらえれば、学校の中でそれぞれ変えていくことはシステムとしてはありますから、学校の

ほうに話してみてくださいという形で返しています。 

(田中教育長職務代理者) 

  それは、中学校でですか。結構出ているんですか。 

(教育長) 

  1 件ですね。 

(田中教育長職務代理者)   

  マスコミで出てきているから、出ているのかなと思って聞いてみました。 

（教育長） 

  校則のことは今国のほうでも色々言っていますので、どこかの段階で整理していかなければ

ならない形かなと思いますけれども、今なかなか学校現場も、そこまで順番的に回っていかな

いというとこはあります。 

（田中教育長職務代理者） 

  ありがとうございます。 

(教育長) 

  他に教育委員さんのほうから何かありますか。 

(各委員) 

  ありません。 

(教育長) 

  事務局からは。 

  新名学校教育課長。 

(学校教育課長) 



【④会議結果】 

  私のほうからは２点ございます。 

  はじめに、木野東小学校における新型コロナウイルスの感染について。 

  こちら、口頭ではございますが、ご報告させていただきます。 

  この件につきましては、既に５月 21 日以降、町のホームページでも感染者の発生及び対応状

況について、お知らせをしたところでありますが、５月 20 日(木)の夜８時頃でありますが、木

野東小学校において、児童１名が新型コロナウイルスに感染したことが確認され、教育委員会

に連絡がございました。 

  このことによる学校の対応につきましては、翌日 21 日(金)を臨時休業として、校舎内の消毒

作業を教育委員会が行い、23 日(日)までの３日間、関係者以外の立ち入りを禁止したところで

あります。 

  また、濃厚接触者につきましては、帯広保健所が範囲の特定を行い、感染した児童が無症状

であったことから、学級内の一部の児童のみが濃厚接触者に特定されました。 

  その後、保健所の指示により、順次 PCR 検査を実施した結果 21 日(金)に、全員の陰性が確認

されたことから、24 日(月)から通常登校といたしましたが、関係する学校につきましては、濃

厚接触者の健康観察期間となる６月１日(火)まで、学級閉鎖としたところであります。 

  この間、木野東小学校の全保護者世帯に対しましては、臨時休業のお知らせのほか、学校及

び学童保育所における対応状況などの動向について、学校から随時メールなどによりお知らせ

をしたところであります。 

  なお、臨時休業の連絡が遅れてしまったことから、７名の児童が登校してまいりましたが、

保護者への連絡などで対応しております。 

  また、学童保育所については休止とし、やむを得ず保育を必要とする方については、個別に

ご相談をいただき、２名の児童を受け入れたところでございます。 

  今後も、学校においては、感染症対策を徹底し、安全な学校教育環境の維持に努めるととも

に、学校関係者や保護者への不当な差別や偏見が助長されることがないよう、学校とも連携し

ながら対応してまいりたいと考えているところであります。 

  以上、１点目のご報告とさせていただきます。 

  続きまして、もう１点でございます。 

  こちらは別紙をお配りしております。 

  令和３年度における小学校の学校水泳プールの開設及び水泳授業の取扱いについてご説明さ

せていただきます。 

  議案の別紙をご覧ください。 

  本通知は、24 日に開催しました定例校長会議でお示ししたもので、通知にありますとおり、

今年度の小学校水泳プールの開設につきましては、主要学校における水泳授業及び少年団活動

への開放に限定したうえで開設することといたしました。 

  なお、水泳少年団がない学校の水泳プールにつきましては、休日及び夏季休業中の開放は行

わないことといたしました。 

  また、水泳授業につきましては、更衣室での着替えを含め、密集･密接の場面を避けるなど実

施方法を工夫して行うこととしております。 

  以上、ご説明とさせていただきます。 



【④会議結果】 

(教育長) 

  説明が終わりましたが、質問等はございますか。 

(各委員) 

  ありません。 

（教育長） 

  では、引き続きまして事務局から。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  私からは２点ほどご説明をさせていただきます。 

  まず、１点目でございます。 

  郷土資料室等の整備概要について、ご説明させていただきます。 

別冊資料の１ページをご覧いただきたいと存じます。 

郷土資料室があります音更町農村環境改善センターは、昭和 55 年度に農村総合整備モデル事

業により整備された「町民のコミュニティ活動を促進し、生活と生活文化の向上を図るための

施設」で、町民の生涯学習に対する理解や関心の高まりを受け、生涯学習を推進する「生涯学

習センター」に位置付けて、活用されてきました。 

昭和 56 年度には、郷土資料室が完成、オープンしたところですが、40 年近くが経過し、建

物･設備の老朽化も著しいことから、所要の改修工事を行い、また、令和元年度に生涯学習課･

スポーツ課の事務所機能を役場庁舎へ移転したことに伴う空きスペースを活用しながら、郷土

資料室の充実･整備を進めることといたしました。 

なお、設置補助事業について、用途の変更を行おうとする「長期利用財産処分報告書」を農

林水産省に提出し、令和２年２月に受理されたところです。 

続きまして、２ページをお開きいただきたいと存じます。 

郷土資料室のリニューアルにつきましては、まちの歴史や文化を後世に伝え、未来に継承し

ていくために郷土を愛する心を育むための施設として、従前から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をはじめ、展示や資料の調査･再評価につい

て専門的知識を有する学識経験者の方々と、さらには、町民の皆さんからも展示資料や利活用

の方法など、幅広くご意見をお伺いするため「町民のご意見を聴く会」を開催し、その後も様々

な場面で貴重なご意見･ご提案をいただいた中で、リニューアルの基本的な考え方について検討

を重ねてまいりました。 

最初に、１番目の展示内容についてでございます。 

音更町が「開町 120 周年」の節目を迎えるに当たり、私たちの歩みを見つめなおすとともに、

音更に関わるあらゆる人々が、音更･十勝に理解と敬意を深めることができる展示を目指すこと

としています。 

具体的には、１点目としてテーマ別、時代の流れによる変化をもたせた展示を複合的に用い

て、町内外を問わず、音更町に関心を持つ人々の学習の期待に応える生涯学習施設とする。 

２点目として、小学校社会科副読本「おとふけ」に沿った、小学生の郷土学習に資する展示

とする。 



【④会議結果】 

３点目は、定期的な展示資料の入替や特別展示による継続的な来館者を獲得する、工夫を図

ることとしています。 

また、町民の参加による協働活動により、町民と共につくる資料室を目指し、郷土資料室に

長く愛着を持っていただけるよう、今後、リニューアル作業や展示資料の収集に町民の皆さん

が自ら参加する機会を作ってまいりたいと考えております。 

（１）の自然史展示から（７）の郷土史絵本展示までのリニューアルの区域とテーマにつきま

しては、資料の最終ページの配置図と合わせてご覧いただきたいと存じます。 

次に、２のスケジュールについて今後の作業工程でございますが、リニューアル区域を大き

く２回に分けて、第１回目の工程を今年度末まで、第２回目を４年度末までとし、併せて設置

条例の改正等の手続きを経て、開館以来初めてとなるリニューアル全体を終えてのオープンと

したいと考えております。 

  ３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改修工事、展示の変更を行な

う、場所と主な内容を一覧表にしてあります。 

合わせて、資料を１枚おめくりいただきまして、館内平面図と現在の写真、予定する作業内

容をお示ししてございますのでご覧いただきたいと存じます。 

  ３ページに移りまして、その他でございますが、先の説明と重複する部分がありますが、展

示や資料の調査･再評価については、専門的な知見をお持ちの方々にご協力をいただいておりま

す。 

また、「町民のご意見を聴く会」の関係でありますが、継続的に皆さんにお集まりいただきな

がら、その段階での情報共有など行っていく考えでおりましたが、新型コロナウイルス感染症

拡大により、一同に会しての開催は困難であり、関係団体等と個別に機会を設けて意見交換を

継続している状況でございます。 

最後に、新型コロナウイルスワクチン集団接種会場運営との関係であります。 

現段階では改修工事において、来場者に危険が伴う、あるいは大きな音が出るなど利用に支

障をきたす工事は予定しておりませんが、利用に制限があるものは閉館日に行うなど、会場使

用と工事の日程を調整しながら進めていく予定でございます。 

続きまして、口頭でございますが、成人式再延期に伴う写真撮影スポット設置の結果につい

てご報告を申しあげます。 

令和３年成人式再延期に伴い、参加を心待ちにして着物等の衣装を準備されていた新成人の

皆さんへの配慮から、５月２日（日）に文化センター、木野コミセン、総合福祉センター町内

３か所において写真撮影用会場を準備いたしました。 

当日は、10 時から 15 時の時間帯で開設し、新成人 108 名とご家族など 58 名、合計で 166 名

の皆さんにご来場をいただきました。 

今後は８月 14 日（土）の成人式開催に向けて、準備を進めてまいりたいと考えておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

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。質疑等ございますか。 

  田中教育長職務代理者。 



【④会議結果】 

（田中教育長職務代理者） 

  108 名も来てくれたんですね。 

  新成人が 108 名ですもんね。 

（生涯学習課長） 

  そうですね、新成人が 108 名で、その他にご家族であったり、お友達というケースもあるか

もしれないんですけれども、その方たちが 58 名です。 

  各会場でコロナ対策ということで受付票をいただいているんですが、グループとしては 58 グ

ループの方で、今回 25 日に発行になりました広報の６月号のほうにも表紙と裏表紙のほうに写

真を使っていただいているところでございます。 

  以上です。 

（田中教育長職務代理者） 

  良かったですね。 

  良いアイディアでした。 

（教育長） 

  他に質疑はありますか。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  郷土資料室の整備なんですけれど、大変楽しみにしています。 

  今、説明していただいたことに加えて、今すぐにということではないんですけど、将来的な

要望として、資料室の外回り、敷地環境というんでしょうか、そういうのを町民の憩いの場に

なるような、そんなスポットになればいいなというふうに思っているので、検討の中に加えて

いっていただければと思います。 

（教育長） 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  外回りにつきましては、今後様々な町民の方から高校生であったり、短大生であったり、若

い皆さんの発案をいただきながら子どもからお年寄りまで集っていただけるようなそんな場所

にしていきたいなと考えております。 

  外回りに先立ちまして、内側に中庭のようなものがあるんですけれども、そこにつきまして

は、まずは子育てサークルですとか、お子さんが来ていただけるということは、そこにお母さ

んや関係者が集っていただけるような、そんな生涯学習センター機能の使い方というのをして

いきたいなというふうに考えておりますので、中庭を人工芝などを設置しまして、子供さんた

ちが自由に遊べるようなスポットに出来ればなというふうなことで、今考えているところでご

ざいます。 

  今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

 

 



【④会議結果】 

（田中教育長職務代理者） 

  夢は膨らむんだけど、あそこはプールがあり、短大もあり、野球場もあったりするから、あ

の辺全体を色々含めて、バラバラに考えるんではなくて、一体的に考えたら面白いんではない

かなと、今種川委員のお話を聞いて思いました。 

  それは教育関係だけではないかもしれませんが、色々考えてみてください。 

（教育長） 

  重松生涯学習担当部長。 

（生涯学習担当部長） 

  あの辺一体につきましては、今委員のほうからおっしゃられましたとおり小さなお子様から

大人の方まで、テニスですとか、アイスホッケー、野球などで使わせていただいておりますし、

散歩で利用していただいている方も多くいらっしゃいますので、一括りで作られる時には、配

置とかゾーニングして散歩コースだとかをご提案しながら作っていくということも考えながら、

出来る範囲で検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（田中教育長職務代理者）   

  楽しみにしています。 

  よろしくお願いします。 

（教育長） 

  他にありませんか。 

  八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

  お手元に別紙で（仮称）音更町学校整備基金条例案の骨子についてということで、２枚ほど

お配りをしております。 

  この件につきまして、私のほうからご説明をさせていただきます。 

  この（仮称）音更町学校整備基金条例案につきましては、３番にありますとおり新規条例に

なりますが、今年の第３回定例会、９月の議会定例会に新規条例として提案を予定しておりま

して、あらかじめ教育委員会のみなさんへこういう形で提案をする予定ですということでのお

知らせを今日させていただきたいと思います。 

  １番目の条例を制定するための背景及び制定理由でございますが、国庫補助を受けて整備を

した学校施設を国が定める処分制限期間内に財産処分、譲渡したり、貸付をした場合には法律

の規定により、大臣の承認が必要とされております。   

  承認に際しては、原則処分財産の残存価格に対する補助金等相当額を国に納付する、返還す

ることとされておりますが、国庫補助事業完了後 10 年以上経過した学校施設を有償により財産

処分する場合については、国に納付する補助金等相当額以上の額を学校施設整備のための基金

に積み立てることにより、国庫に納付することを免除される、基金に積み立てることによって

国に返さなくていいですよということとされております。 

  このたび、平成３年度に補助金等の交付を受けて建設しました旧昭和小学校の校舎部分を有

償貸与するにあたって、この学校施設整備のほか、合わせて教育環境を充実するための備品等

の購入財源に充てることを目的とした基金を設置するため、地方自治法の規定により条例を制

定しようとするものであります。 



【④会議結果】 

  今、申し上げたとおり補助金を返還する代わりに基金に積めてあったお金については、既存

の学校の整備に関する費用に使ってくださいというのが１つと、合わせてこの条例につきまし

ては、教育環境を充実するための備品等の購入財源、これからタブレットの更新ですとか、エ

アコン整備とかそういったものに関して、一度に財源を投入するのは難しいであろう、それで

あれば基金に少しずつ積み立てをしながら、然るべき時に財源を活用して、整備を出来るよう

にあらかじめ両方を活用できる基金の条例を制定したいということでございます。 

  ここで、昭和小学校の後利用について説明をさせていただきます。 

  ２枚目にカラー版で配置図を載せておりますが、ご承知のとおり昭和小学校につきましては、

令和２年３月 31 日をもって閉校いたしまして、その後の後利用につきましては、教育委員会の

所管ということで、図面の右側上になります旧体育館及び渡り廊下から音楽室にかけて、こち

らを昭和地区の公民館として位置付けをさせていただき、引続き教育委員会で所管をしており

ます。 

  それ以外の１階、２階部分につきましては、普通財産として、現在は企画財政部財政課が管

理をしているところでございます。 

  この普通財産の後利用の検討にあたって、色々庁舎内を含め、検討してまいりましたが、今

回旧昭和小学校につきましては、光回線が使用できることから、テレワークやワーケーション

に対応する施設として整備し、関係人口の拡大や人材育成などの取組みを行う事業者に貸付け

るとともに、防災備蓄倉庫を配置し、イベントの開催などにより交流拠点としての活用を図る

ことを決定したところでございます。 

  今回、貸事務所の募集を行いまして、図面でいうと左上の赤の太字で囲んである部分、旧職

員室、校長室、保健室、給食室、会議室の部分を貸事務所として募集を行ったところ１社の企

業が選定されたということで、今後これを 10 月頃から貸付をしますということによって、先ほ

どの基金の条例でいいます財産処分という形になりますので、それ相当分のお金をその基金に

積まなければならないと、その受け皿として９月の定例会に新規条例として制定をさせていた

だきますという内容になっております。 

  その他の昭和小学校の後利用につきましては、この青色の右側の部分、緑の部分につきまし

ては、テレワークスペースということで、今後整備をして貸し出す予定をしていると伺いをし

てます。 

  また、２階部分につきましては、茶色の丸で囲んでいる部分、図工教室、準備室等について

は、防災備蓄庫、教育物品保管庫ということで活用を図っていると聞いております。 

  昭和小学校の後利用につきましては、今のところこういう形で進める予定としております。 

  この条例につきましては、９月の議会定例会に新規条例を提案させていただきますが、この

財産処分に係る積立金については、承認要件として学校の施設のみにしか使用できないという

条件をつけて、条例制定をさせていただく形になります。 

  この条例制定の内容につきましては、下の２番のとこでございますが、主な項目だけ説明を

させていただきます。 

  設置の項目では、学校整備の資金に充てるため基金を設置するものといたします。 

  基金の積立の項目では、基金は指定寄付金及び毎年度予算の定める額を積立てるものといた

します。 



【④会議結果】 

  主要の項目では、基金は学校整備の資金に充てる場合に限り使用できることを定めることと

いたします。 

  管理等の項目では、基金のほか、基金から生じる収入の取扱い等について定めるものとしま

す。 

  最後、委員の項目では、基金の管理に関して必要な事項は町長が定めるものとして制定しよ

うとするものであります。 

  正式な条例案の提案時期については先ほど申し上げたとおり、令和３年第３回定例会に提案

を予定しておりますので、その前の教育委員会定例会におきまして正式な条例案につきまして

は、ご協議をしていただく予定でございますのでお願いを申し上げたいと思います。 

  説明は以上でございます。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

  質疑等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） 

  今は、公民館として使っているんですか。 

（教育長） 

  今は、閉校になると同時にですね、右の体育館と音楽室のところだけを公民館として、そこ

から左側の部分については普通財産、目的のない財産というふうにして、財産処分を一回文科

のほうから行っていたんです。 

  で、その目的がないということになると町も民間の大家さんみたいな形になるんですよ。公

共施設じゃないと。 

  なので、民民の契約みたいな形で貸付契約をして収入が入ってくる、そういうふうにしてお

金が入ってくるとなると、補助金を出している国としては、見逃しませんよということで補助

金返しなさいということになるんですけれども、代わりに基金条例を作ってそこに補助金相当

額を積んでいくんだったら良いですよ、国に返さなくていいですよという仕組になっています。 

（田中教育長職務代理者） 

  今、昭和の人達は使っているんですか。 

  これから公民館として使っている部分はそのまま公民館として使うんですか。 

（教育長） 

  そこは行政財産、教育財産なので。 

（田中教育長職務代理者） 

  スカッシュってどうなったんでしたっけ。 

（教育長） 

  ミニバレーとスカッシュは去年 10 月くらいに移転しています。長流枝公民館から。 

（田中教育長職務代理者） 

  どこに移転したんでしたっけ。 

（教育長） 

  昭和のこの体育館にあります。 



【④会議結果】 

  令和２年度の予算で予算組みしてまして、東京のコロナで大変だったんですけど、収まった

頃に東京から業者に来ていただいて、移転も終わっています。 

  折りたたみ式のものですから普段は畳んでミニバレー２面取れるんですけど、使うときには

広げて、ミニバレー１面とスカッシュと。 

（田中教育長職務代理者） 

  そうなんですね。 

  納得しました。 

  分かりました。 

（教育長） 

  他に質疑はございますか。 

（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５月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１５時００分） 


