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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年６月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年６月１８日 午後２時００分～午後２時４０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 報告第２号   音更町第８次社会教育中期計画の進捗状況について 

４ 議案第１号   音更町立学校職員の処分の内申について【秘密会】 

５ 議案第２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

価に関する評価委員の選任について【秘密会】 

６ 協議案第１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

価の報告書について 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号および第２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 教育総務課 総務係 
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令和３年６月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年６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６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６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条の規定により石川委員を指名い

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。 

５月 31 日（月）、総務文教常任委員会が開催され、第２回議会定例会に諮る、図書館及びス

ポーツ課所管の補正予算案について説明しております。 

６月９日（水）、第２回議会定例会が開会し、16 日（水）までの日程で開催されました。 

一般質問につきましては、神長議員から「包括的性教育の推進について」、三浦議員から「音

更町立学校における働き方改革推進プランについて」、新村議員から「町立学校に係る部活動方

針と国の示す改革案への対応について」、小澤議員から「スクールロイヤーの配置と小中学校の

法教育の実施について」以上、４名の議員からそれぞれ質問がございました。 

なお、答弁書はお手元に配布をしておりますのでご参照いただきたいと存じます。 

６月 10 日（木）、「校長会議、教頭会議」が開催され、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。 
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同じく、６月 10 日（木）、教育委員会持ち回り臨時会において、「工事請負契約の締結につい

て」ご審議いただき、追加議案として議会へ提出しております。 

６月 14 日（月）、総務文教常任委員会が開催され、第２回議会定例会に追加提案する「工事

請負契約の締結」について説明しております。 

なお、教育委員会に関連する議案につきましては、６月 16 日（水）議会最終日に、すべて可

決となっておりますので、ご報告いたします。  

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８次社会教育中期計画の進捗状況についてを議題とします。 

  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８次社会教育中期計画の進捗状況について。 

  このことについて、別冊のとおり報告いたします。  

社会教育中期計画につきましては、社会教育の振興と充実が図られる中、生涯学習推進基本

構想及び生涯学習推進中期計画の推進にあたり、生涯学習の観点に立った「社会教育」を推進

し、生きがいとなる学習活動を促す具体的な計画として、現在は、平成 28 年度からの第７次社

会教育中期計画に基づいて進めてきたところでございますが、本年度が計画の最終年にあたり

ます。 

このため、令和４年度から令和７年度までの４年間を計画期間とする、第８次社会教育中期

計画の策定を行っているところでございます。 

策定にあたりましては、昨年９月に教育委員会から諮問を受けました音更町社会教育委員協

議会において社会教育委員の皆様のご意見をいただきながら、社会教育を所管する生涯学習課、

文化センター、図書館、スポーツ課において、町の最上位計画である第６期総合計画と現在策

定中の音更町第４次生涯学習推進基本構想と整合性を図りながら、策定作業を進めてまいりま

した。 

昨日（６月 17 日）開催された社会教育委員協議会において計画素案の審議、決定をいただき、

このあと、７月初旬からパブリックコメント手続を予定しておりますことから、本日、この教

育委員会会議の場において計画策定の進捗状況について、ご説明させていただこうとするもの

ございます。 

お手元にお配りしております、別冊資料を用いてご説明をいたします。 

はじめに、「町民憲章」、「音更町教育目標」、「音更町教育大綱」につきましては、前回から変



【④会議結果】 

更はございません。 

１ページから２ページをお開きください。 

「第１章 音更町の概要」でございます。 

   １点目の「位置と地勢」、２点目の「歴史」では、第６期総合計画と文言の整合性を図りなが

ら調整中であります。 

３点目の「人口と世帯数」は数字等の修正を行っております。  

３ページに移ります。 

「第２章 中期計画の基本的観点」の第１節 音更町総合計画と社会教育であります。 

１点目「総合計画のねらい」では、本町のまちの将来像を「みんなが住みよい選ばれるまちお

とふけ」と定め、５つの基本目標と４つの重点施策を掲げております。 

２点目の「総合計画及び生涯学習推進基本構想と社会教育計画」では、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」を第４次基本構想の目

指す姿に設定し、４ページに移ります、その実現のために３つの基本施策と 10 本の施策の柱、第

８次社会教育中期計画の位置づけを記載しております。 

次に、第２節 音更町第８次社会教育中期計画の構想と意義であります。 

１点目は、「町民憲章と教育目標」について記述しております。 

５ページに移ります。 

２点目の「計画策定の意義」では、前段で昭和 59 年度の第１次から本年度の第７次計画につい

て触れております。 

この間、少子高齢化や高度情報化の進展、価値観の多様化に新型コロナウイルスなど感染症へ

の対応など、めまぐるしい社会情勢の変化を踏まえた中で、誰もが、いつでも、どこでも、自由

に学ぶことができる生涯学習社会を築くために何が求められているのかをまとめております。 

総合計画や基本構想との整合性を図り、さらには感染症への配慮など、持続可能な計画を策定

することが、社会教育の一層の充実に繋がるとしています。 

６ページに移ります。 

３点目の「計画の構想」では、計画期間は令和４年度から令和７年度までの４年間とし、計画

策定の方針について記述しております。 

４点目の「基本目標」では、教育目標、社会教育目標についてはそれぞれ５つの目標を掲げ、

目指す実践目標を「ひろがる･つながる･学びの輪」と定めています。 

７ページに移ります。 

５点目「計画の推進」では、総合計画や基本構想などを踏まえ、教育機関をはじめ各関係機関･

団体と緊密な連携をとりながら推進をはかることとしております。 

８ページには、社会教育の体系図を掲載しております。 

１ページおめくりいただきまして、９ページからは「第３章 領域別実施計画」でございます。 

第１節の推進体制から始まりまして、11 ページから第２節青少年教育、13 ページからが第３節

健全育成、15 ページから第４節成人教育、18 ページから第５節文化財･郷土資料、20 ページから

第６節芸術文化、22 ページから第７節図書･視聴覚、25 ページから第８節スポーツとそれぞれの

領域別に実施計画を書かせていただいております。 

時間の関係で個別の説明は省略させていただきますが、計画の中には、重点目標、目標の具体
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化と内容方法などをさらに細かく記載をしているところでございます。 

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。 

（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及び日程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。 

（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６、協議案第 1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の報告書に

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６ページをお開きいただきたいと存じます。 

協議案第１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の報告書について。 

このことについて、次のとおり協議いただくものであります。 

ご協議いただくのは、別冊で配付しております、令和３年度（令和２年度対象）、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の報告書（案）の素案であります。 

今回お示ししておりますのは、自己評価段階までの素案のうち、教育委員会の活動状況と、

主要な施策の実施状況までであります。 

１ページから概略でご説明をさせていただきます。 

「Ⅰ 点検及び評価の結果」、「１ 教育委員会の活動状況」、（１）の会議の状況、でありま

すが、「会議の期日」、「付議案件」を、５ページまで掲載しております。 

５ページ中段でございます。 

（２）規則等の制定･改廃の状況でありますが、令和２年度に制定及び改廃された、条例１件、

規則４件を掲載しております。 

６ページをお開き願います。 
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（３）表彰の状況でありますが、アの「音更町文化奨励賞等」、につきましては、①の「文化奨

励賞」で、３団体を表彰しております。 

なお、②の文化奨励特別賞につきましては、該当者がございませんでした。 

７ページをご覧願います。 

イの「音更町スポーツ賞等」につきましては、①の「スポーツ賞」で 20 個人、②の「スポー

ツ奨励賞」で３個人、③の「スポーツ功労賞」では、１個人を表彰しております。 

８ページをお開き願います。 

（４）研修会等への参加の状況でありますが、例年は、北海道市町村教育委員研修会に参加し、

教育をめぐる現状や課題についての情報交換や視察調査を行っているところでありますが、令

和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったところであります。 

（５）学校訪問の状況でありますが、令和２年度は、「新型コロナウイルス感染症対策に係る、

学習･学校生活等への影響と今後の対応について」を重点テーマに訪問したことなどについて掲

載しております。 

９ページでございます。 

（６）町民への情報提供の状況につきましては、アの「広報紙」や、イの「ホームページ」を

活用し、教育に関する制度や手続き、行事等の周知を図るため、様々な情報を提供しており、

前年同様の内容となっております。 

10 ページをお開き願います。 

10 ページ以降につきましては、３の教育行政推進における主要な施策の実施状況になります

が、説明につきましては、７月の定例会議で行うこととさせていただきたいと存じます。 

なお、７月の定例会議におきましては、重点的な評価項目といたしまして、「確かな学力の向

上」、「健やかな体の育成」、「豊かな心の育成」の３項目に関する内容を追加し、お示ししたい

と考えておりますが、「確かな学力の向上」につきましては、前年度に実施した「全国学力･学

習状況調査」の結果を元に評価を行っておりますが、昨年は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、全国一斉の調査が行われていないため、評価の対象となるデータがございません。 

つきましては、どういった形で行うか、検討をいたしまして、次回の会議でお示しさせてい

ただきたいと考えております。 

「健やかな体の育成」の評価につきましては、前々年度、今回であれば、令和元年度に実施

した「全国体力･運動能力、運動習慣等調査」の結果を元に、例年同様に評価を行う予定として

おります。 

なお、昨年、令和２年度におけるこの調査につきましても、新型コロナウイルス感染症の影

響により、実施できませんでしたので、来年度の評価の際についての取扱いについては、検討

が必要となります。 

今後、評価委員による評価会議につきましては、７月下旬から８月中旬までに、２回予定し

ているところであります。 

以上、説明とさせていただきます。 

ご協議のほど、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。 
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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。 

  これから協議案第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してください。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  ８月に予定していた成人式の件なんですけど、帯広市が成人式を中止するというふうに新聞

に出ていたんですけれど、音更は今変更みたいなことは考えているのかお聞きしたいんですが。 

（教育長） 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  私どもは、当初から２回に分けて人数を少なくして、その方法についても委員の皆様にご説

明をさせていただいたところですが、現時点では、成人式は一生に一度の特別の場であります

ので、感染状況を踏まえてのことにはなるかと思いますが、なんとか実現を出来ればというこ

とで、昨日社会教育委員協議会の場でもご意見をいただきまして、その中では、実現してあげ

て欲しいというお話もいただいております。 

  ７月１日現在の住民記録に基づきまして、今後ご案内を送らせていただきたいということで、

現在準備を進めさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  私も実施して欲しいと思います。 

  計画通りに行えば、成功すると思いますけれど、音更の成人する子の友達が帯広にいると、

よく午前、午後あった頃は、高校時代の友達と会うということで、帯広の成人式まで行ったと

いう話を聞いたことがあるので、心配なのは夏休み中でどこまで移動といいますか、7月 11 日

までのまん防のことなどもあるんですけれども、外でうろうろするとか、そういうのがないよ

うに気をつけて欲しいと思います。 

（教育長） 

  宮田生涯学習課長。 
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（生涯学習課長） 

  従来は、生涯学習課が中心となって対応させていただいていたというところなんですけれど

も、今回は教育委員会全体の職員に協力をお願いいたしまして、人員の配置も厚くしまして、

会場内であったり、動線の確保であったり、消毒作業であったり、細心の注意を払って、なん

とか開催にむけて行きたいと考えておりますので、今、田中教育長職務代理者からいただいた

貴重なお話を基に準備を進めてまいりたいと考えております。 

  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。 

(田中教育長職務代理者) 

  教育委員会みんなでやるのは大変良いことで、忙しいのに大変でしょうけど、無事済むよう

に色々考えていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

（教育長） 

  他にありますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、事務局から。 

  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２件の報告をさせていただきます。 

  まず、音更サンクスマッチの開催についてご説明させていただきます。 

別紙資料のＡ４用紙をご参照いただきたいと思います。 

はじめに目的ですが、本町と包括連携協定を締結しております北海道十勝スカイアースの試

合が地元十勝で開催されることから、試合の前後にイベントを実施しまして、子どもから大人

まで大勢の方々に試合を観戦していただくとともに、音更町の魅力をＰＲしようとするもので

あります。 

２の試合概要につきましては、第 44 回北海道サッカーリーグの第７節の試合で、対戦相手は

札大 GP です。 

なお、同リーグには 10 チームが参加しており、これからリーグ戦が始まります。 

（１）開催日は令和３年８月１日（日）12 時 30 分キックオフ 

（２）会場は、幕別町運動公園陸上競技場 

（３）主催は、北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社（本社は音更町にあります） 

（４）共催は、音更町です 

３のイベント内容についてです。 

（１）オープニングセレモニーで、ここでは音更町の特産品の紹介等を行います。 

（２）キックオフセレモニーは、選手が入場した後、町長が審判にボールをパスします。 

（３）ハーフタイムショーでは、町内の幼稚園児がおおそで君体操を披露します。 
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（４）勝利チームには特別賞、優秀選手には MVP 町長賞の授与をいたします。  

（５）抽選会につきましては、マッチデイプログラム（スカイアースが作成）に抽選番号を記

入し、当選者に音更町の特産品等をプレゼントする予定です。 

（６）その他になりますが、ボールボーイ（10 名）を町内サッカー少年団に依頼する予定です。 

当日は、多くの皆さんの観戦を期待しているところです。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大又は無観客となった場合は、中止となる場合があ

ります 

以上、説明とさせていただきます。 

もう１件についてでございます。 

引続きご説明させていただきます。 

東京パラリンピックのホストタウン事業について、口頭ではございますが、報告させていた

だきます。 

本事業につきましては、パラリンピックに出場するアルゼンチン共和国水泳選手団が、帯広

市及び本町において、事前合宿や事後交流を実施する予定で、これまで調整して参りましたが、

新型コロナウイルス感染症拡大の懸念から、アルゼンチン側より選手団の安全･安心を第１に考

え、事前合宿は行わず、来日後は、直接選手村へ入り、本番に向けた調整を行い、大会の競技

終了後はすぐに帰国するとの連絡が入りました。  

このため、予定していた選手団との対面での交流は残念ながらできませんが、双方で協議い

たしまして、国のホストタウン登録は継続した中で、オンラインによりまして交流をすること

となりました。 

なお、具体的な内容につきましては今後検討していきます。 

以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  ２件ありましたけれども、質疑ございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  続きまして、別紙でお配りしております、「本町の生涯学習に関する意識調査と国、道、帯広

市との比較」をご覧いただきたいと存じます。 

５月 27 日開催の教育委員会会議の報告第２号「音更町第４次生涯学習推進基本構想素案につ

いて」の中で、種川委員から、町民の生涯学習に関する意識調査結果についてのご質問をいた

だいておりました。 

今後の生涯学習に対する意識で「学び続けることが必要と考える人は 83％」という数字のほ

かとの比較についてというお話でありますが、平成 30 年に文部科学省が実施した「生涯学習に

関する世論調査」の中で「学習したい」との回答が 82.3％ということでございます。 

また本町における５年前の前回調査との比較では、2.4 ポイントの増となっております。 

素案にありますほかの設問につきましても、参考までに比較記載しておりますので、後ほど
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ご覧ください。 

以上でございます。 

（教育長） 

  質疑ございますか。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  大変分かりやすい資料を提示していただきありがとうございました。 

（教育長） 

  それでは、続きまして、佐藤文化センター館長。 

（文化センター館長） 

  文化センターのカリヨンが演奏する楽曲の募集につきまして口頭でご報告いたします。 

カリヨンの概要です。 

文化センターと図書館の間にある野外広場と呼ばれる芝生エリアに 12 個の鐘が楽曲を奏で

るカリヨンを備えた高さ約 13ｍの記念塔「四季のひびき」が設置されています。 

こちらは文化センターの建設を機に、町民参加の施設づくりを目指して発足した建設協賛会

が、町内の個人や団体などから受けた寄附金の内 28,000 千円をあてて製作し、町に寄附された

ものですが、経年劣化による故障で約 20 年間、カリヨンは稼働を停止しておりました。 

開町 120 周年と開館 35 周年という節目である本年度、改修工事が決定しカリヨンが演奏する

楽曲が必要となったため、校長会議でご依頼申し上げ、全小中学校から１曲ずつ創作したオリ

ジナル曲を募集しているところであります。 

運用方法等としましては、１日４回、指定した時刻に時報として演奏します。 

季節ごとに曲を入れ替えて、年間通して 16 校のオリジナル曲が演奏されるようにローテーシ

ョンします。 

数年に一度、楽曲を更新し HP 等でカリヨンの演奏楽曲について、紹介していく予定です。 

７月 26 日(月)までの募集期間としていますが、西中音更小学校からは５～６年生４名で作曲

した「西中カノン」という作品がすでに提出されています。 

  以上、ご報告といたします。 

（教育長） 

  質疑等ございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  事務局からは以上ですね。 

  全体を通して何かございますでしょうか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  ないようですので、これをもちまして令和３年６月の教育委員会会議定例会を閉会いたしま

す。 
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閉会（１４時４０分） 


