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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年７月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年７月１５日 午後１時４０分～午後２時３５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   令和３年度教科書展示会での意見について 

４ 議案第１号   音更町奨学資金支給者の決定について 

５ 議案第２号   音更町いじめ問題等対策委員会委員の委嘱について【秘

密会】 

６ 協議案第１号  教育委員会の学校訪問について 

７ 協議案第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号および第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 教育総務課 総務係 
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令和３年７月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年７月１５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７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７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。 

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。 

６月 21 日（月）、臨時市町村教育長会議が開催され、まん延防止等措置重点措置を踏まえた、

学校における新型コロナウイルス感染症対策について説明がありました。 

また、翌日の６月 22 日（火）には、臨時校長会議を開催し、前日に説明のありました、学校

における感染症対策の留意事項と、保護者のご理解とご協力に関する周知について説明を行っ

ております。 

６月 30 日（水）、奨学資金審議会を開催し、今年度の支給対象者の選考について諮問し、答

申をいただいておりますので、後ほど、議案としてお諮りさせていただきます。 

７月９日（金）、持ち回りによる「教育委員会臨時会」において、下士幌小学校運営協議会委

員の欠員に伴う委員の任命についてご審議いただき、７月 14 日（水）開催の第１回学校運営協

議会において教育長から辞令交付を行っております。 
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７月 13 日（火）、校長会議、教頭会議が開催され、新型コロナウイルス感染症に関する教員

等のワクチン接種や感染症対策のほか、児童生徒の交通事故防止に係る注意喚起等について、

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。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、延期となっておりました下音更高齢者学級の開級

式が７月 13 日（火）に、高齢者大学の入学式･始業式が本日の午前中に開催されております。 

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。 

  本件は報告済みといたします。 

  日程３、報告第２号 令和３年度教科書展示会での意見についての件を議題とします。 

  事務局の報告を求めます。 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の３ページをご覧ください。 

  報告第２号 令和３年度教科書展示会での意見について。 

このことについて、次のとおりご報告いたします。 

今年度の教科書展示会は、令和元年度に採択し、昨年度から使用している小学校用教科書と、

昨年度に採択し、今年度から使用している中学校用教科書のほか、昨年度の国の検定で新たに

合格した１社が出版する社会科･歴史分野の中学校用教科書につきまして、音更町図書館におい

て６月 22 日から 7月８日まで開催いたしました。 

閲覧者名簿に署名をいただいた方は、４名であり、議案に記載のとおり１件の意見をいただ

いております。 

意見の内容につきましては、記載のとおりですが、こちらの意見は、ただいま申し上げまし

た昨年度の検定で新たに合格した１社が出版する社会科･歴史分野の中学校用教科書に対する

意見でございます。 

教科書採択につきましては、７月 19 日に開催される、令和３年度第 12 地区教科書採択教育

委員会協議会で教科書用図書の決定が行われる予定となっております。 

その後、８月に開催予定の教育委員会定例会において、本町としての採択をしていただくこ

とになります。 

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） 
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  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、議案第１号 音更町奨学資金支給者の決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。 

  八鍬教育部長。 

(教育部長兼教育総務課長) 

 議案書の４ページをお開きいただきたいと存じます。 

議案第１号、音更町奨学資金支給者の決定について。 

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。 

今年度の奨学生の募集につきましては、通常の募集のほか、昨年度と同様に、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受け、休業、離職、会社の倒産、売り上げの減少など、今年の収入が著

しく減少したことにより家計が急変し経済的に修学が困難な方を支援するため、15 人程度の特

別枠を設けたところであります。 

選考につきましては、６月 30 日に開催いたしました、音更町奨学資金審議会において、奨学

資金支給者についてご審議いただき、議案書５ページのとおり答申をいただいたところであり

ます。 

支給決定内容といたしましては、申請者 180 人に対し、支給者は 127 人となっております。 

  それでは、選考結果についてご説明させていただきますので、別冊で、取扱注意と記載した

２種類の資料をお配りしておりますが、Ａ４横版の令和３年度音更町奨学資金申請者調書をご

覧いただきたいと存じます。 

  初めに、調書の記載内容ついて、ご説明いたします。 

左側から、整理番号の次に、公立私立などの学校の情報や学年、次に、生徒、保護者のほか

家族･家庭の状況などについて記載しております。 

また、右から４列目には需要額に対する収入認定額の割合、いわゆる認定倍率を記載してお

りまして、調書は、認定倍率の低い順から並べております。 

そして、その右側に審議会選考結果として、○印の表示がある方が支給対象者となっており

ます。 

備考欄には、生活保護世帯と、同一世帯で２人以上の申請に関する情報を記載しております。 

 次に、選考基準でありますが、通常枠からご説明いたします。 

  成績による取り扱いにつきましては、平成９年度以降は、収入･家庭の状況等が同等の場合を

除き、成績による選考は行っておりません。 

  収入の基準といたしましては、需要額に対する収入認定額の割合、認定倍率が 1.5 倍未満の

者としておりますが、これは、就学援助に係る事務取扱要領及び特別支援学校への就学奨励に

関する法律施行令における基準を根拠としているところであります。 

選考に当たりましては、収入の基準である認定倍率が 1.5 倍未満、調書で申し上げますと、

１ページの１番から６ページの中段、111 番までの 111 人の中で、予算の範囲内における、優

先順位として認定倍率の低い順からの選考となりますが、生活保護受給世帯につきましては、

まず、私立高校への通学者を優先して選考し、認定倍率が低くても、同一世帯から複数の申請

があった場合につきましては、１人を選考することとし、この場合においては、学年の上下に
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関わらず私立高校への通学者がいれば、その生徒を優先して選考することとしております。 

この時点で予算に余裕があれば、生活保護受給世帯の公立高校への通学者、そして、同一世

帯の２人目以降の生徒について、認定倍率順に選考することとしております。 

今年度につきましては、認定倍率が 1.5 倍未満の 111 人全員を支給対象者としても、９ペー

ジに記載のあるとおり、予算額の 11,394 千円の範囲内となることから、全員に○印を表示して

おります。 

以上が通常枠での選考案でございます。 

次に、調書の 10 ページをご覧いただきたいと存じます。 

新型コロナウイルス感染症の影響による特別枠についてでありますが、選考基準については、

通常枠と同様でありますが、収入額については、前年の収入額ではなく、今年の収入見込額に

置き換えて計算をしております。 

会社の休廃業等で失業した方や、収入の大幅な減少を理由として税金の減免･徴収猶予を受け

た方、新型コロナに起因する公的資金や生活福祉資金の貸付を受けた方については、その方の

収入見込額をゼロとして計算いたします。 

また、連続する２か月の収入の合計額が、前年又は前々年の同月の収入合計額と比較して、

20％以上減少した方は、前年の収入額からその割合を減じた額を収入見込額としております。 

今年度は、17 人から申請があり、うち 16 人の認定倍率が 1.5 倍未満であり、予算の範囲内

での支給額となることから、16 人全員を支給対象者として○印を表示しております。 

また、16 人の申請事由の内訳でありますが、20％以上の収入減が 11 人、生活福祉資金の貸

付を受けた方が５人、税金の免除が１名となっております。 

  なお、特別枠（コロナ枠）につきまして、これからもコロナの影響による収入減等が考えら

れるため、特別枠のほか通常枠の予算の執行残を活用し、追加募集を行う予定としております。 

以上の結果、今年度の奨学資金支給対象者は、別冊の音更町奨学資金奨学生名簿のとおり、

通常枠では、公立高校 72 人、私立高校 39 人の計 111 人となり、コロナの影響による特別枠で

公立高校 13 人、私立高校３人の計 16 人となったところであります。 

支給額につきましては、公立高校が月額 6,500 円で、年額 78,000 円、私立高校が月額 10,000

円で、年額 120,000 円となります。 

  最後に連絡事項でありますが、別冊でお配りしております、取扱注意の調書及び名簿につき

ましては、会議終了後、回収させていただきますので、あらかじめご了承いただきたいと存じ

ます。 

以上が、音更町奨学資金審議会における審議の経過と答申の内容についての説明であります。 

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。 
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  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、原案のとおり可決されました。 

  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。 

  これから、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ページをお開き願います。 

協議案第１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たいと存じます。 

今年度の学校訪問の日程につきましては、５月開催の教育委員会定例会議におきましてご協

議いただき、当初予定しておりました６月実施の２日間、５校については、北海道の緊急事態

措置区域の指定が延長されることも想定されていたこともあったことから延期することとし、

日程につきましては、あらためてご協議いただくこととしておりました。 

  この度、学校との日程調整がつきましたので、ご協議いただきたいと思います。 

  議案書の日程表で、８月 26 日までについては、既にご決定いただいておりますが、その下の、

網掛けになっておりますが、８月 30 日（月）と 31 日（火）の２日間で学校訪問を行いたいと

思います。 

連日の学校訪問となり、大変恐縮ではありますが、ご協議のほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 

(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) 
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  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。 

  日程７、協議案第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８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、別冊によりご協議いただくものであります。 

  別冊で配布しております、令和３年度（令和２年度対象の）、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）をご覧いただきたいと存じます。 

  ６月の教育委員会定例会議でお示しいたしました素案に、表紙裏面の目次と、１ページには

じめにといたしまして、点検及び評価の趣旨、対象、方法を追加しております。 

  また、11 ページになりますが、（７）教育委員会の組織、そして、12 ページから 32 ページに

は、２．重点的な評価として、「（１）確かな学力の向上」、22 ページからは「（２）健やかな体

の育成」、27 ページからは「（３）豊かな心の育成」について、それから、47 ページから 54 ペ

ージには、４．昨年度の学識経験者からの主な意見と対応状況について、追加しております。 

  なお、説明後、前回６月の教育委員会定例会議でお示ししました素案の部分も含めて、各委

員からご意見やご提言をいただき、この報告書に反映させたいと考えております。 

  それでは、追加いたしました内容につきまして、ご説明を申し上げます。 

  １ページであります。 

  はじめにの「１．点検及び評価の趣旨」につきましては、昨年度と同様の内容であります。 

  「２．点検及び評価の対象」につきましては、令和２年度に実施した施策･事業等が対象であ

る旨を記載しております。 

  「３．点検及び評価の方法」につきましては、今年度、点検評価をお願いする学識経験者２

名を記載しております。 

11 ページをお開き願います。 

（７）では、「教育委員会の組織」として、令和３年４月１日現在における教育長及び教育委

員と、令和３年５月１日現在の事務局の機構を記載しております。 

  12 ページをお開き願います。 

  『２．重点的な評価』の、「（１）確かな学力の向上」においては、例年、小学６年生と中学

３年生を対象に実施する「全国学力･学習状況調査」に参加し、全国･全道平均との比較をする
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など、学力の分析と考察を行っておりますが、令和２年度につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、この調査は実施しないこととなったことから、北海道教育委員会では、

実施されなかった調査の問題を「北海道チャレンジテスト」に活用し、小学６年生と中学３年

生の国語及び算数･数学について結果をとりまとめ、また、任意で提出された「児童生徒質問紙

調査」の結果についても整理がされ公表されたところであります。 

令和２年度の分析及び考察につきましては、これらの公表された全道の結果と比較すること

等により、学力の分析と考察を行ったところであります。 

  「①児童生徒の学力の現状と課題」につきましては、小学校の総評としては、「国語、算数」

とも全道平均を上回り、記述式の問題においても全道平均を上回る結果となっております。 

領域･観点･問題形式では、すべての領域･観点で、「国語」は全道平均を上回り、「算数」は全

道平均を大きく上回る結果となっております。 

詳細につきましては記載のとおりであります。 

次に、下段の中学校の総評でありますが、「国語」は全道平均と同程度、「数学」は全道平均

を上回り、記述式の問題においても、同様の結果となっております。 

13 ページをご覧願います。 

領域･観点･問題形式では、「書くこと」の領域が全道平均を上回りましたが、ほかの領域や観

点につきましては、全道平均と同程度の結果となっております。 

「数学」は「資料の活用」の領域で全道平均を下回りましたが、ほかの領域や観点につきまし

ては、全道平均を上回る結果となっております。 

詳細につきましては、記載のとおりであります。 

次に、14 ページから 20 ページには、児童･生徒質問紙の分析結果を記載しております。 

  内容につきましては、令和元年度の質問と同じものを記載しておりますが、全国の集計が行

われておりませんので、全道平均との比較のみとなっております。 

  個々の回答につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。 

なお、例年であれば、この児童生徒質問紙の調査結果と各教科の正答率をかけ合わせたクロ

ス集計分析を記載しておりますが、昨年度につきましては、そこまでの集計分析が行われてお

りませんので、記載はしておりません。 

  次に、21 ページの「②学力向上のための取組」ですが、教育委員会の主な取組として、１か

ら９までにつきましては、前年度と同様の取組内容でありますが、新たに、国の GIGA スクール

構想に基づき、すべての児童生徒に一人一台のタブレット端末を配付しております。 

学校の主な取組については、「全国学力･学習状況調査」が実施されませんでしたので、その

文言だけ削除した８項目と、家庭や地域との連携の３項目につきましては、前年度と同様の取

組内容となっております。 

  22 ページでございます。 

  「（２）健やかな体の育成」では、「令和元年度の全国体力･運動能力、運動習慣等調査の結果

の分析」を記載しております。 

  「①児童生徒の現状と課題」につきましては、令和３年３月の教育委員会定例会議において、

「令和元年度の全国体力･運動能力、運動習慣等調査の結果分析について」ご報告しております

が、その中の小学５年生及び中学２年生の分析と考察、種目ごとの全国･全道平均との比較の内
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容について、25 ページまで記載しております。 

 内容の説明につきましては、以前の報告と重複いたしますので、割愛させていただきます。 

  26 ページをお開き願います。 

「②体力向上のための取組」につきましては、教育委員会の主な取組として８項目、学校の主

な取組として７項目、家庭との連携による体力づくりの推進として３項目であり、前年度と同

様の取組内容となっております。 

  次に、27 ページであります。 

「（３）豊かな心の育成」の、「①いじめ･不登校の現状と課題」についてでありますが、いじ

めにつきましては、令和２年 11 月に実施した「いじめに関するアンケート調査」の集計結果の

考察につきまして、令和３年３月の教育委員会定例会議においてご報告しておりますが、抜粋

で件数等を記載しております。 

また、「いじめはどんな理由があっても許されない」と回答している児童生徒の割合は 

85.1％で、小学生は横ばい、中学生は増加となったところであります。 

  下段の＜不登校＞につきましては、小中学生とも前年度より増加となったところであります。 

  28 ページになりますが、「②いじめ･不登校未然防止の取組」でありますが、教育委員会の取

組として８項目、学校の主な取組として６項目、29 ページになりますが、家庭や地域との連携

として４項目であり、前年度と同様の取組内容となっております。 

  30 ページから 46 ページまでの、「３．教育行政推進における主要な施策の実施状況」につき

ましては、後ほど各課長･館長からご説明いたします。 

  47 ページから 54 ページには、昨年度の学識経験者からの「主な意見」を表の左側の欄に、

それらに対する「対応状況」を右側の欄に記載しておりますので、ご参照ください。 

  それでは、30 ページにお戻りいただきまして、「３．教育行政推進における主要な施策の実

施状況」につきまして、各課長･館長からご説明を申し上げます。 

(学校教育課長) 

  それでは、学校教育課所管分の説明をいたします。 

 30 ページであります。 

  はじめに、文教対策でありますが、項目１、教職員研修につきましては教職員 377 人に

1,619,130 円を、校内研修･道内研修として交付しているほか、学校内で創意工夫した研修を奨

励する校内研修実践指定校事業については、６校で実施しております。 

  ２、教職員健康対策につきましては、教職員の健康診断を 349 人に実施しており、また、平

成 29 年度から実施しているストレスチェックにつきましては、366 人が受検しております。 

  ３、教育の日推進事業につきましては、音更町の教育の充実と発展を図るため、記念フェス

タ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対策のため、令和 ２年度は中

止となっております。 

 ４、教材教具の整備でありますが、小学校 12 校に 10,403,088 円、中学校５校に 3,641,110

円、合計 17 校に 14,044,198 円を整備しております。 

  ５、総合的な学習の時間支援事業といたしましては、小学校に 1,332,770 円、中学校に 798,000

円、合計 17 校に 2,130,770 円を交付しています。 

  31 ページに移りまして、６、就学援助につきましては、経済的理由により就学が困難な児童
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生徒 1,028 人に対し、99,673,373 円の就学援助費を支給しております。 

  令和２年度は、新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が著しく減少した方を

支給対象者とした特別枠を設け、支給総額のうち５人に対しまして、470,562 円の就学援助費

を支給しております。 

  令和２年度の認定率は、26.4％となっており、昨年度より 1.4 ポイント上昇しております。 

  全体の支給額は、修学旅行費が、新型コロナウイルス感染症の影響による行き先の変更や、

教育旅行支援事業等など助成制度の適用により、支給額が大幅に減少したことから、令和元年

度に比べ、約 4,090,000 円の減となっております。 

  ７、奨学資金ですが、高校在学者で経済的な理由により就学が困難な者に対し、公立高校在

学者 69 人に月額 6,500 円を、総額 5,323,500 円。私立高校在学者 38 人に月額 10,000 円を、

総額 4,560,000 円、合計 107 人に支給総額 9,883,500 円を支給しております。 

  また、就学援助と同様に令和２年度は、新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収

入が著しく減少した方を支給対象者として特別枠を設け、公立高校在学者８人に総額 624,000

円、私立高校在学者４人に総額 480,000 円、合計 12 人に支給総額 1,104,000 円を支給しており

ます。 

  32 ページをご覧ください。 

  項目８、教育施設の整備でございます。 

  工事ごとの内容につきましては省略させていただきます。 

  右側の欄になりますが、令和２年度は町が策定した音更町公共施設等総合管理計画に基づき、

教育委員会の所管する全ての施設を対象とした音更町教育施設等長寿命化計画を策定しており

ます。 

  施設の整備については、昨年度に引き続き、災害用の機能を備えた屋外トイレを整備したほ

か、児童生徒の熱中症対策のため、保健室にエアコンを設置しております。 

  また、老朽化が進む音更小学校及び下音更中学校の校舎屋上防水改修を行ったほか、水泳プ

ールの改修等を実施しております。 

  老朽化した学校の大規模改修につきましては、令和元年度から柳町小学校の大規模改修を実

施しており、令和２年度においては、特別教室、保健室等の内部改修や屋上防水改修等を行っ

ております。 

  34 ページをご覧ください。 

  ９、教員住宅の整備につきましては、浴室ほか改修工事が１戸で 2,557,500 円を実施してお

ります。 

  次の 10、開かれた学校づくりでは、学校評議員につきまして、小学校で 50 人、中学校で 18

人の委嘱をしております。 

  また、駒場小学校と駒場中学校は、コミュニティ･スクールとして学校運営協議会を設置し、

小学校で 10 人、中学校で８人の学校運営協議会委員を任命し、地域と協同した取組みを進めて

いるところでございます。 

  また、平成 19 年度より小規模特認校制度を導入していた昭和小学校は、令和元年度で閉校し

たため、令和２年度から下士幌小学校が小規模特認校制度を導入し、令和２年度は１人が通学

しております。 
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  35 ページに移りまして、11、いじめ対策につきましては、先ほど部長から説明がありました

が、27 ページから 29 ページに記載のとおりとなっております。 

  12、児童生徒の安全確保につきましては、記載のとおりの事業を実施しております。 

  令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、教職員対象の一般救急講習を中止いた

しましたが、各種災害時の対応マニュアルにより、教育委員会、学校および保護者の対応につ

いて共有しております。 

  13、情報教育につきましては、児童生徒の情報活用能力を育成し、国の GIGA スクール構想

を実現するため、小中学校に高速通信に対応が可能な無線 LAN 設備と児童生徒及び教職員に

１人１台のタブレット端末を整備したほか、通信環境の整っていない家庭への貸出し用モバイ

ル Wi-Fi ルーター及び遠隔授業用のカメラ、マイク等家庭でのオンライン学習環境を整備して

おります。 

  14、国際理解教育、36 ページをお開きいただきまして、15、食育につきましては、例年どお

りとなっております。 

  16、特別支援教育につきましては、肢体不自由学級及び病弱学級在籍児童生徒のうち、特に

介助が必要である児童生徒に対し、生活介助員を９校に派遣しています。 

  また、通常学級における発達障害等により支援を要する児童生徒に対して、学習支援員を配

置しております。 

  令和２年度は 11 校に 32 人を配置しております。 

  複式教育学習支援員につきましては、６校に２人を配置しております。 

  以上で学校教育課所管分についての説明を終わります。 

（生涯学習課長） 

 引き続き、生涯学習課所管につきまして、ご説明をさせていただきます。 

  37 ページをお開きいただきたいと存じます。 

  「社会教育の振興」でございます。 

  はじめに、事業全般についてでございますが、令和２年度におきましては、新型コロナウイ

ルス感染症対策のため、通年の講座、教室につきましては、５月の開講を７月からとし、急速

に拡大する感染状況を踏まえ、11 月からは休講としたもの、あるいは中止としたものがござい

ますが、いずれも今後も継続しての実施が必要と考えているところでございます。 

それでは、「１青少年教育事業」であります。 

姉妹町である岩手県軽米町との相互交流「こども姉妹町視察研修」は中止といたしましたが、

代替事業として、絵画交流作品展を企画実施し、改めて姉妹町を知る機会を提供できたものと

考えております。 

また、小中学生を対象とした各種リーダー研修会は中止、通年事業の「こども体験隊」は５

月の開講を７月からとし、実施いたしました。 

成人式につきましては、１月 10 日に開催を予定していましたが、急速な感染拡大により、５

月２日へ延期後、再度８月 14 日に延期し、現在、開催準備を進めております。 

続きまして、38 ページ「２青少年対策」でございます。 

放課後子ども教室につきましては、平成 28 年度から４校で継続実施し、令和２年度から緑陽

台、鈴蘭の２小学校を加えた６校で開設したところであります。 
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開催状況は、小学校の休校もあり、７月からの実施とし、11 月中旬からは開催を見合わせた

ところであります。        

令和３年度においては、新たに木野東小学校で開設することとしております。 

巡視指導、通報、広報活動等につきましては、予定通り実施しております。 

39 ページ「３成人教育事業」につきましては、高齢者大学･大学院･高齢者学級･女性ライフ

スクールなど、５月の開講を７月からとし、感染状況により休講しながら実施し、２月･３月に

閉級式、卒業式等を終えたところでございます。 

また、文教対策の項目３教育の日推進事業でも説明がありましたが、おとふけ「教育を考え

る日」記念フェスタは中止といたしました。 

続きまして、40 ページ「４生涯学習事業」でございます。 

生涯学習フェスティバル、まちづくりセミナー、OOJC オープンカレッジは中止、高校開放

講座や登山体験講座･料理教室など随時行う講座については、コロナ禍においても町民に学習機

会の場を提供するため、実施したところでございます。 

「文化財･郷土資料」につきましては、継続的に、保護･保存に努めるとともに、令和２年度か

ら郷土資料室充実に向けたリニューアル作業を開始し、また新たに「昔の写真」収集保存事業

を実施しているところであります。 

最後に 41 ページ「文化･芸術事業」でございます。 

芸術文化大会参加補助金ですが、芸術文化部門で優秀な成績を収めた方に対し補助している

もので、今後も継続して実施していく考えでございます。  

以上、説明とさせていただきます。 

（文化センター館長） 

  引き続き、文化センター所管分でございます。 

  文化･芸術事業の参加補助金以下の部分でございます。 

  中学生のための音楽教室、小学生の芸術鑑賞会、音更町文化祭いずれも令和２年度について

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきましたが、今後も継続し

て実施する必要があると考えてございます。 

  芸術鑑賞事業の部分でございますが、こちらのほうも予定しておりました 16 事業のうち、２

つの事業の延期、５つの事業の中止を決めた結果、９本の事業を実施しまして、参加人員とい

たしましては、前年度と比較いたしますと 5,974 人の減となっております。 

 今後も新型コロナウイルス感染症まん延防止対策を講じながら、引き続き鑑賞機会の充実に取

組んでいく必要があると考えております。 

  ６、文化センターの利用状況でございます。 

  令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による緊急事態宣言が発せられ、４月に

11 日間、５月に 22 日間の臨時休館を行ったところでございます。 

  また、その後についても、北海道より業界団体等が制定しましたガイドラインを踏まえた音

更町文化センターにおける方針を定めまして、館内の各室の利用を定員の２分の１に制限する

などの対策を行いました結果、イベント、講座の延期や中止が多く見られまして、利用状況と

しましては、前年度と比較しまして、59.89％と大きな減少となったところでございます。 

  以上、文化センター所管分の説明は終了いたします。 
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（図書館長） 

  続きまして、図書館所管分のご説明でございます。 

  42 ページをご覧いただきたいと存じます。 

  図書、視聴覚の振興でございます。 

  ①図書館の利用状況につきましては、図書館本館、分館とも貸出冊数、貸出人数ともに前年

度より減となっております。 

  続いて②視聴覚教材の貸出状況、及び③の本館の入館者数につきましても前年に比べまして

大幅な減となっております。 

  減の理由でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月 18 日から５月

24 日までを臨時休館としたこと、新型コロナウイルス感染症の収束が見えてこないことから、

町民が外出を控えたことが要因であると考えております。 

  ④図書館の蔵書冊数等ですが、令和２年度は、図書購入寄贈を含めまして 6,182 冊、除籍が

2,285 冊で、蔵書図書の総数が 216,794 冊ということで、町の第５期総合計画で目標を設定し

ておりました、21 万冊の蔵書を上回っております。 

  今後につきましても、住民のニーズに対応した図書の貸出につきまして進めてまいりますの

でよろしくお願いいたします。 

  次に 43 ページ。 

  図書館事業の実施状況につきましては、一覧のとおり新型コロナウイルス感染症予防対策の

ため、やむなく中止とした事業が多くあります。 

  図書館の利用者の増を図るため、今後は感染症対策に十分留意したうえで、実施場所、実施

方法等を工夫するなどして、可能な限り実施したいと考えております。 

  子どもの読書活動推進を図る事業としましては、下から４段目、小規模小学校を対象とした

児童文庫及び大規模小学校の全学級を対象とした学級文庫を設置しており、今後も各小学校と

連携しながら実施してまいります。 

  下から３つ、ブックスタート、ブックスタートプラス、リーディングスタートにつきまして

は予定通り実施できました。 

  参加者からの評判も良く、子どもの読書活動推進にあたって、大変効果的であることから、

今後も継続していきたいと考えております。 

  以上、所管分の説明でございます。 

（スポーツ課長） 

  続きまして、スポーツ課が所管します「社会体育の振興」について、ご説明いたします。 

44 ページをお開きください。 

はじめに、１の「体力づくり、健康づくりの振興」でありますが、「スポーツライフ」から下

段の「体力づくり教室」につきましては、総合体育館や温水プールにおきまして、以前から教

育委員会主催で実施していた事業や指定管理者が民間のノウハウを生かして実施している事業

でありまして、幼児から高齢者まで幅広い年代の方々に、スポーツに親しむ機会を提供するた

め、引き続き多様な教室を実施しております。 

今後におきましても、町民ニーズを把握し、継続して実施していくことが必要と考えており

ます。 
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なお、新型コロナウイルス感染症（以下感染症と言います）の影響に伴い、スポーツセミナ

ーでスカッシュを予定しておりましたが、中止しております。 

また、初心者スケート教室は、感染症防止対策を講じた上で実施する予定でおりましたが、

雪がなかなか降らなかったため、リンクの造成が遅くなり、中止しております。 

そのほか、45 ページの上段「スポーツ大会」では、教育委員会、スポーツ協会及び各種競技

団体の協力関係により、各種大会を開催しております。 

  町民スケート大会は、感染症対策を講じた上で実施しております。 

また、感染症の影響により、マラソン大会は中止しており、冬季スポーツ大会は、実施種目

がありませんでした。 

次に、２の「指導者、リーダーの養成」でありますが、スポーツ少年団リーダー研修会とス

ポーツ指導者研修会につきましては、感染症の影響により、いずれも中止しております。 

次に、３の「奨励及び顕彰」でありますが、スポーツ大会参加補助については、各種大会も

中止となったため、件数は少なくなったところであります。 

スポーツ賞等表彰につきましては、感染症防止対策を十分に講じた上で実施しております。 

次に、４の施設の利用状況でありますが、全体的に、感染症の影響により、国の緊急事態宣

言等の発令に伴い、４月から５月まで屋外施設と屋内施設は休止となったため、４月から５月

は、ほとんど利用できない状況となっております。 

つきましては、「屋内体育施設」は、例年、競技スポーツや生涯スポーツの場として、多くの

大会や少年団･サークル活動等で利用されております。 

令和２年度の各施設の利用人数につきましては、感染症の影響に伴い前年度と比較しまして、

総合体育館は 36％減、武道館 20％減、温水プール 36％減となっております。 

  46 ページをお開きください。 

次に鈴蘭及び宝来の「軽スポーツセンター」につきましては、例年は、町民の身近な施設と

して利用されておりますが、感染症の影響に伴い、前年度と比較しまして鈴蘭は 26％減、宝来

は 16％減となっております。 

次に「運動公園等」につきましては、希望が丘運動公園等の屋外体育施設は、競技スポーツ

や生涯スポーツの場として、例年は、多くの大会や少年団･サークル活動等で利用されておりま

す。 

感染症の影響に伴い、前年度と比較しまして、野球場で 28％減、ソフトボール場は 23％、 

サッカー場で 34％減、パークゴルフ場は 11％減となっております。 

また、カーリング場については、感染症の影響に伴い、カーリング協会より、令和２年度は

町内での活動しないこととなり、リンク造成はしておりません。 

次に「学校開放事業」につきましては、例年は、スポーツ活動の場として、小･中学校の体育

館等を開放し、少年団や各種サークル等が利用しております。 

少年団活動につきましては、感染症の影響に伴い、４月５月は中止しておりましたが、その

後再開しております。 

また、町民への一般開放については、校長会とも打ち合わせした中で進めておりましたが、

１年間ほとんど中止してきておりまして、現在も中止しております。 

最後に、５の「指定管理者制度の導入」につきましては、施設の効率的･効果的な運営を図る
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とともに、利用者に対して、より良いサービスの提供に努めるものとして導入しておりますが、

民間事業者のノウハウを活用して、町民の心身の健全な発達とスポーツの普及振興に寄与して

いることから、今後も事業の充実に期待するものであります。 

以上、スポーツ課所管分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。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） 

  今回、施設の利用だとか、かなり利用減しておりますよね。 

  図書のほうも影響があるということなんですけれども、今度令和３年の比較をする場合とい

うのは、令和２年の評価ではなくて、令和元年までの評価になるんでしょうか。 

  当然、今年は利用がわかんないですけど、来年など、コロナが落ち着いたら利用は増えます

よね。そうすると、前年度との比較は意味があるのかなと。 

（教育長） 

  恐らく、２段構えの説明になるかなと思います。 

  前年対比これだけ、それとコロナ禍になる前の何年度と比較してということになると思いま

す。 

（田中教育長職務代理者） 

  そうですよね。両方出さないとおかしいもんね。 

（教育長） 

  ある程度落ち着くまでは、そのような形かなと思います。 

（田中教育長職務代理者） 

  ありがとうございました。 

（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。 

  これから、協議案第２号について採決します。 

  本件は、原案のとおり点検評価委員に提出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提出いたします。 

  これで、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。 
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（田中教育長職務代理者） 

  現状でいいんですけど、当然去年より今年は利用が少ないということですよね。 

（教育長） 

  佐藤文化センター館長。 

（文化センター館長） 

  今年度の数字が手元にないんですけれども、昨年度よりは、盛り返している感じはあります。 

  昨年度は、夏場までほぼホールも延期なり、中止なりという状況だったんですけれども、今

年度については、対策もとった中で利用していただいた団体もございますし、ちょっと新聞の

話題にもなったような、期間の中でやむをえず開催したというホールものの公演もありました

ので、令和２年度より令和３年度の利用は回復しているという風な感触で捉えております。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  去年の休館はどれくらいの期間でしたか。 

（教育長） 

  佐藤文化センター館長。 

（文化センター館長） 

  ４月から５月いっぱいまではありました。 

（教育長） 

  感染状況にもよると思うんですけれども、対応の仕方というのが、かなり分かってきている

というのもありますので、一定のルールに則って、この感染の状況の中でやれることについて

はやろうという形で、催しものの予約も入ってきている、今後もワクチンの接種の状況とか、

安心感というのが違ってきますので、その辺の状況によるかなと思うんですけれども、以前の

ように何もかも中止しようというのではなく、工夫をしながらやっていこうというふうに変わ

ってきているという印象があります。 

（田中教育長職務代理者） 

  私も文化センターでやっていたものに参加させていただいたんですけれども、入る時や、終

わってからもですし、すぐ出させてもらえない状況だったんです。ああいうことをやっていれ

ば、今度の成人式の話もそうなんですけど、そういうことを徹底していけば、何でも云々では

なくて、可能かなと思ったので、今までどおりフルには入らないですけど、工夫して会場の人

数だとか、対策を取って入場、退場すれば、全部中止でなくてもいいのではないかなと思いま

した。ありがとうございました。 

（教育長） 

  他にございますか。 

  事務局から何かありますか。 

（事務局） 

  ありません。 

（教育長） 

  それでは、これをもちまして令和３年７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３５分） 


