
【④会議結果】 

会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年８月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年８月２６日 午後１時５５分～午後３時００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 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【秘密会】 

４ 議案第２号   押印等を求める手続の見直し等に伴う関係規則の整理

に関する規則案【秘密会】 

５ 議案第３号   令和４年度から使用する小学校用及び中学校用教科用

図書の採択について【秘密会】 

６ 議案第４号   音更町教育支援委員会委員の委嘱について【秘密会】 

７ 議案第５号   令和４年度北海道公立学校長採用候補者の推薦につい

て【秘密会】 

８ 協議案第１号  音更町学校整備基金条例案【秘密会】 

９ 協議案第２号  令和３年度補正予算（案）について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第５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８月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年８月２６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（１３時５５分） 

 

令和３年８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８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。 

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。 

７月 16 日（金）、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、「高齢者

大学院（すずらん大学院）」の開講式が文化センターで開催されました。 

７月 19 日（月）、「第 12 地区･教科書採択教育委員会協議会」が幕別町で開催され、令和４年

度から使用する、小･中学校の教科書が採択されておりますので、後ほど議案の中でご審議いた

だきます。 

７月 26 日（月）と８月 23 日（月）に、令和２年度の事務を対象とした「点検評価委員会」

が開催されましたので、後ほど、議案の中でご審議いただきます。 

７月 26 日（月）、『おとふけ「教育を考える日」記念フェスタ』の実行委員会が開催され、昨

年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となりましたが、今年度は、感染症を考

慮した開催内容に見直したうえで、実施する方向で協議が行われました。 
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８月５日（木）、教育長が、北海道教育委員会宛てに、「音更高校の間口維持に係る要望書」

を、十勝教育局へ提出しております。 

８月 14 日（土）、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期しておりました「令和３年

成人式」が文化センターで開催されました。 

８月 19 日（木）、「生涯学習推進協議会」が開催され、町長から諮問されておりました『第４

次･生涯学習推進基本構想』の最終案について審議がされております。 

また、同日、「社会教育委員協議会」が開催され、教育委員会が諮問しておりました、『第８

次･社会教育中期計画』の最終案について審議がされました。 

８月 20 日（金）、「校長会議、教頭会議」が開催され、「生理用品の無償配付」等、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。 

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から日程９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。ただ今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。 

事務局から。新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

学校教育課のほうなんですけれども、生理用品の無償配布についてご説明いたします。 

学校における生理用品の無償配布についてでございます。 

女性が経済的自由により、生理用品の購入が出来ない状態につきまして、生理の貧困という

言葉を用いまして、社会問題化されている中、教育委員会といたしまして、このたび、こうし

た児童生徒を支援するため、生理用品を学校を通じて配布することといたしました。 

配布につきましては、児童生徒が受け取りやすいことを考慮しまして、保健室で養護教諭を

通じてお渡しすることとしています。 
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こうした同様の取り組みは全国的にも多くの自治体で行われておりまして、その場合学校の

トイレに配置しまして、児童生徒に自由に取ってもらう自治体もございますが、本町では、保

健室が児童生徒の様々な問題の気づきの場として機能しているところでありまして、単に学校

のトイレに置いた場合、児童生徒が発する、友人関係ですとか、家庭内での問題ですとか、そ

うしたサインを見逃す可能性も考えられることから、保健室で配布することとしたものです。 

この生理用品の配布は、町の政策として行うものでありますけれども、今月に入りまして、

生理の貧困対策として児童生徒向けに 100 千円分の生理用品の寄付があったことから、まずは、

この寄付を取り掛かりとして、学校を通じて経済的理由などにより、生理用品が購入できない

児童生徒を対象に、保健室で生理用品、普通の日用と夜用を各１パックずつ配布することとい

たしまして、先週の８月８日（金）に行われました、校長会、教頭会で説明した後、各学校に

生理用品をお渡ししております。 

なお、この周知につきましては、町のホームページ、学校におきましては、学校通信、保健

室だよりなどや、配布を行っていることを女子トイレなどに掲示するほか、学校だよりで保護

者に通知することとしておりまして、配布にあたりましては、受け取った児童生徒が差別や偏

見、いじめを受けることがない様、配慮することをお願いしております。 

また、ご寄付いただいた分の生理用品が無くなり次第、追加分を町で購入しまして、補充分

として、学校にお渡しすることとしております。 

生理用品の無償配布につきましては、以上でございます。 

(教育長) 

質疑等ございますか。 

(各委員) 

ありません。 

(教育長) 

では、続きまして宮田生涯学習課長。 

(生涯学習課長) 

それでは、私の方からは、３点ほどご報告をさせていただきたいと思います。 

まず、１点目でございます。 

現在策定作業を進めております、２つの計画につきまして、実施をいたしましたパブリック

コメントの結果と今後のスケジュールについてご報告を申し上げたいと存じます。 

このパブリックコメント制度につきましては、町の基本的な行政計画や、構想を策定する時

には、その内容等を公表し、広く町民の皆さんから意見を求め、有益な意見等に関しましては、

計画に反映をしていこうという制度でございます。 

生涯学習分野の基本的指針であります、音更町第４次生涯学習推進基本構想につきましては、

６月 25 日から、また、社会教育を推進する具体的計画であります、音更町第８次社会教育中期

計画につきましては、７月９日からそれぞれ約１ヶ月間の期間の中で、パブリックコメントを

実施したところでございます。結果的には、両計画ともに、町民の方からの意見や要望などの

提出はございませんでした。 

この結果を８月 19 日に改正されました生涯学習推進協議会と社会教育委員協議会において

報告をし、それぞれ最終案を確認、決定いただいたところでございます。 
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今後のスケジュールでございますが、この最終案を以って計画案とし、９月中に正副会長か

ら、生涯学習推進基本構想は生涯学習推進本部長である町長へ答申ののち、10 月に本部会議で

決定、社会教育中期計画は同じく９月中に教育長へ答申、そののち 10 月の教育委員会会議に付

議をさせていただく予定で考えてございます。 

続きまして、８月 14 日に開催されました、令和３年成人式についてであります。 

別紙にて成人式参加者人数の一覧表をお配りしております。 

こちらの表にもございますが、式典の当日は、午前の部が新成人 105 名、ご家族が 25 名、午

後の部が新成人 108 名、ご家族 23 名ということで、合わせまして、新成人 213 名とそのご家族 

48 名のご参加をいただいたところでございます。 

また、今回、コロナ禍において、参加を出来ない方への配慮ということで、初めて YouTube

チャンネルを利用した配信を行ったところでございます。そちらの視聴者数につきましても、   

合わせて掲載してございますので、ご覧いただきたいと存じます。 

最後に、席のほうにお配りしてございます、オレンジ色のチラシのほうでございます。 

音更町開町 120 周年記念事業生涯学習特別講座ということで、音更 120 年の歩みと伊福部昭

の世界ということで未定稿ではございますが、こちらのチラシをご覧いただきたいと存じます。

目的といたしましては、音更町開町 120 周年を記念して、音更ゆかりの作曲家でございます伊

福部昭氏の音更との関わりを学び、その功績を称える特別事業を実施するものでございます。 

主催が音更町と音更町教育委員会、共催として、音更町伊福部昭記念ジュニアオーケストラ

の方に関わっていただいているところでございます。 

日程といたしましては、式典の２日後であります、令和３年 10 月 17 日（日）の２時から４

時半の予定で音更町文化センターのほうで開催を予定してございます。 

現時点での内容については、裏面でございます、プログラムの第１部、第２部のほうに出演

予定者と内容について記載がございます。今後、詳細について更に計画を詰めてまいりたいと

考えております。 

私からは以上でございます。 

(教育長) 

質疑等ございますか。 

成人式の参加率のところの率というのは、住民登録に対する割合じゃないので。 

(生涯学習課長) 

すみません。説明が不足しておりました。 

この表の中で、対象者ということでは、住民登録のあった方 360 名という記載でございます

が、実際のところ本町の場合は、住民登録に関わらず希望された方のご出席をいただいている

ところでございますので、この参加率につきましては、出身中学校の横にございます、当時の

卒業生数ということになりますけれども、この 493 名を分母に算出を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) 

何かございますか。 

田中教育長職務代理者。 
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(田中教育長職務代理者) 

YouTube が伸びていっているというのは、今っぽいね。自分たちが映っているのか見たかっ

たのかもしれないけど、こんなにアクセスするんだね。感想です。良かったと思います。 

(教育長) 

他に何かございますか。 

あと、チラシの中身なんですけれども、第 1部のほうを一昨年文化奨励特別賞をいただいて

いる蒼い風の会さん、音更町郷土史絵本を作られている町内の団体の方々が表彰を受賞された

方々と、郷土史料室サポーターということで、高齢者大学の卒業生で郷土史料を研究された方

が、卒業された後に自主的に設立をされたサポーターでありまして、音更の小学３年生が郷土

史料室に社会科見学で授業で来た時に、このサポータの方々が郷土史料室を案内して回ってい

ただいている方々で非常に勉強を続けておられる方々です。 

こういった方々のご協力をいただいて、昨年度から行っています音更の過去の写真を集めて

いるものについて説明をステージでやるということであるとか、２番目の郷土史絵本という読

み聞かせのほうは当日大ホールでスクリーンに絵本を映し出して、ナレーションを実際に団体

の中にいらっしゃいますので、読み聞かせのような形で、実際に絵本をステージ上でスクリー

ンに映してやっていただくという、本当の音更の昔の中にいくつも成果品があるんですけれど

も、その中の伊福部昭物語をやるということですね。 

あと、伊福部玲さんのほうについては、このコロナの状況によりまして、実際に来ていただ

けるかどうかまだはっきりしないものですから、来て頂けない時には、ビデオメッセージか何

かで出来たらというようなことで考えております。 

あとは、ご承知のとおり川上敦子さん、伊福部昭先生のところに直接行った最後の愛弟子と

いうことで敦子さんに演奏いただくと。 

２部のほうは、菅野先生という指揮者ですね、前回ジュニアオーケストラのコンサートを行

った時にも、音更高校と合同でやった時に、指揮していただいたルーマニアで指揮をされてい

る先生なんですけれども、このために来ていただいて超一流の指揮者の方にやっていただくと

いうことで、恐らく最後のほうの曲だけこの先生にやっていただいて、前段はもう１人の先生

になると思うんですけれども、音更高校とジュニアオーケストラのジョイントになります。 

かなりここまで力を入れてやるというのは、なかなか無い、内容的にも濃い催物になります

ので、ぜひご覧いただければというふうに思います。 

あと、感染対策を行いますので、恐らく２分の１の入場者制限をかけるということで、整理

券を制限して配布することになりますので、整理券の無い方は入れないということになると思

います。一般的には収容人員の 1.3 倍くらい配ったりして、来ない人の分も多めに配るのが整

理券なんですけれども、今回の場合には、コロナのこともありますので、少なめに配布するこ

とになると思います。 

よろしくお願いいたします。 

続きまして、加藤スポーツ課長。 

(スポーツ課長) 

スポーツ課からですね、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報告させて

いただきます。 
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前回、帯広市との合同で実施することで進めておりましたが、新型コロナ感染症により、ア

ルゼンチン水泳選手団が帯広市と音更町に来ていただき、事前合宿や事後交流会を開催するこ

とを中止しており、また、今後もお互いに交流を続けたいということでパラリンピック大会の 

前後にオンラインでの交流をすることで報告をさせていただいております。 

その後の経過につきましては、8月 19 日、アルゼンチン選手団 10 名と帯広市と音更町と十

勝の障がい者スポーツ団体関係者５団体でオンライン交流を実施しております。選手の皆さん

には大会に頑張っていただきますよう、応援メッセージでの交流をさせていただいたところで

あります。 

また、町がホストタウン事業として進めていることを町民にも周知させていただくため、ア

ルゼンチン選手団のパネル展を実施する予定でありまして、８月 23 日から 27 日まで帯広市役

所で展示しております。 

また、８月 30 日から９月３日までは、音更町役場で展示する予定となっております。 

また、その他になりますけれども、今まで帯広大谷短期大学との打ち合わせをさせていただ

いておりまして、選手団がアルゼンチンに帰国してからになりますけれども、９月 20 日以降に

オンラインで交流したいという予定で帯広大谷短期大学の生徒との食の文化で１つの料理を題

材としての交流会を実施する予定で打ち合わせを進めております。 

以上、経過報告とさせていただきます。 

(教育長) 

質疑等ございますか。 

(各委員) 

ありません。 

(教育長) 

なければ、次に重松生涯学習担当部長。 

(生涯学習担当部長) 

それでは、緊急事態宣言につきまして説明させていただきます。 

国が昨日８月 27 日から９月 12 日までの期間において、北海道への緊急事態措置の適応を決

定いたしましたので、この決定を踏まえた対応につきまして、生涯学習所管分につきまして、

ご説明させていただきます。 

はじめに、施設関係でございますけれども、生涯学習センター、集団研修施設、地区公民館、

図書館、文化センター、総合体育館、温水プール、軽スポーツセンター等の屋内施設は原則と

して休館といたします。 

それから、サッカー場、野球場、ソフトボール場、テニスコートなどの屋外施設につきまし

ても、原則として休場といたしますが、パークゴルフ場につきましては、公園という位置付け

もございますので、大会の開催は禁止とし、徹底した感染対策を講じる中で、会場したいと考

えております。 

なお、全道、全国に通じる大会など延期又は中止とすることが困難な競技等につきましては、

感染状況等を考慮したうえで実施の有無をそれぞれ個別に判断したいと考えております。 

続きまして、事業の関係でございますが、高齢者学級や、高齢者大学、放課後子ども教室な

ど、各種講座につきましては、延期又は中止とします。 



【④会議結果】 

なお、緊急事態宣言ではございませんけれども、昨日と本日の２日間、開催を予定しており

ました小学生芸術鑑賞会につきましては、若年層の感染が拡大しつつあることから、文化セン

ターでの公演は中止とし、事前に作成していただいた Youtube の映像を各小学校、学級で視聴

していただいたところでございます。 

以上、現時点での考えをご説明いたしましたが、今後の感染状況や、北海道又は国などから

の通知等によりまして、措置の内容を変更する場合もございますので、その旨ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

(教育長) 

続きまして、新名学校教育課長。 

(学校教育課長) 

私のほうからは、緊急事態宣言に伴いまして、影響を受けます学校行事につきましてご説明

をいたします。 

緊急事態宣言期間中に影響を受けます学校行事には、大きなもので宿泊を伴う行事、運動会、

体育祭があります。 

学校行事全般の取扱いについては、最終的には今後出される道教委などの方針を基に決定す

ることとなりますけれども、本年５月から６月にかけて発令されました前回の緊急事態宣言の

時を例に申し上げますと、基本的に宿泊を伴う行事と運動会、体育祭、こちらは延期となりま

す。 

本町の場合、明日から９月 12 日までの宣言期間におきましては、修学旅行では、中学校が 1

校該当しまして、共栄中学校が 8月 25 日から 27 日に予定していた修学旅行を既に 11 月４日か

ら６日に変更しています。８月 25 日から 27 日というのがちょうど今なんですけど、共栄中が

最近の感染状況を考慮しまして、既に先週予定を変更しているところでございます。 

続きまして、宿泊学習ですが、こちらは期間中に小学校では 1校、鈴蘭小学校が９月１日２

日の予定でいたところを３月に変更、中学校も１校、緑南中学校が８月 30 日から 31 日の予定

を時期未定で変更としています。 

最後に、運動会、体育祭ですが、こちらは小学校については２校、音更小学校が９月 10 日の

予定を時期未定で変更、東士狩小学校が９月９日の予定を今のところ宣言期間が明けたすぐの

９月 13 日に変更を予定しております。 

期間中に中学校の体育祭はないんですけれども、下音更中学校の体育祭が本日ありまして、

こちらは日程を短縮して無観客でということでコロナの感染対策を考慮した中で実施しており

ます。 

このほかの学校行事ですとか部活など等につきましては、先ほども申し上げましたけれども、

道教委などから示される方針などを基にして、そちらを確認した上で決定してまいります。 

私からは以上でございます。 

(教育長) 

学校の案件については明日夕方臨時校長会議を招集する予定にしておりますので、その中で

最終的な方針を伝えたいと考えております。 

何か質疑等ございますでしょうか。 

(各委員) 



【④会議結果】 

ありません。 

(教育長) 

事務局のほう何か漏れているものはございませんか。 

(事務局) 

ありません。 

(教育長) 

教育委員さんのほうからは何かございますか。 

(各委員) 

ありません。 

(教育長) 

特になければ、これをもちまして令和３年８月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１５時００分） 


