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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年９月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年９月２１日 午後２時０５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 報告第２号   令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 

４ 議案第１号   令和４年度北海道公立学校教頭昇任候補者及び北海道

公立学校主幹教諭昇任候補者の推薦について【秘密会】 

５ 協議案第１号  令和５年以降の成人式について【秘密会】 

６ 協議案第２号  教育委員会の学校訪問について 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１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９月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年９月２１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０５分） 

 

令和３年９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９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。 

８月 27 日（金）、『全道市町村教育委員会･教育長会議』が開催され、北海道が緊急事態措置

区域に追加されたことに伴い、各学校においては、衛生管理マニュアルにおける行動基準の「レ

ベル３」に応じた感染症対策を踏まえ、教育活動や部活動の取組を行うことなどについて説明

がありました。また、それらを踏まえまして、同日、『臨時校長会議』を開催し、教育活動等の

留意事項など、緊急事態宣言を踏まえた感染症対策のほか、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。 

９月１日（水）、『総務文教常任委員会』が開催され、第３回議会定例会に提案する条例案及

び補正予算の概要などについて説明をしております。 

９月７日（火）と８日（水）に、『校長会議･教頭会議』を開催し、人事評価及び教職員の人

事異動に係る校長面談や、来年度予算の要望調査のほか、中学３年生を対象に行った進路希望

アンケートの結果など、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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９月９日（木）、昨年 10 月に生涯学習推進本部から、音更町生涯学習推進協議会へ諮問して

おりました「第４次生涯学習推進基本構想の策定」について、協議会の会長、副会長から「基

本構想（案）」の答申がありました。 

９月 10 日（金）、『十勝管内市町村教育委員会･教育長会議』が開催され、管内道立高校教諭

の逮捕を受け、「教職員による不祥事防止について、服務規律の保持に向けた指導について」説

明がありました。 

９月 13 日（月）、『第３回議会定例会』が開会し、８月の定例教育委員会でご協議いただきま

した案件のうち「補正予算」については、議決となりました。そのほか、「学校整備基金条例案」

については、総務文教常任委員会に付託され、９月 13 日（月）と 16 日（木）に審議が行われ

まして、基金に積み立てる補正予算と併せて、議会最終日に諮られる予定となっております。

また、一般質問については、三浦議員から「音更高校の３間口を維持するために」、石垣議員か

ら「長引くコロナ禍への対策と支援について」、お配りしております答弁書のとおり、それぞれ

質問がございました。なお、明日 22 日（水）から 29 日（水）までの日程で、令和２年度の決

算審査が行われ、10 月１日（金）が議会最終日の予定となっております。 

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 令和３年度全国学力学習状況調査の結果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ページをお開きください。 

  報告第２号 令和３年度全国学力･学習状況調査の結果について。このことについて、別冊の

とおり報告いたします。 

  全国学力･学習状況調査結果一覧表と児童･生徒質問紙回答結果集計表の２冊を配布しており

ます。 

  はじめに、全国学力･学習状況調査結果一覧表の冊子をご覧いただければと思います。表紙を

１枚めくっていただきたいと思います。右側のページです。調査対象は、小学校第６学年及び

中学校第３学年となっており、調査日は５月 27 日でございます。 

  昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施されなかったため、２年ぶりの実施とな

ります。今年度の調査につきましては、小学校は国語と算数、中学校は国語と数学について実

施しております。出題範囲は、調査する学年の前学年までの指導事項を原則とし、新学習指導

要領を踏まえた内容となっております。 

  それでは、更に２枚めくっていただいて、小学校の１ページをご覧いただきたいと思います。
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はじめに、グラフの説明をいたします。上の段の国語のグラフをご覧いただきたいと思います

が、棒グラフは平均正答率であり、グラフの上にある数字が平均正答率の数字になっておりま

す。1番左側のグラフは、音更町全体の平均、その右側から各小学校のグラフとなっておりま

す。学校名の下のカッコ内は、対象となっている６年生の児童数です。また、棒グラフの上に

１番左の音更小学校から右の鈴蘭小学校まで横に引いてある実線が全国平均の正答率のライン、

破線が全道平均の正答率のラインであり、各学校の平均正答率と比較することができると思い

ます。棒グラフの下のほうにある折れ線グラフは、いわゆる下位層といわれる正答率が４割以

下の児童数の割合であります。なお、文部科学省から送付される結果においては、全国平均以

外の学校等の平均正答率は、整数値で示されておりますので、今回の結果一覧についても、整

数値で表示しておりますのでご了承願います。 

  それでは、国語の結果からご報告いたします。本町の平均正答率は 61％であり、全国平均よ

りやや低く、全道平均とほぼ同程度の下位であります。また、下位層の児童の割合については、

本町平均は 16.5％であります。次に、下段の算数ですが、本町の平均正答率は、65％でありま

す。全国平均より低く、全道平均とほぼ同程度の下位という結果でございます。下位層の児童

の割合につきましては、16.3％でございます。続きまして、２ページから７ページまでは、後

ほどご覧いただきたいと思いますが、２ページと３ページは教科問題ごとの学校ごとの平均正

答率の経年変化グラフとなっております。ただし、昨年度、令和２年度は学力テストが中止と

なりましたので、令和２年度の数値はございません。なお、２ページと３ページに訂正がござ

います。国語のグラフが上から３段載っておりますが、真ん中のグラフ、１番左側が西中音更

小学校になっておりますが、下士幌小学校でございます。そして、その横にいって、同じ列の

右端なんですけれども、下士幌小学校となっているところが東士幌小学校でございます。３ペ

ージも同じでございまして、そのまま右にずれていただきまして、西中音更小学校が下士幌小

学校、２つ飛んで同じ並びで下士幌小学校と書いてあるところが東士幌小学校でございます。

申し訳ございません。続きまして、４ページでございます。４ページは、教科問題ごとの学校

順位表、平均正答率の学校順位表、５ページの教科問題と学校ごとの正答者数の一覧というこ

とで、分布表となっております。例えば、上段の国語では、６問と５問の間に太い線が引いて

ありますが、14 問中５問の正解では正答率４割を切っていることになりますので、表の下の欄

に４割以下の下位層の児童の人数と割合が学校ごとに表示されております。次に６ページにつ

きましては、教科問題と学校ごとの平均正答率の経年推移表となっておりますが、こちらにつ

きましても中止となりました令和２年度の数値はございません。次に７ページの全国の正答数

が少ない層と同じ範囲に含まれる児童の割合でございますが、全国の調査結果では、児童生徒

数の多い順番から人数の割合により４つの層に分け、四分位といいますが、そのうち正答数が

少ないグループを第１四分位といい、その割合を公表しております。 

  道教委におきましても、全国の四分位の層の割合で同じ様な統計の結果を出しておりますの

で、本町でも合わせて結果を出しました。例えば、左側の国語ですと、全国の割合では、下の

表で第１四分位で７問となっておりますので、６問以下が第１四分位ということで、正答数が

少ない層となっております。今回は、北海道、本町とも６問以下となっておりますが、この結

果を本町の同じ範囲に含まれる児童の割合と比較してみますと、全国は 20.9％、全道は 22.2％

となっており、本町は 23.8％で全国、全道より高い割合となっております。同様に右側の算数
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では、全国では８問以下が正答数の少ない層ということであり、全道と本町は 7問以下となる

ところでありますが、全国の８問以下の層にいる生徒の割合と比較すると全国は 21.6％、全道

は 25.3％となっており、本町は 27.9％で、こちらも全国、全道より高い割合となっております。 

  続きまして、中学校のグラフの８ページをご覧ください。上段の国語の本町の平均正答率は

66％で、全国平均、全道平均と比較してほぼ同程度の上位であります。また、下位層の生徒の

割合は、9.4％となっております。下段の数学につきましては、本町の平均正答率は 59％で、

全国平均と比較してほぼ同程度の上位、全道平均と比較して、やや高い結果であります。下位

層の生徒の割合は 23.7％でございます。９ページから 13 ページにつきましては、小学校と同

様の資料となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

  続きまして、もう 1冊のほう、児童･生徒質問紙回答結果集計表でございます。内容につきま

しては、自己有用感、生活や学習習慣、国語や算数、数学、英語に対する関心、授業での ICT

の利用頻度などのほか、令和３年度は新たに新型コロナウイルス感染の影響に関する項目が設

けられております。個々の回答につきましては、のちほどご覧いただきたいと思いますが、例

えば、自己有用感についての質問を見てみますと、小学校の２ページを開いていただきたいと

思います。質問番号の６番、『自分には良いところがあると思いますか』との質問に、当てはま

る、どちらかといえば当てはまると回答した児童は、本町が 76.9％であり、全国の 76.9％と同

率で、全道の 72.6％より 4.3 ポイント高くなっております。続きまして、６ページでございま

すが、学習習慣等について、質問番号 18 番、『学校の授業以外に普段一日あたりどれくらいの

時間勉強しますか』との質問に、１時間以上勉強していると回答した結果は、児童は本町では、

回答の１、２、３を合わせて 47.6％で、全国の 62.5％と比較して 14.9 ポイント、全道の 58.3％

と比較して、10.7 ポイント低い結果となっております。 

  続いて、中学生になります。25 ページをお開きください。小学生同様に、自己有用感に関す

る質問番号６番、『自分には良いところがあると思いますか』という質問に、当てはまる、どち

らかといえば当てはまると回答した生徒は、78.0％であり、全国の 76.2％を 3.5 ポイント、全

道の 74.5％を 1.3 ポイント、ともに上回っております。次に 29 ページですが、学習習慣等に

関する質問番号 18 番につきましては、普段１日あたり１時間以上勉強している生徒は、本町で

は 84.4％であり、全国の 75.9％と比較して 8.5 ポイント、全道の 71.9％と比較して、12.5 ポ

イント高い結果となっております。 

以上、簡単にご説明いたしましたが、これらの結果につきましては、例年どおり今年度も北

海道版結果報告書に掲載し、公表することに同意をしております。今後、道教委より、音更町

分の公表資料が届きました際には、教育委員会に諮りたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。また、結果一覧表等の配布資料につきましては、取扱いに十分注意をしてい

ただきますようお願いいたします。 

以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  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。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  これひとつひとつということではないんですけど、この結果を見て、例えば小学校の『算数
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の授業の内容はよく分かりますか』という質問に、全国、全道よりよく分かりますというふう

に言ってるのに、成績が良くないというか、質問に対してどういうふうに回答しているのかな

と、ちょっと思うところがあるので、先生たちに確認して欲しいというか、授業が分かってい

るのに成績が悪いという結果になってしまっている感じが出たものですから、そのように思い

ました。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  内容はご指摘のとおりでありまして、今回はとりあえず調査結果集計表第 1弾ということで、

見て取れる内容だけをお伝えしています。結果の分析につきましては、これから各学校、教育

研究所と行ってまいりますので、今のご意見を踏まえて学校、研究所にお伝えしまして、その

辺の要因がつかめましたら、質問紙と問題紙のクロス集計も行いますので、判明が出来ればお

伝えしたいと思います。よろしくお願いします。 

（田中教育長職務代理者） 

  わかりました。 

（教育長） 

  他に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） 

  もうひとつよろしいですか。タブレットを使った授業というのは、内容をみると割と良いみ

たいな感じで答えてくれていますよね。それがすごく嬉しかったです。まだ、使ったばかりく

らいで特に６年生が有効だという感じがあったのでぜひこれを繋げられたらなと思いました。

感想です。 

（教育長） 

  他に質疑ありませんか。 

種川委員。 

（種川委員） 

  感想というか意見になってしまうかもしれませんけども、生徒の意識調査のほうなんですけ

れども、先ほど説明のありました自己有用感を含めた生活への意識だとか意欲は、全国よりも

北海道のほうが多くて大変安心しているところなんですけれども、１つだけ気になるのは、中

学生 31 ページの『今住む地域の行事に参加していますか』というのが、かなり低いんですね。

コロナ禍で地域行事がなかなかなかったということも影響しているのかと思いますけれども、

ここの部分例年低い数値で推移しているような気がしますので、後ほど地域行事を催す地域住

民のほうの意識を高めていかなくてはならないと思っているんですけれども、なんとか中学生

が積極的に参加できるようなそんな手立ても考えていかなくてはならないのかなと思いました。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  ご指摘のとおり、ここは町のほうは当てはまる、どちらかといえば当てはまるというのが
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34.8％、全国は 43.7％ありまして、北海道よりも若干少ない数字です。今は、コロナ禍という

ことで、なかなか外に出て行事に出られないということもあると思うんですが、全国と比較し

ても低いということで、この辺は今後の課題となるとは思うんですけれども、結果を学校のほ

うにもそのような意見があったということをお伝えして、なるべく地域の行事に積極的に参加

できるように、今後のコロナの状況もありますが、我々も学校にお伝えしていきたいと思いま

す。 

（種川委員） 

  地域行事を提供するのが我々側のほうの意識、そういう手立も合わせて考えていかなければ

ならないだろうかなというふうに思ってます。以上です。 

（教育長） 

  ありがとうございます。恐らく、コミュニティスクールですとか、地域学校共同活動という

ものが、これからどんどん盛んになっていかなければならないので、その辺も含めてこれから

進めていければと思います。 

  他に質疑ありませんか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  学力･学習状況調査結果一覧表のほうの正答数が少ない層と同じ範囲の児童の割合の   

四分位の表の説明をもう一度お願いできますか。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  四分位というのは、児童生徒数の割合の中から下の層を出しているということで、割合率が

低いということは、下位層の数が少ないという考え方になっているんですけれども、四分位で

すので、四つに分けるんですよね。下から 25％、50％、75％、100％ということで、例えば、

全国のほうなんですけれども、小学校の算数のほうで、21.6％なんです。１番下に第１四分位

は９問と書いてあるんですが、８で線を引いてある理由は、25％までいくには、９問目も足す

んですけど、９問目を足してしまうと 25％を超えてしまうんですよ。９問目の途中で 25％にな

るんですが、超えてしまうので、その途中の８問で引いているということになります。そのよ

うにして、ここまでしか線を引いていないんですけど、上に更に線を引いて区切っているもの

です。同じ小学校の算数で言いますと、音更と北海道は８問なんです。本来ならば、国と違っ

て７と８の間に線を引かなくてはならないんです。もう既にここに表示してあるとおり、音更

は 27.9％、北海道は 25.3％と 25％を越えていますので、本来であれば 7問のところで線を引

くんですが、ここはあえて国に合わせた線を引くとこうなるということで表示をしているとい

うことで、ただ当然そうなりますと、数字が高いので、北海道と音更町の下位層の児童の割合

は高い、特に音更は全道と全国と比べても高いということになっております。 

（石川委員） 

  分かりました。 

（教育長） 

  他に質疑ありませんか。 
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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。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程４および日程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。 

  ただ今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８ページをお開き願います。 

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。 

今年度の学校訪問につきましては、６月から８月までの期間において、町内の全小中学校を

訪問する計画としておりましたが、６月に２日間の日程で訪問する予定でありました５校につ

いては、北海道を措置区域とする、国の緊急事態宣言により、２度にわたり延期とさせていた

だきましたが、措置期間が９月 30 日をもって終了することが見込まれることから、あらためて、

訪問する日程を調整させていただきましたので、ご協議いただきたいと存じます。 

  ご協議いただく日程につきましては、網掛けをしております、10 月の２日間でありまして、

10 月 20 日、水曜日については、午前中に下音更小学校と下音更中学校の２校を訪問し、下音

更中学校で学校給食の試食を予定しております。10 月 28 日、木曜日については、午前中に鈴

蘭小学校と音更小学校の２校を訪問し、音更小学校で学校給食を試食した後、午後から音更中

学校を訪問する日程としております。なお、北海道を措置区域とする緊急事態宣言が、９月 30

日以降も継続するような状況になった場合については、あらためてご協議をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

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。 



【④会議結果】 

（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。 

  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。 

  先に事務局。 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  それでは、私のほうから適応指導教室の柳町分室につきまして、本日音更町適応指導教室の

設置要綱のご説明と、このたび分室の名称と運営を委託しております民間事業者が決定いたし

ましたので、その内容等についてご報告いたします。資料といたしまして、音更町適応指導教

室設置要綱及び柳町分室のご案内のチラシ、こちらの２枚を用意しております。 

  はじめに、設置要綱のほうをご覧ください。適応指導教室には、教室の目的や業務内容など

を定めた全８条で構成します設置要綱がございます。柳町分室の設置にあたりましては、第２

条で分室の開設場所を、第３条では名称を定める必要があるほか、分室は夏季冬季の長期休業

期間中も一部開設を予定していることから、続く第４条の開設期間、それから運営を民間委託

することに伴いまして、指導者等について規定した第７条につきまして、解説が必要となると

ころでありますが、分室開設にあたっては、事前の周知が必要であるため、開設直前にはなっ

てしまいますが、要綱の改正案を次回 10 月の定例会に諮らせていただくこととしまして、今回

は、もう 1枚のご案内チラシを用いて基本的事項を確認していただき、先に内容を決めさせて

いただきたいと考えております。更になお、音更町適応指導教室のこの設置要綱につきまして

は、まずタイトルでありますが、現在、国はこうした教室の名称を適応指導教室とは言わず、

標準的な呼称を教育支援センターとしております。また、要綱の第 1条では、教室の目的を学

校への早期復帰を援助すると結んでおりますが、現在国では、不登校児童生徒への支援は、学

校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捕ら

えて社会的に自立することを目指す必要があるとし、学校復帰という言葉を用いていないこと

から、国の定める内容に合わせた改正が必要と考えております。このほか、業務内容を定めた

第５条につきましては、これから民間の力を用いて分室を運営する中で、現在掲げている業務

以外に行える業務が生じた場合には、内容の改正が必要となるところでありますが、これらに

ついては、年度途中での改正は難しいことから、今年度の半年間は分室について試行期間と捉

え、これらの大幅な改正につきましては、運営を行いながら、やってみながら分かる部分もあ
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ると思いますので、別途新年度に向けて行っていきたいと考えております。従いまして、要綱

の改正につきましては、２段構えで行う予定でありまして、まず、第１弾としてただ今説明申

し上げました来月に分室開設に伴う必要な箇所の改正を行いまして、その後、分室の試行期間

に運営を行いながら、実際に運営を行う中で見えてきた事柄を踏まえて改めて第２弾として要

綱の表題をはじめ、目的や業務など、内容の大幅な改正を新年度に向けて行いたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。説明が長くなってしまいましたが、要綱の改正につ

きましては、以上でございます。 

  続きまして、もう１つのご案内チラシをご覧ください。分室の周知につきましては、ただ今

ご説明しましたとおり、こちらのチラシで行います。分室の名称につきましては、こちらのタ

イトルのとおり、ふれあい柳町教室『ほっと』としたいと考えております。分室の名称につき

ましては、本委員会において愛称を付すべきとの意見をいただいたところでありまして、現在

開設しているふれあい教室との共通性を持たせるだけではなく、様々な要因で学校に登校する

ことが難しい児童生徒が、心身ともにほっとすることができ、自立に向けたエネルギーを充電

する場とするとともに、設置の目的を達成するため、指導にあたる全員が熱意、英語でいう HOT

をもって児童生徒の社会的自立を図っていくことを表現したもので、このほっとという名称に

つきましては、校長会などと協議を行い、意見をいただきながら決定しているところでありま

す。また、民間事業者への運営委託につきましては、先週の 13 日に議会の定例会におきまして、

補正予算が可決されたことを受け、NPO 教育支援協会北海道、帯広市にある NPO 法人ですが、

こちらに運営委託先とする契約事務をただ今進めております。こちらの法人は、帯広市に事務

局を構えまして、現在、町内すべての小学校で外国語授業の外部講師として担任のサポートを

行い、本町放課後子ども教室の運営にも携わるほか、不登校対応も含めた小中学生の居場所づ

くり事業なども行い、児童生徒向けの体験的学習プログラムなども有していることから、本町

の教育関係業務に携わった経験を有し、事業内容に関する知見を有するという我々が求める条

件に十分合致するため、委託先として、選定したものであります。チラシには、教室の目的で

すとか、主な特徴のほか開設期間や、通級日、教室の位置図などを掲載しております。通級日

や開設時間など、現行のふれあい教室と同様ですが、開設期間につきましては、夏季冬季の長

期休業期間中も一部開設を予定しております。これは、長期休業を設けることで、せっかく教

室に通えるようになった不登校児童生徒の生活リズムが、逆に崩れてしまうのではないかとい

うことを憂慮したものであります。柳町教室整備工事の進捗状況につきましては、現在設備工

事もほぼ終了しまして、残すは内装工事のみとなっており、工期であります 10 月 15 日には、

間に合う状況でございます。今後、町内のふれあい教室が２箇所になることから、現ふれあい

教室と柳町教室とで通級している児童生徒の情報などを共有しまして、お互いに連携を図りな

がら、10 月下旬の開設に向けて更に準備を進めてまいります。なお、このチラシの問合せ先に

電話番号が入っておりませんが、チラシは 10 月に入ってから小中学校に配布し、周知を開始す

るほか、町内の保育園や福祉施設などに配置し、基本的に児童生徒が在籍している小中学校を

通して、入級の申込みを開始します。現在まだ電話の開設日などが決まっていない状況であり

まして、このような状況なんですが、このためチラシにつきましては、教室の電話の開通日ま

では、１次案内として連絡先を教育委員会として、教室の電話が使用できるようになった時に

連絡先を変更しまして、改めて再配布する予定でおります。また、10 月下旬としております教
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室の具体的な開設日につきましては、今週中には決定したいと思っております。ただいま調整

中でありまして、いずれにしましても 10 月最後の週のいずれかの日になるかと思っております

が、決定しましたら委員の皆様にはお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  説明は以上でございます。 

（教育長） 

  説明が終わりました。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） 

  前にも聞いたかもしれませんが、だいたい何人くらいを想定しているんでしょうか。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  聞き取りなんですけれど、各学校とか今現在通われている児童生徒の状況を考えた時に、10

人くらいは確保できるのではないかという見込であります。どのくらいの利用者がいるかとい

う調査もしようかと思ったんですが、不登校児童生徒ということもあって、親に聞いても、親

もお子さんとの間で悩んでいる人もいるということで、なかなかそういった回答もいただけな

いのではないかということで、親に聞いて親の気持ちを答える分には調査は有効なのかもしれ

ないですけど、ちょっとどうでしょうかねということも学校側からもありましたので、具体的

には調査はしていません。今後このチラシを用いて周知していく中で、沢山集まっていただけ

れば良いということではないんですけれど、出来れば多くの不登校の児童生徒の方に来ていた

だけるように、民間に運営を委託したということもありますので、民間の力も得ながら、運営

していきたいと思っております。 

  以上です。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  このほっとという愛称は良いと思います。 

  最初が大事だと思いますので、慎重にやっていただきたいと思います。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  今のご意見はもっともでございまして、我々も実際運営してみないと分からないという、こ

の民間運営委託も初めてですし、２つを運営するというのも初めてで、両方通いたい人は両方

でも良いんです。どちらかが良いという人はどっちでも良いんですが、その辺のバランスを考

えて片方に偏るんではないかということも懸念されてはいるんですけれども、その辺は状況を

見ながら慎重に進めてまいり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。 

  種川委員。 
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（種川委員） 

  チラシのことでちょっと細かいことなんですけど、気づいたことがあったので申しあげます。

本文の上から３行目なんですけれども、常時指導員、講師が在籍しておりと表記しているんで

すけれども、在籍という言葉が硬いかなというふうに思いました。それから、最後の行です。

児童生徒の登校支援って登校支援という言葉が入っていますが、先ほど設置要綱の改正のとこ

ろで、学校への早期復帰援助という言葉は無くなるということもありましたので、その辺どう

なのかなとちょっと思いました。願いとしては、皆さんこういうことを持つんでしょうけども、

表記として検討していただければ良いのかなという感想を持ちました。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  在籍という言葉については、ちょっと考えてみたいと思います。確かに、登校支援と書いて

あるんです。ここは、私もそのように思っていたんですけれど、今の現行の要綱自体がまだ直

っていないということもありまして、とりあえず合わせるべきかなということで、こういう書

き方をしているところであります。 

（教育長） 

  よろしいでしょうか。 

（種川委員） 

  はい。皆さん共通する願いではあると思うんですけど、文面に出すと通う子どもにプレッシ

ャーがかかるということになるので、ちょっとどうなのかなと気になりました。難しいですね。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  私先ほどそのようにお伝えしましたけれども、ゆくゆくは先程の考えで今国の考えとのギャ

ップがありますし、実際要綱は多分来月の変更では直せないと思うんですけれども、ゆくゆく

はそういうふうに考えておりますので、このチラシについてあらかじめこの文言を使わないよ

うな感じで修正させていただいても良いかなと思っております。 

（教育長） 

  修正するという方向でお願いします。 

  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、次にまいります。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  別紙にあります、令和３年度音更町文化奨励賞等推薦候補者名簿をご覧いただきたいと存じ

ます。 

  令和３年度音更町文化奨励賞等につきましては、８月末日までの期間で関係団体等から推薦
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書の提出を受けていましたが、その結果について、ご報告申し上げます。 

文化奨励賞、個人の部でございます。  

１件目は鈴木正敏さんです。推薦団体は音更町文化連盟です。推薦の理由といたしましては、

昭和 49 年、十勝川平原太鼓保存会発足から所属し、施設への慰問、成人式やイベントに出演し、

地域活動に貢献されました。また、平成７年から会長を務め、会の運営に尽力されるとともに、

太鼓文化の普及に大きく貢献されております。鈴木さんにおかれましては、９月 16 日に逝去さ

れておりますが、推薦団体とご家族の意向を踏まえながら、手続きを進めてまいりたいと考え

ております。 

２件目は吉本みどりさんです。推薦団体は音更町文化協会です。推薦の理由といたしまして

は、平成６年に千穂充会を発足してから現在まで会長を務め、福祉施設への慰問、お祭りで日

本舞踊を披露するなど日本舞踊の普及に貢献され、平成 30 年度から音更町文化協会副会長とし

て音更町の文化の発展に大きく貢献されております。 

３件目は太田京伽さんです。推薦団体は帯広大谷高等学校です。推薦の理由といたしまして

は、毎日新聞社主催の第 74 回全日本学生音楽コンクール北海道大会本選フルート部門･高校の

部において優勝し、優秀な成績を収められております。 

続きまして、団体の部でございます。 

１件目は、友芳会です。推薦団体は音更町文化協会です。推薦の理由といたしましては、昭

和 50 年に会を発足し、舞踊の技術向上に努めるとともに、全国の民謡などに分かりやすい振り

をつけた民族舞踊を様々なイベントで披露したほか、音更音頭の保存活動に尽力され、地域文

化活動の推進に大きく貢献されております。 

２件目は、りりい三絃会です。推薦団体は音更町文化協会です。推薦の理由といたしまして

は、昭和 51 年に会を発足し、民謡や三味線を通じて会員相互の親睦と技量の向上を図るととも

に、町内福祉施設との交流は 45 年以上続け、地域活動に寄与されたほか、伝統芸能の伝承に大

きく貢献されております。 

なお、文化奨励特別賞につきましては、推薦書の提出はありませんでした。 

今後の日程でございますが、10 月４日（月）開催予定の社会教育委員協議会に候補者の選考

を諮り、その答申を受けて、次回 10 月の教育委員会会議において、表彰者の決定に係る議案審

議をお願いしたいと考えております。また、文化奨励賞等表彰式は、11 月３日（水、祝）、午

前９時 30 分から昨年に引き続き、十勝川温泉ホテル大平原を会場に開催を予定しております。 

以上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、次にまいります。 

  佐藤文化センター館長。 

（文化センター館長） 

  口頭でございます。カリヨンの復活祭についてご説明いたします。 
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  まず、文化センター野外広場に設置しているモニュメント、四季のひびきの改修工事の完了

を祝い、12 個の鐘による楽曲を奏でるカリヨンのリニューアル後初めての演奏を行うカリヨン

復活祭として式典を執り行うものでございます。日程につきましては、10 月２日（土）の午後

１時から 15 分程度を予定しております。場所は、文化センター野外広場でございます。雨天の

場合は、館内で執り行います。 

  内容としましては、町長のご挨拶、モニュメント及びカリヨンの概要説明、演奏開始、曲と

いたしまして、校区であります柳町小学校、共栄中学校さんが作曲しました楽曲の２曲をご紹

介いたします。その他、楽曲の作曲者等のご紹介ということで、小中学校を代表しまして、沼

田校長会長さんから一言コメントをいただく予定となっております。 

  楽曲につきましては、６月の定例教育委員会のほうで報告いたしましたが、今回の復活に合

わせまして、町内 16 校の小中学生たちが新たに創作した作品でございます。時間帯としまして

は、午前９時、正午、午後１時、午後５時、冬期間は、午後４時の一日４回時報として活用し、

四季ごとにローテーションを行いまして、年間で 16 校の楽曲を演奏する予定となっております。 

  なお、当日、文化センター屋外フェスティバルということで、屋外ステージのほうの使用も

再開をいたします。当日の全体のイベントとしては、午前 10 時から午後３時まで行われます。

おんおーるさんの野外広場を使ったイベント、図書館の古本･古雑誌市、カリヨン復活祭の後、

ステージコンサートということで、音更高校管弦楽局、社会人で構成されておりますおとふけ

ブラスの吹奏楽、それぞれ 30～40 分程度ずつステージで演奏することになっておりますので、

お時間がございましたらぜひご参列いただければということでご案内させていただきました。 

  以上でございます。 

（教育長） 

  今の関係の行事なんですけれども、お帰りの際に詳しいこのようなものをお配りさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  説明が終わりました。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、次まいりたいと思います。 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  私のほうからはこのたびの緊急事態宣言延長により影響を受ける学校行事につきまして、口

頭により説明させていただきます。 

  国の決定により、９月 12 日までとされておりました緊急事態宣言が今月末まで延長されてお

ります。今回の延長に伴って学校行事の取扱いにつきましては変更はありません。このことに

つきましては、９月 13 日に校長会の役員会との協議により、確認のうえ同日付けで各学校に通

知してございます。個別の行事に関しましては、本町の場合、今回の延長期間内におきまして、

修学旅行の該当はございませんが、宿泊学習につきましては、小学校２校が該当しまして、木

野東小学校が９月 16 日から 17 日の予定を 11 月に変更。柳町小学校が９月 21 日から 22 日の予

定を 10 月に変更しております。次に、運動会･体育祭ですが、こちらは、小学校では鈴蘭小学



【④会議結果】 

校が分散開催によりまして、９月 14 日、15 日飛んで 17 日に、緑陽台小学校が９月 22 日に運

動会を予定し、中学校では、共栄中学校が９月 30 日に体育祭を予定しておりますが、こちらの

３校は、学校との協議を踏まえ日程を変更せず、時間短縮や規模を縮小するなどし、感染症対

策を徹底した上で予定通り行うこととしております。鈴蘭小学校は既に終了しております。な

お、部活動につきましては、前回の説明の後、管内の教委連と中体連組織とが協議し、管内統

一的な対応につきまして中体連や団体が主催する大会などで全道、全国に直結するものに限り

実施できることとし、緊急事態宣言期間内でありましても大会２週間前を目処に参加に向けた

活動が可能と示されましたことから、冒頭の諸般の報告にありましたとおり、８月 27 日に開催

の臨時校長会議において周知を行ったところでありまして、今回の延長にあたって取り扱いに

変更はないということであります。また、令和３年度小学校伝統文化事業学校寄席を９月 30 日

に木野東小学校で、10 月 1 日に鈴蘭小学校で、それぞれ予定しておりましたが、緊急事態宣言

の延長に伴いまして、こちらは残念ながら中止となっております。 

  緊急事態宣言延長により、影響を受ける学校行事についての説明は以上でございます。 

（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、事務局からは以上でございますが、教育委員のみなさんから何かございますか。 

（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９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） 


