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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和４年１月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和４年１月２７日 午後２時１５分～午後２時５０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、種川委員、川井委員、髙橋委員 

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   年末年始の休日の変更に伴う関係規則の整理に関する

規則案 

４ 議案第２号   令和４年度全国学力・学習状況調査の実施について 

５ 議案第３号   音更町子どもの読書活動推進計画（第３期）について 

６ 議案第４号   音更町児童生徒文化・スポーツ賞選考委員会委員の委嘱

について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 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４年１月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和４年１月２７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、種川委員、川井委員、髙橋委員 

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１５分） 

 

令和４年１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４年１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。 

１月 11 日（火）、総務文教常任委員会が開催され、1月開催の議会臨時会に提案する図書館

の冷房設備工事に係る工事請負契約の締結について説明を行ったほか、音更町パークゴルフ場

利用料無料化に関する件について、陳情の審査が行われました。 

1 月 12 日（水）、第 1回議会臨時委員会が開催され、図書館の冷房設備に係る工事請負契約

の締結の件が可決されました。 

1 月 19 日（水）、及び 26 日（水）の２日間において、教育支援委員会を開催し、来年度の小

中学校への入学者及び進級する児童生徒について特別支援学級等への在籍や学級在籍区分の変

更などについてご審議をいただきました。 

１月 20 日（木）、校長会議･教頭会議を開催し、十勝教育局による学校訪問の結果のほか、学

校職員に係るハラスメントの防止等に関する指針の一部改正や学校における働き方改革推進プ

ラン第２期の素案などお配りしております会議議案のとおり説明をおこなっております。また、
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教育長からは、冬季期間における大雪対応、新型コロナウイルスへの感染防止対応のほか、路

面状況に応じた交通事故防止や、交通法規や服務規律の保持などについてお話がありました。 

１月 24 日（月）、臨時市町村教育委員会教育長会議が開催され、新型コロナウイルス感染症

の急拡大により、道内のレベルが１から２へ移行したことに伴う学校における新型コロナウイ

ルス感染症対策について、十勝教育局から説明がありました。これを受けまして、急遽だった

ものですから、議案には記載をしておりませんが、本日の午前中、臨時で校長会議を開催いた

しまして、感染症対策の説明と対応について情報共有を諮ったところであります。 

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、議案第 1号 年末年始の休日の変更に伴う関係規則の整理に関する規則案の件を議

題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  重松生涯学習担当部長。 

（生涯学習担当部長） 

  それでは、議案の３ページをご覧ください。 

  議案第 1号 年末年始の休日の変更に伴う関係規則の整理に関する規則案についてご説明い

たします。改正分は、記載のとおりでありますが、内容につきまして議案の４ページでご説明

をいたします。はじめに、趣旨ですが、音更町の休日に関する条例の一部改正に伴いまして、

令和４年度から本町における年末年始の休日が変更となることから、同様の改正が必要な音更

町中央公民館の設置及び管理に関する条例執行規則ほか３規則について一部改正を行おうとす

るものであります。２、改正の主な内容は、令和４年度から本町の年末年始の休日が変更とな

ることに伴い、所要の改正を行うものであります。３、改正例規一覧でありますが、１、音更

町中央公民館の設置及び管理に関する条例執行規則、２、音更町図書館条例執行規則、３、音

更町集団研修施設条例執行規則、４、音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則、以上、

４つの規則であります。４、施行期日は、令和４年４月１日からであります。５、添付書類で

すが、新旧対照表を議案の５ページから８ページに掲載しておりますので、ご参照いただきた

いと存じます。以上、説明とさせていただきます。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） 
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  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。 

  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４、議案第２号 令和４年度全国学力･学力状況調査の実施についての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の９ページをお開きください。 

  議案第２号 令和４年度全国学力･学習状況調査の実施について。このことについて、別冊の

とおり実施しようとするものです。別冊の令和３年 12 月 23 日付、北海道教育庁学校教育局指

導担当局長からの通知文をご覧ください。２枚めくっていただきまして、４ページからが実施

要領となっております。項目１つ目の調査の目的、２つ目の調査の名称は、割愛させていただ

きます。３つ目の調査の対象につきましては、例年どおり小学校６年生と中学校３年生であり

ます。次の４つ目、調査事項ですが、（１）児童生徒に対する調査につきましては、アの教科に

関する調査は、小学校は国語、算数および理科、中学校は国語、数学および理科であります。

なお、理科につきましては、３年ごとの調査となっております。また、右側の５ページに移り

まして、上から３行目、イに記載の児童生徒質問紙調査とその下の（２）学校質問紙調査につ

きましても例年同様に実施いたします。次の５つ目、調査実施日等におきまして、児童生徒に

対する調査日は、令和４年４月 19 日（火）となっております。６つ目の調査の実施体制から

10 ページの９つ目、留意事項までは、例年どおりとなっておりますので、説明を省略させてい

ただきます。以上、簡単ではございますが、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、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） 
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  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、議案第３号 音更町子どもの読書活動推進計画第３期についての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  川瀬図書館長。 

（図書館長） 

  10 ページをお開き願います。 

  議案第３号 音更町子どもの読書活動推進計画第３期について、別冊のとおり決定しようと

するものでございます。お配りしている資料につきましては、計画素案の冊子と１枚ものでご

ざいますが、パブリックコメントでの意見内容と教育委員会の考え方でございます。子どもの

読書活動推進計画につきましては、令和３年 11 月 18 日に開催した定例教育委員会でご説明を

申し上げましたが、その後 11 月 25 日から 12 月 24 日までの期間、パブリックコメントでの意

見募集をしたところ、別紙のとおり１件の意見をいただいたところでございます。意見の内容

につきましては、読み聞かせ、ボランティア間での勉強会や交流する場があればという意見で

ございます。この対応につきましては、計画書案の 15 ページをお開き願いたいと存じます。15

ページの最下段、関係機関の指導者等講習会の情報提供におきまして、保育園、幼稚園の先生

や小中学校の司書教諭、読み聞かせボランティア団体等が参加できる研修会の情報を各関係機

関に提供しますとありまして、意見内容につきましては、この素案のほうに盛り込まれている

という判断をいたしまして、各計画書案を修正する必要はないものと考えております。また、

令和４年１月 21 日に開催した音更町図書館協議会で意見聴取をしたところ、原案のままで決定

することで問題はないとの意見をいただいたところであります。そこで、本計画書案のとおり

の内容で決定いただきたいと存じますので、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） 

  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。 
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  日程６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） 

 

（教育長） 

  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。 

  まず、事務局のほうから。八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  私のほうからは、口頭でございますが、昨日道教委のほうから令和４年度の道立高校の入学

者の願書の出願状況の発表がございました。これまで、町としては音更高校の入学者の支援と

いうことで、進めてきたわけですが、結果について報告をさせていただきます。来年度の入学

者の募集間口につきましては３間口、120 人となっておりましたが、昨日の発表の中では、一

般受験が 107 名、推薦が 14 名、合わせて 121 名の方が願書を提出したということで、出願倍率

につきましては、当初でございますが、1.0 倍という形の結果で報告が出たところでございま

す。今後、推薦面接、学力テストについては３月３日･４日、合格発表が３月 16 日、その後実

際の合格者については、入学後の手続を踏まえて実際に入学者が何名になるか、もし足りない

ようであれば、二次募集がその後行われるということで、最終的には、５月１日現在で３間口

を達成するかどうかというような判断になると思います。この人数を見ますと、なんとか３間

口がいけそうかなというふうには感じているところでございますが、まだまだ動向については

分からないところがありますので、各中学校等については、きちんとした情報共有と生徒のほ

うにお話をいただくように改めてお願いはしたいと思いますが、まずもって出願状況について

は、定員を超えたという数字になったということだけ報告をさせていただきます。 

  以上です。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

  質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、続きまして新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 
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  それでは、私のほうから学校における新型コロナウイルス感染症対策につきましてご説明い

たします。資料は、お手元に配布しております令和４年１月の臨時校長会議の議案になります。

臨時校長会議は、本日午前中に開催しております。今回の学校への通知文は、２つありまして、

１つ目が１ページと２ページの学校における新型コロナウイルス感染症対策について学校向け

の通知文と保護者向けの文案であります。それと、２つ目は、同じ表題で、３ページから６ペ

ージになります。７ページ以降は、学校通知文の元になりました道教委からの通知文になりま

す。それでは、１ページをご覧ください。こちらは、昨日１月 26 日に各学校に通知したもので、

７ページから 20 ページにあります１月 21 日付の道教委通知に基づき、確定部分について通知

させていただいたものです。確定部分について通知というのは、この道教委通知が出された時

点で対策における臨時休業と部活動の取扱いが未確定であったためで、１月 15 日に校長会の役

員の皆さまと事前に打ち合わせを行いまして、この未確定部分を除いて、それ以外の部分を先

行して通知しているものであります。道教委通知では、北海道は道内における新型コロナウイ

ルス感染症の急拡大を受けて、道内全域における新型コロナウイルス感染症のレベルを 1月 21

日からレベル２に移行しておりまして、これに伴い、同日付の道教委通知では、学校の新しい

生活様式を踏まえた行動基準はレベル２となり、これに応じた感染症対策を改めて確認し、当

面の間、徹底して取組むこととしております。この１月 21 日時点での道教委通知におけるこれ

までとの取扱いの主な変更点は、1ページの１項目目、発熱の有無に関わらず風邪症状がある

場合における自宅休養や、受診の勧奨についての範囲が児童生徒本人のみから児童生徒または

同居の家族とされたこと、２つ目の濃厚接触者の出席停止の期間がこれまで 14 日間だったのが

10 日間に短縮されたことであります。また、この後 21 ページになりますが、１月 25 日付で道

教委から学校における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた臨時休業等の取扱いについて

が改定の上通知されました。この通知は、保健所による積極的疫学調査、対象者の重点化によ

り調査対象を感染者の同居家族や医療機関、介護福祉施設等とし、感染者と同居する者以外は、

濃厚接触者の特定の判断がされなくなったことから、陽性となった児童生徒などの行動歴を踏

まえ、学校の臨時休業の措置について町教委が適切に判断することとされたものです。この通

知を受けまして、本町におきましても、３ページから６ページにありますとおり、臨時休業等

の取扱いを含めました１月 26 日の１つ目の通知の作成時点で未確定であった部分につきまし

て改めて本日通知するところであります。通知の内容についてですが、基本的には、衛生管理

マニュアルにおける行動基準レベル２に対応した感染症対策に留意しながら教育活動を実施し

ていただくことが中心となります。部活動につきましては、４ページの４項目目、部活動等に

おける留意点についてでありますが、最終的にこの内容は、昨年８月のまん延防止等重点措置

期間における対応に準じた取扱いとなります。また、臨時休業等の取扱いにつきましては、隣

の５ページ、記載は４となっておりますが、これは５の誤りでございます。臨時休業等につい

てになりますが、道教委の通知に基づきまして、児童生徒から陽性者が出た場合、陽性者が在

籍しているクラスは５日から７日間程度を目安に学級閉鎖となります。また、先ほど申し上げ

ましたとおり保健所が行う積極的疫学調査の対象を原則同居家族や医療機関、介護福祉施設等

に重点化されたことに伴い、陽性者の同居者以外は原則として濃厚接触者の特定の判断がされ

ないこととなりました。このため、児童生徒や、教職員に陽性者が出た場合は、学校において

感染の可能性がある方としてリストアップを行うこととなります。リストアップに際しては、
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26 ページから 38ページにあります北海道保健福祉部からの通知に詳細が記載されております。

教室におけるリストアップについては、31 ページの接触者のリストアップと対応方法学校編、

職員室におけるリストアップについては、35 ページ、事業所編に対応方法がありますので、後

ほどご参照ください。なお、このたび国は、本日から２月 20 日までの期間、北海道をまん延防

止等重点措置区域として指定しておりますが、今回の取組みにつきましては当面の間の措置と

されておりまして、２月 20 日までに限られたものではありません。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） 

  これは、道教委のほうから来たのは 1 月 25 日付になっているんですけど、うちのというか、

前のほうのものは文書を作って今日校長会に出したんですか。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  元々が 7ページの 1月 21 日付の文書、これですべていけるはずだったんですけど、先ほど説

明させていただきましたけれども、このうち 11 ページの３番目、部活動における大会等への参

加、これについては、十勝では統一的な見解を教委連のほうで出すということで、それを待っ

ておりました。それと 13 ページの臨時休業等の取扱い、これが途中で取扱いが変わりまして、

先ほど説明しました濃厚接触者は同居の家族以外は保健所では追えないということになって、

対応が変わったことで 13 ページの４番目に、このことについては、学校における新型コロナウ

イルス感染症対策を踏まえた臨時休業等の取扱いについて１月 14 付ということがあって、これ

に基づいて言う話だったんですが、これが、濃厚接触者の追跡が変更になったので、取扱いが

変わりました。それで、先ほどの部活動の扱いと臨時休業の扱いは、とりあえず出さないこと

になって、臨時休業の扱いが案としては出てはいたんですけれども、正式な通知が出ていなか

ったので、そこでそのことを含めて校長会の役員会に諮ったところ、それ以外のところだけ先

に出して欲しいということで、それが１ページ、２ページです。３ページについては、あらか

じめ大体案が出ていたので用意は出来ていたんですが、正式に通知されたのが 25 日だったので、

そこでの確認をもっての通知をさせていただいたということであります。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  何が言いたいかというと、これを作るのが大変だったなと思って。校長会に間に合わせたわ

けでしょ。間に合わせたというか出来たから校長会を今日やったのか分からないけど。これ大

事なことで、結構早い対応じゃないかなと思いますので。ご苦労様でしたということを言いた

かったんです。それで、このパワーポイントみたいなのあるじゃないですか。これって、学校

に校長たちが持って帰って、それで教員たちにちゃんと説明とかしてくれることになっている

んですか。それを確認したいんですけど。 
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（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  今日、今お手元に配布している議案は、校長会に出しまして、説明済みであります。若干の

修正はあるんですけれども、正式にこの後通知をさせていただきまして、それを学校の教職員

の皆さんに共有してもらうと。 

（田中教育長職務代理者） 

  分かりました。それを徹底されれば。 

（教育長） 

  あと、今のリストアップの関係ですとか、そういったものについては、保護者にも公表する

ということになっていますので、ホームページに出すだとか、何らかの形で分かるようにする

という話しにもなってます。各校長たちも保護者がどういった基準に基づいてリストアップし

たんだということを分かるようにする必要があるだろうということで、北海道が作った資料に

基づいてお示しをするという形で考えています。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  その辺を徹底しておかないと、道のほうからきたやつをちゃんとやっているから、例えば十

勝全部もそうでしょうし、もちろん音更の小中学校において同じデータでいくということを、

よく学校が自分のところでいいように租借して保護者云々となると困るので、ちゃんと統一し

たものにしてください。 

（教育長） 

  他にありますか。 

  よろしいでしょうか。 

（各委員） 

  はい。 

（教育長） 

  なければ、私のほうから１点よろしいでしょうか。お伺いいたします。小学校低学年におけ

る 30 人以下学級の導入についてということで、各委員さんからご意見等いただければと思いま

す。町費負担教諭による 35 人以下学級等の施策につきましては、平成 27 年度の総合教育会議

での議論を経て 28 年度から実施をしてきているものであります。これまで、管内でも先進的な

取組みとして小学校で国や道による対象とならない学年に対して町の施策として町費負担教諭

を配置しようといたしまして、少人数学級を推進してきたというもので、児童に対し、より決

め細かな指導が出来るとともに、教員の業務負担軽減にも繋がっているものであります。この

ような中、小学校全学年における 35 人以下学級が令和６年度までに国や道により実施されるこ

ととなったところであり、令和４年度に町として実施予定の 35 人以下学級の少人数学級は、１

クラス、町費負担教諭１名という状況であります。一方、学校現場では令和２年度から小学校

の新学習指導要領を全面実施による主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が求め

られる中、GIGA スクール構想による１人１台タブレット端末を有効に活用した授業作りや、コ

ロナ禍におけるタブレット端末の家庭への持ち帰りや、オンライン授業の実施が強く求められ
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ております。今年度、学校訪問で ICT 教育の現状を伺ってきたわけですけれども、タブレット

端末の使用にあたっての指導の難しさという面で、小学校低学年には、よりきめ細かで寄り添

った指導が求められていくのではないかと感じるところであり、35 人以下学級から一歩進めた

30 人以下学級を導入するなど、教育環境の整備を進められないかということについて委員の皆

様のご意見等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  令和４年の４月からですよね。音更は１クラスだけということですよね。私も学校訪問で感

じたんですけど、低学年がタブレットとなるとキーボードの使い方も甘かったりとか、もっと

ちゃんと指導しなくてはいけなんじゃないかとすごく感じました。可能であるならば、このま

ませっかく今まで音更は画期的なことをやってきた 35 人以下学級を実践してきて、今度は国と

道が動いてくれたわけですけど、ぜひ 30 人学級にしていただけるなら目指すべきじゃないかと

いうふうに思います。私の意見は以上です。 

（教育長） 

  ありがとうございます。 

  種川委員お願いします。 

（種川委員） 

  特に小学校低学年ということになりますと、子どもたちの育ちがまだまだ多様な段階にあり

ますから、保護者としては、できるだけきめ細かく先生に対応してもらいたいという願いがあ

るのではないかと思いますので、保護者のニーズに答えるという意味からもぜひ実現して欲し

いと思います。以上です。 

（教育長） 

  ありがとうございます。 

  川井委員お願いします。 

（川井委員） 

  私も、子どもを見ていて、低学年のうちは人数が少ないほうがいいなというふうに感じてい

て、子どもからの話を聞くと、本当に先生たちが大変そうだなというのを感じていて、子ども

も先生が他のことに取組んでいたので、ちょっと伝えることが出来なかったということも聞い

たりもすることがあったので、勉強面だけではなくて、そういった面でも人数が少ないほうが

ありがたいなと思います。以上です。 

（教育長） 

  ありがとうございます。 

  髙橋委員いかがでしょうか。 

（髙橋委員） 

  私も他の委員の方と一緒で賛成しております。 

（教育長） 

  ありがとうございます。それでは、一致して導入すべきというご意見であるということです

ので、私のほうから後日、町長のほうにお伝えをさせていただいて、予算等の関係もあります

ので、なるべく早期に実現出来るようご決定いただくように要請をしたいと思いますのでよろ
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しくお願いいたします。 

（田中教育長職務代理者） 

  よろしくお願いします。 

（教育長） 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  私のほうから、生涯学習課所管の分について３点ほどご説明をさせていただきます。最初に、

１月９日に開催をいたしました令和４年成人式についてでございます。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。式典当日は、午前の部が新成人 185 名、ご家族 49 名、

午後の部が新成人 190 名、ご家族 51 名、合わせまして、新成人 375 名、ご家族 100 名のご参加

をいただいたところでございます。また、参加できない皆さまへの配慮ということで８月に引

続き、YouTube を利用した配信を行い、視聴者数等も合わせて掲載してございますので、のち

ほど、ご覧いただきたいと存じます。次に、音更町開町 120 周年記念事業帯広大谷短期大学創

立 60 周年記念事業池上彰氏特別後援会についてでございます。現在のところ、座席の間隔を確

保し、感染症対策を徹底した上で２月 23 日祝日の 14 時から音更町文化センターを会場に開催

する予定で準備を進めております。なお、整理券につきましては、既に予定枚数の配布を終了

しているところでございます。委員の皆さまにはご多忙とは存じますが、ご臨席賜りたく本日

整理券をご用意してございますのでよろしくお願いを申し上げます。最後に、１月 29 日、30

日に開催を予定しておりました音更町生涯学習フェスティバルでございますが、こちらにつき

ましては、イベントの内容と現在の感染状況を踏まえ、大変残念ではございますが、中止とさ

せていただくこととしております。以上でございます。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

  質疑ございますか。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  成人式に関わってですけれども、午前と午後ありまして、午後の待合室の中でちょっと話題

になったことをお知らせしたいなと思うんですけれども、午前で成人の方々が非常に開会前、

私語もなく、開会の進行に非常に協力的にやってくれたということで、やっぱり趣旨がしっか

り受け止めていてたいしたものだねという話題がありました。生涯学習課をはじめ、主催され

た方々の周知徹底が功を奏したんだろうというふうに思います。そんなことで、お耳に入れた

いと。大変ご苦労様でした。ありがとうございました。 

（生涯学習課長）   

  ありがとうございます。 

（教育長） 

  他にございますか。 

（事務局･各委員） 

  ありません。 

（教育長）   



【④会議結果】 

  それでは、これをもちまして令和４年１月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時５０分） 


