
令和２年 １２月定例教育委員会議 会議録

□開催日時 令和２年１２月２３日（水）１３時３０分～１５時００分

□開催場所 役場会議室

□出席委員 教 育 長 田邊 彰宏 職務代理者 石井 英正

委 員 小倉 弘 委 員 宗像 育美

□教育委員会事務局・関係職員

こども園園長 相座 豊 主 幹 小林 美幸

主 任 吉田 智一

□傍聴人 なし

１．教育長挨拶

２．会議録署名委員の指名

□ 田邊教育長 会議録署名委員の指名ですが、石井職務代理者、宗像委員にお願いします。

３．前回の会議録の承認 石井職務代理者、小倉委員、承認

４．報告事項

（１）教育行政報告

（２）幼児・児童・生徒（指導）の状況報告について

（３）各種社会教育事業の取組み状況について

①寿スキー場オープン【12月 12日（土）】
②放課後子どもプランの活動状況について

５ 議 案

議案第１号 中頓別町就学援助認定要領の一部を改正する要領の制定について

議案第２号 中頓別町寿スキー場安全管理規程の一部を改正する既定の制定について

議案第３号 中頓別町寿スキー場に係る利用料金の減免について

議案第４号 中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱（変更）について

議案第５号 中頓別町教育支援委員会委員の委嘱（変更）について

議案第６号 中頓別町特別支援教育連携協議会委員の委嘱（変更）について

議案第７号 令和３年度児童生徒の適切な就学先の決定について

６ 協議事項

（１）１月定例教育委員会議の日程について

７ その他連絡事項

（１）第３回竹細工教室について
（２）夢と希望を感動体験事業「プロバスケット観戦ツアー」について
（３）令和２年度第４回文化塾について
（４）新年交礼会について
（５）令和２年度子ども未来塾！中頓別チャレンジ教室2021冬について
（６）令和３年中頓別町成人式について
（７）一般キッズスキー教室について
（８）ジュニアアルペンスキー教室について
（９）スノーボード教室について
（10） 町月間行事予定について



４．報告事項

（１）教育行政報告

□田邊教育長 教育行政報告いたします。

① 11月 19日（木）令和２年度宗谷管内働き方改革促進会議及び働き方改革推進事業中間報告会
〇 13時15分から宗谷教育局で宗谷管内働き方改革促進会議及び働き方改革推進事業中間報告
会が行われました。管内では枝幸小学校がこの事業の実践を行っていることから、会議に参加
されました。
初めに教育局竹下教職員係長から、道教委で実施された「学校における働き方改革促進会議」
の内容報告。次に枝幸町教育委員会遠藤次長から、教育委員会としての改革行動計画、目標、
取組内容及び実施状況、今後の課題の報告がそれぞれ資料に基づき報告されました。
続いて枝幸小学校桜井校長から枝幸小学校の改革推進事業について（枝幸小の強み、課題、
事業開始の目標について報告。
具体的な働き方改革として（会議の精選、教育課程の見直し（運動会、学芸会）、登校時間
の繰り下げ、情報の一本化、ＳＳＳ・学習指導員の活用）、地域保護者への周知、今後の課題、
一人一人の意識改革について報告がありました。
これらを受けて、意見交換を行いました。本町は留守番電話の設置、公務支援システムの導
入、zoomの活用について、情報提供しました。
最後に小山内義務教育指導監から伊奈町の資料（働き方改革）を参考に教職員の具体的な働
き方の周知、明確な業務改革目標や責務、できるわけないは不可。新しい時代の働き方、目標
の変更が求められている。福井県の事案について、校長の責任についての助言がありました。
最後に zoomで参加されていた上川教育局川島主幹から、資料に基づき、説明がありました。
ワーク・ライフ・バランスの助言は極めて適切と感じました。説明で学習指導員等に保護者を
活用してください。とありました。私は、本町は保護者を採用している。それでも、人材が不
足、充足できない町もあることを認識してください、と発言しました。
閉会にあたり、田中局長から小学校は 3時間 45分、中学校は 4時間 45分、毎日、余裕時間
があること、この時間の使い方が鍵になる等、数値的に解説されました。働き方改革は早く帰
ることではないと理解していても、教職員が早く帰らないと数値的な変化（改革）は見えない。

②11月 27日（金）中小学校教育指導訪問（二次訪問）
○ 小学校で学校教育指導（二次訪問）が行われました。教育局から富田主任指導主事が来校さ
れました。２時間目になりますが、教務について佐々木先生から読書活動や、キャリア教育に
ついて。野村先生から、学力向上（調査質問紙と学力状況調査との関係の分析、家庭学習の習
慣化、学びの質の向上、生徒指導（体力テスト）について。中野先生から研修（授業交流）に
ついて。森校長、成田教頭から、小中連携について説明がありました。いずれもしっかりした
内容でした。

3時間目は 2年生で八柳先生による「算数」の特設授業（かけ算；オセロの数を工夫してか
け算でもとめる内容。工夫して同じ数のまとまりを作れば、かけ算で簡単に求められることを
理解させる授業でした。最後に応用問題があり、的を得た展開を感じました。

4時間目は全学級授業公開でした。1年 1組は「国語」のスイミー、2組も「国語」で写真
と文から誰が何をしたかを確かめよう。2年 1組は「国語」でしかけ絵本をつくろう、2組は
「算数」でたすのかな、引くのかな。3年生は「理科」で大きい音、小さい音。4年 1組は「算
数」で帯分数、2組も「算数」でどのように変わるかを調べよう。5年生は「国語」で図書推
薦会をしよう。6年生は「国語」で伊能忠孝についてでした。

5時間目も全学級公開 1年 1組は「算数」でどちらがひろい、２組は「道徳」でどんぐり、
2年 1組は「道徳」で七つのほし、2年 2組は「国語」で文作り、新しい漢字を書いてみよう。
3年生は「道徳」でなんでも相談室。4年生は「道徳」で点字メニューに挑戦。5年生は「社会」
で情報化した社会と産業の発展（ニュース番組の制作）。6年生は「社会」で町人の文化を新
しい学問の授業でした。
全員、指導案（略案）を作成し、ほぼ、指導案通りの授業展開でした。先生一人一人の指導
力の向上をはじめ、児童の学ぶ姿勢も良好。落ち着いた学校の雰囲気を感じました。
その後、児童は放課となり、14時 20分から全体で協議が行われ、指導主事から指導助言が
ありました。



③11月 28日（土）町長がおじゃまします

＜小頓別自治会＞
13時 30分から、小頓別の多目的集会施設で町長がおじゃましますが行われました。教育委
員会に係る質問はありませんでした。

＜旭台、弥生、寿自治会＞
19時から旭台会館で旭台、弥生、寿自治会の町長がおじゃましますが行われました。教育委
員会に係る質問はありませんでした。

④第 4回中頓別町議会定例会【12月 9日（水）・10日（木）】
〇 第 4回定例会の教育行政報告の後、一般質問に係る再質問についてです。
・細谷議員：夢と感動体験事業にバレーボール観戦を実施することについて→来年度から。
・星川議員：成人式の実施について教育長の考えを伺う→この時点では 1/10に縮小、式典の

みにて実施する。と答弁したのですが、5/2に延期することになりました。
教育委員会に係る補正予算（消毒液、燃料費の増額、少年教育推進事業に係る職員手当、車
両修繕料等）は可決されました。

⑤12月 11日（金）寿スキー場安全祈願祭
〇 11時 30分から寿スキー場で安全祈願祭が行われました。町長・副町長とともに出席しまし
た。
今シーズンの安全を祈願するとともに、コロナの中でのシーズンとなります。食堂の利用は
気がかりなところがありますが、雪質良好、安心安全なスキー場として多くのスキーヤーが訪
れることを期待しています。

⑥12月 16日（水）定例校長会教頭会 町民センター 13時 30分～
１） 11月 19日（木）玲和 2年度宗谷管内働き方改革促進会議及び働き方改革推進事業中間報
告会について

２） 12月 9日（水）～11日（木）第 4回定例会について
３） 「教育長メッセージ」の送付について
４） 冬季休業に向けての児童生徒の指導等について
５） 今冬の学校におけるインフルエンザ総合対策の推進について
６） 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

「～学校の新しい生活様式～」の改訂について
７） 公務（通勤）災害の防止等について
８） 児童生徒の自殺予防に係る取り組みについて

24時間子供 SOSダイヤル（0120－0‐78310）の周知
９） 学校火災の防止について
10） 「キャリアパスポート」の引継ぎについて
11） 学校部活動と地域との連携等について
12） 学校職員の懲戒処分について。
13） その他

(1) 警察官等による中学校における入学説明会時の説明について
イ）フィルタリングや家庭でのルールづくり
ロ）SNSに起因した子供の犯罪被害等の実態と防止対策
＊時間は 5分程度、枝幸警察署少年担当係へ電話連絡すると対応可。

(2) ネットトラブル未然防止のためのネットパトロール等業務にかかる啓発リーフレットに
ついて

(3) 1年単位変形労働時間制説明会
(4) 小学校オンライン参観日、授業研について
(5) 新聞記事
(6) 除雪、雪山について



(7) 学校力向上に関する総合実践事業の取り組みについて（令和 3~4年度）
連携型：浜頓別町と連携
中核校（中小）、連携校（中中、浜小、浜中）
地域協議会（年 4回：町で実施）、成果普及資料の作成
全道協議会への参加（年 3回：道教委）
加配教員１名中核校（中小）に配置
小学校高学年の教科担任制における専科指導
週あたり 15時間、浜小の授業も実施する。
2年間指定の予定

(8) 不登校児童生徒に対する ICTを活用した学習支援について
(9) 合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について

(10) 中頓別町職員等新型コロナウイルス感染症対応マニュアルについて
(11) 次回校長会・教頭会の日程について、1月 20日（水）13時 30分～ 町民センター

１＞ 次長所管事項報告
・教育委員会職員の勤務形態について（年末年始関係）
・信金・農協に係る払い込み手数料の扱いについて
・GIGAの納品の関係について
教員向けタブレットの納品（12/22）と講習会の実施（23/23）について

２＞ 学校交流（小学校・中学校）は、後ほど報告します。

⑦12月 21日（月）教育委員会認定こども園、小中学校訪問
最初に中学校を訪問して、学校の状況について説明、授業参観：1年生社会、2年生理科、3
年生数学の授業を見学しました。
次に認定こども園で英語の歌による体操、積み木遊び、英語であそぼうを見学しました。園
児の積極性や英語の発音の良さに満面の笑みとなりました。
最後に小学校を訪問しました。最初に学校から状況説明、授業参観、1年生スキーの事前指
導、2年生体育、3年生書写（ビル）、4年生カレンダーつくり、5年生認知症について、6年
生修学旅行記の作成を見学しました。
小学校は積極的なオンライン授業等の取り組みを伺いました。ICT環境を整備して、実際に
使用する段階へステップしている、森校長のリーダーシップに教員がついて来ている、頼もし
いと感じています。

（２）幼児、児童、生徒（指導）の状況報告について

※こども園相座園長から、認定こども園の 12月の取組等、幼児について説明
１）新型コロナウイルス感染症対応、しめ縄づくり講座及び防火餅つき大会は中止。

発表会は 2月 6日（土）に予定。
0歳児から 5歳児までの、子どもの様子と取り組み状況について説明。
0歳児：3名、1歳児：7名、2歳児：14名、3歳児：11名、4歳児：11名、5歳児：12名
現在全園児 58名の状況となります。

２）園の状況

(1)森のこども園 3・4歳
雪でケーキ作りをする姿や、東京から来た子どもの、初めての雪遊びをする姿が見られた。

(2)森のこども園 5歳
森のこども園、3年目になり、遊びの中に新しい発見をしている姿が見られた。



※中頓別小学校の 11月から 12月にかけての状況について、教育長から報告

小学校につきましては、学校行事、参観日、研究・研修活動、授業研の実施、研究・研修のま

とめ等について報告がありました。

学校支援については、

①校内消毒作業ボランティア

・感染症の感染拡大予防のため、毎日特別教室の消毒作業を複数の方に、曜日を決めて実

施していただいている。

②クリスマスツリー設置

・12月 2日（水）に正田建設様より、児童玄関にクリスマスツリー設置していただいた。
・イルミネーションは 11月から設置しており、賑やかで華やかな学校施設（児童玄関）
となっている。

オンラインを活用した教育活動として、学校行事等にこだわらず、日常の授業の様子もオンラ

イン配信を行うことも検討している。

中頓別中学校につきましては、別紙配布資料の通りです。

（３）各種社会教育事業の取組み状況について

※田邊教育長から①②について説明。

①寿スキー場オープンについて（12月 12日（土））
〇 この日はオープンセレモニーだけで、今週の日曜日から全てオープンとなりましたが、
上級斜面につきましてはまだ土が見えている状況で、全面滑走とはなっていません。

②放課後子どもプランの活動状況について

・１１月の放課後子どもプランはこども園と同じく、全日程実施しました。

□田邊教育長 以上、報告事項について説明しました。
ご質問等はありませんか。

◇全委員 異議なし

５．議 案
□田邊教育長 議案の審議に入ります。

議案第１号 中頓別町就学援助認定要領の一部を改正する要領の制定について
※ 吉田主任から、中頓別町就学援助認定要領の一部を改正する要領の制定に
ついて、議決を求める。
改正の要旨及び改正内容について説明。
就学援助について、要保護児童生徒等が、援助を必要とする時期に速やかな支
援が行えるよう、中学校だけでなく、小学校等についても、入学する年度の開始
前に支給できるよう要領の一部を改正するものです。

□田邊教育長 この改正について、簡単に説明しますと、小学校 1年生が入学する前に、就学
援助資金を支給することができるということになります。
議案第1号中頓別町就学援助認定要領の一部を改正する要領の制定につい

て、議決を求めます。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 中頓別町就学援助認定要領の一部を改正する要領の制定について、原案通り
議決されました。



議案第２号 中頓別町寿スキー場安全管理規程の一部を改正する規程の制定について
※ 吉田主任から、中頓別町寿スキー場安全管理規程の一部を改正する規程の制
定について、議決を求める。
改正の要旨及び改正内容について説明。
鉄道事業法施行規則の一部改正に伴い、安全管理規定の一部を改正するもので
す。

□田邊教育長 この議案について簡単に説明しますと、新型コロナウイルス感染症の大規模ク
ラスターがクルーズ船において発生した事案を受けて、「これらの」文言を追加
することで安全管理の範囲を広げるための改正になります。
議案第 2号中頓別町寿スキー場安全管理規程の一部を改正する規程の制定に
ついて、議決を求めます。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 中頓別町寿スキー場安全管理規程の一部を改正する規程の制定について、原案
通り議決されました。

議案第３号 中頓別町寿スキー場に係る利用料金の減免について
※ 吉田主任から、中頓別町寿スキー場に係る利用料金の減免について、議決を
求める。
本年度においても、振興公社から減免についての申請がだされています。前年
度同様のスキーリフト利用料の減免を行うもので、減免額についても前年度同額
となります。

◇石井職務代理者 この減免については毎年行うのですか。

□田邊教育長 減免につきましては、単年度で行っています。
議案第 3号中頓別町寿スキー場に係る利用料金の減免について、議決を求めま
す。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 中頓別町寿スキー場に係る利用料金の減免について、原案通り議決されました。

議案第４号 中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱（変更）
について
※ 吉田主任から、中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤
師の委嘱（変更）について、学校保健安全法第 23条に基づき、議決を求める。

12月１日から、中頓別町国保病院院長の交替により、学校医の委嘱の変更を
行うものです。

□田邊教育長 前院長の退職に伴い、新院長に変更するものです。
議案第 4号中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委
嘱（変更）について、議決を求めます。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱（変更）
について、原案通り議決されました。



議案第５号 中頓別町教育支援委員会委員の委嘱（変更）について
※ 吉田主任から、中頓別町教育支援委員会委員の委嘱（変更）について、中
頓別町教育支援委員会設置規則第4条に基づき、議決を求める。
12月１日から、中頓別町国保病院院長の交替により、中頓別町教育支援委員
会委員の委嘱の変更を行うものです。

□田邊教育長 議案第 5号中頓別町教育支援委員会委員の委嘱（変更）について、議決を求
めます。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 中頓別町教育支援委員会委員の委嘱（変更）について、原案通り議決されま
した。

議案第６号 中頓別町特別支援教育連携協議会委員の委嘱（変更）について
※ 吉田主任から、中頓別町特別支援教育連携協議会委員の委嘱（変更）につ
いて、中頓別町特別支援教育連携協議会設置要綱第４条に基づき、議決を
求める。

12月１日から、中頓別町国保病院院長の交替により、中頓別町特別支援教
育連携協議会委員の委嘱の変更を行うものです。

□田邊教育長 議案第 6号中頓別町特別支援教育連携協議会委員の委嘱（変更）、議決を求
めます。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 中頓別町特別支援教育連携協議会委員の委嘱（変更）について、原案通り議
決されました。

議案第７号 令和 3年度児童生徒の適切な就学先の決定について

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により
非公開

６．協議事項
□田邊教育長

協議事項（1）１月定例教育委員会議の日程について
１月定例教育委員会議日程について、令和 3年 1月 26日（火）で調整させてい
ただきたいと思います。

◇全委員 異議なし



７．その他連絡事項
（１）第 3回竹細工教室

日程 令和 2年 12月 4日（金）～6日（日） → 延期（日程：未定）

場所 中頓別町民センター大ホール

（２）夢と希望を感動体験事業「プロバスケット観戦ツアー」
日程 令和2年12月 13日（日） → 中止
場所 北海きたえ～る（札幌市）

（３）令和 2年度第 4回文化塾 【基調講演 「折り紙の可能性」・折り紙体験会】
日程 令和 2年 12月 19日（土） → 延期（令和３年２月１１日（木）予定）
場所 中頓別町役場 大会議室

（４）新年交礼会について
日程 令和 3年 1月 4日（月）予定 → 中止
場所 中頓別町役場 町民ホール

（５）令和２年度子ども未来塾！中頓別チャレンジ教室2021冬
日程 令和3年1月 7日（木）～8日（金） → 中止
場所 中頓別町民センター、そうや自然学校

（６）令和３年中頓別町成人式について
日程 令和 3年 1月 10日（日）予定 → 延期（令和 3年 5月 2日（日）予定）
場所 中頓別町役場大会議室・町民ホール

（７）一般キッズスキー教室
日程 令和 3年 1月 9日（土）～10日（日） → 中止
場所 中頓別町寿スキー場

（８）ジュニアアルペンスキー教室
日時 令和 3年 1月 11日（月）～13日 → 中止
場所 中頓別町寿スキー場

（９）スノーボード教室
日時 令和 3年 1月 24日（日）、31日（日） → 中止
場所 中頓別町寿スキー場

（10） 町月間行事予定について
※別紙のとおり


