
令和２年 １１月定例教育委員会議 会議録

□開催日時 令和２年１１月２０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

□欠席委員 委 員 宗像 育美

□教育委員会事務局・関係職員

中学校校長 池田 幸則 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、小倉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中頓別町民文化祭について

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 令和２年度～令和４年度中頓別町教育推進計画について
議案第２号 中頓別町寿スキー場スキーパトロール員の委嘱について

６ 協議事項

（１）教育委員による学校訪問について
（２）１２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）寿スキー場オープン（安全祈願祭）について
（３）プロバスケット観戦ツアーについて
（４）令和２年度第４回中頓別文化塾について
（５）新年交礼会について
（６）令和２年中頓別町成人式について
（７）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。
１０月２２日（木）定例教育委員会議以降の教育行政報告をいたします。

①１０月２８日（水）中頓別町特別支援連絡協議会「情報交換会」
〇 １６時から、役場会議室で中頓別町特支連情報交換会が開催されました。各団体から本年度
の活動の様子、情報提供、町の特別支援に関する内容等について、説明があり意見交換がなさ
れました。

②１０月２９日（木）子育て・教育講演会・講座
○ １８時３０分から小学校体育館で子育て講演会が開催されました。町 PTA連合会、生徒指
導連絡協議会、特別支援連絡協議会、学校運営協議会の主催で一緒に「子育て」や「教育」に
ついて、考え、語りあう機会となることを目的に開催されました。講師は、東京工芸大学「近
藤テツ」准教授、「これからのコンピュータ時代を生き抜くバランス感覚」と題した講演・講
座が開催されました。
はじめに自己紹介、次に基礎知識の共有としてコンピュータの歴史について（①コンピュー
タ、②スーパーコンピュータ、③マイコン、④パソコン、⑤windows95）とインターネットの
登場（①インターネットとは？、②ワールドワイドウェイブ、③オープンソース）、インター
ネット社会（①言語について、検索エンジンの登場、パーソナルな時代へ、情報の集約、ソー
シャルメディア、GAFAの脅威）。
私は、最後にお話しされたこれらの時代を生き抜くバランスの５項目の中に、「今の時代を
理解し逆らわない」とありましたが、デジタル決済や銀行通帳等の電子化には、なんとなく抵
抗感はあります。いつの日かスマホで済んでしまう時代が来るのかなと思います。

③１０月３１日（土）～１１月１日（日）令和２年度中頓別町民文化祭
〇 １０月３１日（土）～１１月１日（日）に町民文化祭が開催されました。コロナ禍の影響が
懸念される中、文化の灯を消してはならない。この思いは文化祭実行委員会の各委員は共有し
ていたと思います。
今年度は、展示と舞台発表のみと例年より縮小した開催となりました。幾分寂しさを感じる
文化祭もやむなしと思っていましたが、展示作品の出品数は例年並み。舞台発表は認定こども
園園児による遊戯、中学校吹奏楽部の演奏（発表の機会を設けたい）で来場者は子供たちのひ
たむきな姿に満足されたものと思います。
３１日は７０名程、１日は１００名程の来訪者がありました。２日間の日程は新しい北海道
スタイルを意識した展示、舞台発表でした。来訪者は、検温、名簿に記入、マスク着用、消毒、
換気、デスタンス、を理解していただきました。全員マスク着用等、町民各位の落ち着いた行
動に感謝です。来訪者の方々の感染予防認識は高いものがありました。文化祭実行委員会、教
育委員会職員の尽力に深く感謝申し上げます。

④町長がおじゃまします
11月 4日から町長がおじゃましますがスタートしていまして、今年度の町長がおじゃまし

ますのテーマは①地域医療の提供体制について、②国民健康保険税の税率見直しについてです。
この説明の後、質疑応答、多様な事項について懇談しています。教育委員会に係る質問等につ
いて報告します。なお、教育長は自治会のみ出席しています。団体には出席していません。
皆さん（高齢者の方）が興味のあるのは、病院の行方についてでした。

□１１月４日（水）
藤井自治会≪藤井会館 14：00～≫
・教育委員会関係については、町民文化祭の来場者数について。
第１自治会≪専念寺 18：30～≫
・教育委員会関係につきましては、特にありませんでした。



□１１月５日（木）
第２自治会≪郷土資料館 18：00～≫
・教育委員会関係につきましては、特にありませんでした。

□１１月１０日（火）
第３，４，５，６，８、敏音知自治会≪役場会議室 18：00～≫
・教育委員会関係につきましては、特にありませんでした。

□１１月１１日（水）
松音知自治会≪松音知会館 13：00～≫
・学校のその後についてハザードマップに係り、止まっている。教育委員会のみならず町や
防災も含め検討したい。
宮下自治会≪宮下会館 18：30～≫
・旭川教育大学の実習生の宿泊について。
・ＪＡ合併に係る食材の購入（学校・病院・福祉施設等）について、質問があり、教育委員
会としては、町内に他の商店もあり、学校給食会から購入も可。
・学校給食を他の給食(福祉施設等）に使えないかとの質問。→ 学校給食は学校給食法によ
り義務教育諸学校の児童又は生徒に実施される給食をいうと条文にある。老健施設や病院に
実施するものではない。

□１１月２８日（土）に小頓別、旭台・弥生・寿自治会を予定。

⑤１１月４日（水）文化スポーツ表彰状授与
〇 １５時４０分から中学校校長室で、池田校長、高橋教頭、保護者等見守る中、塩田さん（書
道）、村田さん（吹奏楽）、五十嵐君（陸上）に表彰状と記念品を授与しました。今後を期待
しています。例年ですと町民文化祭の会場で授与していましたが、本年度につきましては学校
校長室で行いました。

⑥１１月１０日（火）令和３年度当初教職員人事に係る教育長意見聴取
〇 １０時３０分から宗谷教育局で局長・次長と校長・教頭に係る人事協議、校長公募に係る意
見交換、一般教職員人事に係る異動希望等について説明を行いました。
１１時から企画総務課長、教職員係と一般教職員に係る人事協議、異動希望等について説明
し協議を行いました。
なお、この意見聴取の内容について、翌日、森校長、池田校長へ連絡しております。

〇 浜高を支援する会第１回役員会
１５時から浜頓別町役場会議室で浜高を応援する会第１回役員会が開催されました。教育長、
校長、次長による猿払、浜頓別、中頓別３町中学校を訪問の報告。浜頓別高校志願者状況の報
告。浜高ＰＲチラシの作成について報告。浜頓別高校生が作成にかかわったとのことで。

⑦１１月１７日（火）市町村教育委員会オンライン会議
１４時から全国の市町村教育委員会を対象としてオンライン協議会が実施されました。
この会議は４回に分けての開催で、第１回目は 240人程度でした。初めに文科省から説明が
あり、その後分科会の４つのテーマ（①教育の情報化、②いじめ・不登校支援、③地域と学校
の連携協働、④各教育委員会の特色ある教育活動）について行政説明。次にグループごとに分
科会が行われました。
私は最初に「各教育委員会の特色ある教育活動」の分科会に参加（埼玉県新座市、長野県阿
智村、広島県熊野町）し、進行役を務めました。中頓別のハワイ語学研修、森のこども園、給
食費の無料等、中頓別の特色ある取り組みについて発表しました。他県の発表を聞いて質問や
意見交換を行いました。学力とは人の話を聞く態度と集中力と熊野町の教育長が低学年書道科
の発表の中でお話しされました。強く印象に残りました。
次に「教育の情報化」の分科会に参加（愛知県みよし市、千葉県四街道市、山口県美弥市、
沖縄県の沖縄市）。この分科会での教育長の参加者は、山口県と私だけで、他は教育委員の参
加でした。私からは①端末の調達予定時期、②調達する端末のＯＳ、③無線ＬＡＮの準備完了
予定、④端末運用開始の予定時期、⑤ＩＣＴ人材の配置、⑥ＩＣＴ環境が整っていない家庭へ
の対応、⑦授業での活用に向けた研修について等を説明しました、質問意見交換を行いました。



その中で ICTを実施したことで、本当に学力が上がるのかと危惧しているとの意見もありま
した。ある委員からはベテランの先生に任せてはとの意見もありましたが、それについてはこ
の機会に、ICTを使って授業をするということ、すべての教職員がそうなるべきとの意見が出
され、そのとおりだと思いました。

1,670人位の町と 16万人の町では、全然違い、小さな町だからこそできる事があると思い
ました。

⑧１１月１８日（水）定例校長会教頭会 町民センター 13時 30分～
〇 １３時３０分から町民センターで定例校長会教頭会が実施されました。説明や指導助言した
内容について報告します。
・１１月１０日(火) 令和３年度当初教職員人事に係る教育長意見聴取

令和２年度浜高を支援する会第１回役員会 について報告

１） 令和２年度学校における働き方改革北海道アクション・プランに係る取組状況調査につい
て

２） 新型コロナウイルス感染症対策の強化について
３） 学校職員の交通違反・事故発生状況
４） 学校職員の懲戒処分について
５） その他

(1) 自衛隊の協力による防災学校の実施について（来年度）
(2) 冬の交通安全運動（～11/22まで）
(3) 次回校長会・教頭会の日程について、12月 16日（水）13時 30分～ 町民センター

◎新北海道スタイルを徹底！！
１＞ 次長所管事項報告

マイクロソフト エデュケーションについて説明
２＞ 学校交流（小学校・中学校）は、後ほど、各学校長から報告します。

（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１１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マニュアル作成。家族に濃厚接触者が出て陰性の場合は、翌

日からの登園可能。１時間に 5分程度の換気、全館常に換気扇稼働。毎日の消毒（例年以上に
徹底）励行継続。室内加湿。１１月９日からの教育実習は 1月へ延期し、しめ縄づくり講座は
中止。

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、現在全園児 58
名の状況となります。

２）園の状況

(1)ヤナギの積み木引き渡し式が行われました。軽いので小さい子供でも遊べ、けがの心配が軽
減される。厚みがあるので、積みやすい。

(2)教育論文で優秀賞をいただきました。内容は「森のこども園」「英語であそぼう」を通じた
小中学校との連携について。

(3)11月 1日に文化祭で発表を行いました。規模を縮小した文化祭でしたが、子どもたちの緊
張感や協力、コミュニケーション力をつける節目として、ステージ発表しました。

(4)11月 7日園の子育て事業の一環として、園独自で子育て講演会を実施しました。
３）森のこども園

(1)ふるさとの森で、拾い集めておいた落ち葉や松ぼっくりなどを使って、作品作りを行いまし
た。

(2)11月 12日 4.5歳児対象にたき火体験を実施しました。マッチ棒で着火体験をし、そのあと
マシュマロを焼いて食べました。



※中頓別小学校からの交流資料により、教育長から報告

１ 今月の主な取り組みと学校の様子について報告

（１）学校行事

① 修学旅行

・札幌から旭川に行先を変更して実施。旭山動物園、陶芸、科学館サイパルでの体験活動を

行った。

・旭川での感染が拡大されてきたため、保護者への確認を行った。保護者の理解を得ながら

実施した。また、１１月２８日（土）まで全校的な活動を中止し感染症の拡大防止に努め

ることとした。

・子どもたちは、５分前行動であったり、施設利用のマナーをしっかりと守ったりと、しっ

かりと行動し、様々な体験を行うことができた。

② 宿泊研修

・１１月１９日(木）・２０日（金）に予定していた宿泊学習は予定を変更して実施すること
とした。（宿泊は行わない）≪１９日(木）音威子府（木遊館）→中川町（エコミュージア
ム）／２０日(金）そうや自然学校≫

（２）研修活動

① ＩＣＴを活用した授業づくりについて（１１月２日(月））
・ＩＣＴを活用した授業づくりについての研修を実施。日常的にＩＣＴを活用している事例

や、今後実施可能な活用の仕方を話し合った。

・今後のＩＣＴの活用について、資料を作成していく。

② 授業研の実施

・１１月１６日(月）に１年生の授業研を実施した。

（３）体験学習

①６年生社会科「茶道を学ぼう」

・１０月２７日（火）に、６年生が社会科の学習の一環として、茶道体験を行った。

・茶道サークルの活動に参加し、お茶の作法を体験させていただき、歴史のつながりを実

感できた。

②５年生総合的な学習の時間「福祉について考えよう」

・１０月２８日（水）に、５年生が総合的な学習の時間の一環として、認知症サポーター

養成講座を実施した。

・認知症の高齢者への接し方や困っている場所に遭遇したときの対応の仕方などを、友達

と意見交流をしながら学習を深めた。

（４）学校支援

①読書ボランティアとの連携

・読書ボランティアに協力をお願いし、図書室の整備を進めていくこととした。

・１０月２２日（木）に行われた委員会活動の時間に来校していただき、話し合いに参加。

子どもたちの要望を聞いたり、意見交換を行ったりした。

・１０月２８日（木）、１１月５日(木）には読み聞かせを実施していただいた。



※中頓別中学校池田校長から、報告

１ １０～１１月（１０月２１日～１１月１９日）の学校の取組の様子について

(1)学校行事について
①学校祭

・１０月２７日(日）午前開催で実施。コロナ感染防止策を講じ、参加された皆様にも協力
をいただきながらの開催であった。例年とは違う形での開催ではあったが、後日実施し

た学校祭の保護者アンケートの結果を見ると、概ね高評価をいただいた。

②職場体験・福祉体験【２学年】

・１１月６日（金）に２年生の職場体験を実施した。細谷建設・こども園・小学校のご協

力をいただいた。子どもたちは、それぞれの職場で実際に労働を体験することで、働く

ことの意義や大変さなど様々なことを学んでいた。その後、各体験場所より子どもたち

の活動の様子が記入された感想用紙をいただいた。その中で、子どもたちが真面目に体

験活動に取り組んでいた様子が見られた。また、子どもたちへの温かな励ましのお言葉

をいただいた。

・１１月１１日（水）に町保健福祉課の協力のもと、福祉体験学習が実施された。午前中

にセンターで、車椅子体験等を行い、午後からは中学校にて、認知症について講話や体

験学習（ロールプレイ）を行った。

③リーディングスキルテスト

・１１月１６日（月）に全校生徒対象で、リーディングスキルテストを実施した。生徒の

文書読解力に関わる調査結果を今後の学習指導等で活用していく予定である。

④生徒会役員選挙

・１１月９日（月）に後期生徒会の役員選挙が実施された。宗像会長を始め、２年生中心

の体制となった。【２年生３名・１年生１名】

⑤３年生進路説明会・三者懇談

・１１月１３日（金）に３学年の全家庭にご出席いただき、進路説明会を実施した。今年

度は、コロナウイルス感染症などの流行に伴う追検査が予定されており、その仕組み等

についてもご理解をいただいた。

・１１月１６日（月）～１９日（木）に三者懇談を実施した。３年生全員の進学希望が確

定した。

⑥各種寄贈について

・小林町長のお知り合いであり、北大名誉教授である須田力様より理科の教材備品を寄贈

していただいた。理科の授業等で有効に活用させていただく。

・正田建設様と細建様が協賛いただいている町民卓球大会が中止になったことにより、町

卓球協会から協賛金の一部を寄贈いただいた。本校卓球部の活動にて有効に活用させて

いただく

・浜頓別町の丹羽建設様より地域貢献の一環として、リングプルの寄贈があった。

(2)生徒の様子について
①学校生活状況把握アンケート

・今回は学校でいやな思いをしたことがあると答えた生徒が２年生に１名いた。担任との

話の中で「自分が悪い態度をとってしまったことはわかっているが、それに対する、友

人からの注意の言葉が少し厳しく感じて、いやな気持になった。」ということである。

いやな気持にはなったが、相手のことをいやだという思いはあまり無いとのことであっ

た。

・もし自分が嫌な思いをしたときに、誰に相談するかについては、友人への相談が約８割

（２５名）、親への相談が約７割（２３名）で、前月より増加した。一方で、誰にも相

談しないと答えた生徒が、２名いる。生徒指導部が中心となり、生徒が他の人に相談し

やすい環境づくりを進めていく。



②部活の取り組み

・吹奏楽部は、１１月８日に稚内で開催された、稚内地区吹奏楽祭の出演を最後に３年生

が引退し、新体制へと移行している。少人数での活動にはなったが、練習に打ち込んで

いる。

・バスケ部は、新人北大会稚内予選に出場した。残念な結果ではあったが、次につながる

試合経験を積んでいた。

・卓球部は、町民卓球大会に参加予定であったが、残念ながら大会が中止になっている。

(3)その他
①コロナ対応について

イ）学校の新しい生活様式について

・投稿時の健康【体温・体調・同居者の健康状態】確認の徹底

・手洗い・咳エチケットの徹底

・授業など各種活動のレベル２の対応

・休み時間ごとの換気を実施

・清掃後に手に触れる部分【水道の蛇口や電気などのスイッチなど】や机・パソコンのマ

ウスなどの学習で使用する道具類の消毒。

ロ）生徒への指導

・感染防止策やコロナいじめについて、その必要性や重要性を認識させるため、学級や朝

会などで全校生徒に指導している。

ハ）教育課程について

・本日までの教科時数を見ると、昨年の教科時数と比べて１２時間ほど多くなっている。

春の臨時休業による授業時数のカット分については、現段階では十分に取り戻せている。

ただ、今後インフルエンザの流行などによる臨時休業の可能性もあるため、冬季休業期

間の短縮については予定通り実施させていただく。

②今後の予定

・１１月２７日（金） 後期中間テスト

・１２月 ２日（水） ３年学力テスト

・１２月 ５日（土） 総合的な学習の時間発表会 ８：３０～１０：２０

授業参観・２年生浜頓別高校説明会 １０：３０～１１：２０

学級懇談 １１：３０～１２：００

（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令和２年度中頓別町文化祭について（１０月３１日（土）・１１月１日（日）開催）
〇 今年度の町民文化祭は、新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に規模を縮小し
て実施した。
作品展示では、今年度からパネル設置を実行委員にも協力をお願いして準備することが
できた。また、コロナ対策として、搬入・搬出時間を事前に調整して密になる状況を避け
準備することができた。作品に関しては、例年と変わらずに多くの作品を出展してくれた
ため、文化祭の雰囲気を作ることができた。
舞台発表では、２団体（認定こども園、中学校吹奏楽部）による発表を行うことができ
た。あっという間の発表時間ではあったものの、来場者からは満足の声が聞こえるなど、
コロナ渦での開催でも十分に来場者に楽しんでもらうことができた。また、発表をしてく
れた子ども達も有意義な時間になったと感じた。
両日ともに検温・消毒・受付に協力をしてもらい、感染症対策を十分に講じることがで
きた。（受付名簿記入の際に、電話番号等が他人に見えてしまうことを指摘される場面も
あった。次年度以降は付箋紙などで隠せるよう工夫が必要）



全体を通して、大きなトラブル等なく実行委員と協力し合い文化祭を終了することがで
きた。一部、バザーや販売がないのが寂しいという声もあり、中頓別町の文化祭を楽しみ
にしている町民がいることに改めて気づくことができた。そういった声を絶やさないよう
に創意工夫しながら事業を継続していきたい。

②放課後子どもプランの活動状況について

・１０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 令和２年度～令和４年度中頓別町教育推進計画について
※ 教育長から、議案第２号、令和２年度～令和４年度中頓別町教育推進計画に
ついて、、教育基本法第１７条の規定に基づき「令和２年度～令和４年度中頓
別町教育推進計画」について、議決を求める。
この推進計画は令和 4年度までとしていますが、これは北海道の計画が令和４
年度までとなっていることから、道の計画が変更になった場合に、町の計画も連
動することから、道の計画年度に合わせるものです。

□田邊教育長 令和２年度～令和４年度中頓別町教育推進計画について、議決を求めます。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 令和２年度～令和４年度中頓別町教育推進計画について、原案通り決定するこ
とといたしました。

議案第２号 中頓別町寿スキー場スキーパトロール員の委嘱について
※ 教育長から、議案第２号、中頓別町寿スキー場スキーパトロール員設置要綱
第２条に基づき、スキーパトロール員を委嘱することについて、議決を求める。
寿スキー場パトロール員については、別紙名簿のとおり、１４名の肩を委嘱し
たいと考えます。全員 1級以上の資格を持っています。

□田邊教育長 中頓別町寿スキー場スキーパトロール員の委嘱について、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スキーパトロール員の委嘱について、原案通り決定するこ
とといたしました。。

６．協議事項
□田邊教育長

協議事項（１）教育委員による学校訪問の日程について
例年１２月に実施しています。こども園・小学校・中学校の順で考えています。
本日は宗像委員がいませんので、本日は実施の確認をし、後日日程調整をさせて
いただきたいと思います。

◇全委員 異議なし



協議事項（２）１２月定例教育委員会議の日程について
12月定例教育委員会議日程について、令和２年 12月 22日（火）か 23日（水）
を想定していますが、後日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回竹細工教室について

日時 令和２年１２月４日（金）～６日（日） ３日間実施

場所 町民センター 大ホール

※

（２）寿スキー場オープンについて

日時 令和２年１２月１２日（土） 【１２月１１日（金）午前中、安全祈願祭】

場所 寿スキー場

（３）プロバスケット観戦ツアーについて（予定）

日時 令和２年１２月１３日（日）

場所 札幌市 （北海きたえ～る）

（４）令和２年度第４回中頓別文化塾について 「折り紙の可能性」・折り紙体験会

日時 令和２年１２月１９日（土） 午後２時００分～

場所 役場 大会議室 （来場の際はマスク着用）

（５）新年交礼会について

日時 令和３年１月４日（月） 午前１１時００分～（予定）

場所 役場 大会議室

（６）令和３年度中頓別町成人式について

日時 令和３年１月１０日（日） 午後３時００分～

場所 役場 大会議室

（７）町月間行事予定について

※別紙のとおり


