
令和３年 ２月定例教育委員会議 会議録

□開催日時 令和３年 ２月２４日（水）１３時３０分～１５時３０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

小学校校長 森 茂 中学校校長 池田 幸則

こども園副園長 遠藤美代子 教育次長 工藤 正勝

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令和２年度第４回文化塾について

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３年度教育行政執行方針について

議案第２号 令和２年度中頓別町一般会計教育費の補正予算について

議案第３号 令和３年度中頓別町一般会計教育費の当初予算について

議案第４号 令和３年度児童生徒就学援助の認定について

議案第５号 第３次計画中頓別町子どもの読書活動推進計画について

６ 協議事項

（１）３月定例教育委員会議の日程について

（２）教職員の人事に伴う臨時教育委員会議の日程について

７ その他連絡事項
（１）北海道浜頓別高等学校卒業証書授与式について

（２）令和３年第１回中頓別町議会定例会について

（３）スキー少年団スキー記録会について

（４）卒業式等の日程について

（５）歩くスキー教室について

（６）町月間行事予定について

８ その他



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 ２月８日（月）16時 00分～16時 40分 一般教職員人事協議

ＯＬ（オンライン）で開催されました。

始めに、小屋企画総務課長から、留意事項について説明。

次に教職員係から中学校人事、栄養教諭人事、事務職員の加配等について、提示がありました。

確定ではなく、今後、変更もあり得ますとのこと。

２ ２月９日（火）13：30～16：00 教育長部会研修会

ＯＬで開催

管内教育長部会の研修会がＯＬで開催されました。講師は兵庫教育大学大学院学校教育研究科

教育実践高度化専攻教育政策リーダーコース「日渡 円教授」による熱い教育新事情と題した講

演、質疑応答がありました。

講演内容は、学習指導要領、社会に開かれた教育課程、シンギュラリティ、新しい職種、代替

可能になる職業、キャリア教育、ＣＳ等について、４０分３本柱。シンギュラリティ、ＣＳを活

性化する作戦について質問しました。

日沼教授は元大津市の教育長、とのこと。

３ ２月１０日（水）13：00～14：30 宗谷教育局教育委員会訪問

役場会議室で今年度２回目の教育委員会訪問がありました。局長、義務教育指導監、教育支援

課長、義務教育指導班主査が訪問されました。

①管内教育の推進の重点（「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業、ＩＣＴ機器を活用し

た授業改善の推進）

②新型コロナウイルス感染症への対応（学習指導員、スクール・サポートスタッフの任用、同

居の家族に発熱症状、卒業式、濃厚接触者）

③働き方改革（手引きの活用 Raodを活用した研修会の実施）

④学力（算数の授業はよくわかる、分数の問題、少数の計算の仕方）

⑤英語教育（英語検定取得者数の増加、小学校のeラーニングシステムの活用）

⑥キャリア教育（Ｒ２キャリアパスポートの活用）

⑦特別支援教育（交流学習での授業を50％以上実施している児童生徒数）

⑧生徒指導（欠席 10～19日、30日以上）

⑨体力

⑩校長会議の予定（学校経営戦略）

⑪学校力向上に向けた事業

義務教育指導監から、「令和の日本型教育」の構築を目指して：教職員の姿：校長のリーダーシ

ップの下

等について説明、協議、意見交換をしました。

４ ２月１１日（木）14時～ 第４回文化塾

後ほど説明します。

５ ２月１５日（月）臨時会

10時から、令和3年度第1回臨時会が開催されました。

教育委員会に関わって、昨年12月の専決事項（小学校の体育館通路パイプシャッター修繕）に

ついて、審議され議決されました。この修繕は防犯上、急を要することから専決処分で対応し、

取替工事は終了しています。

他に本町のワクチン接種事項について、審議され議決されました。



６ ２月１７日（水）定例校長会・教頭会（中小）

＜2月10日（水）13時～14時 30分 宗谷教育局教育委員会訪問報告＞

1）ハラスメントに関するセルフチェック

2）「北海道の部活動の在り方に関する方針」及び「道立学校にかかる部活動の方針」に関する参

考様式等の送付

3）いじめの問題への対応

4）令和2年度の卒業式及び令和3年度の入学式の対応

5）2月 15日（月）臨時会

6）学年末から学年初めにかけての生徒指導等

7）学校職員の交通違反・事故発生状況

8）その他

（1）基本的な指導方針の作成について 携帯電話の取り扱い及び情報モラル教育推進等につ

いて 基本的な指導方針（中頓別町版）について

（2）黄金湯を応援する会から入浴券のプレゼントについて

（3）公立高等学校入学者選抜に係る出願者の移動等について

（4）新聞記事等

（5）教育課程の適切な編成・実施について

（6）次回校長会・教頭会の日程について3月10日（水）13時 30分～ 町民センター

◎ 新北海道スタイルを徹底！！

◎ 集中対策期間 令和3年1月 16日（土）～令和3年3月 7日（日）延長

～国の緊急事態宣言を踏まえ、強い危機感を共有して、」集中的に取り組む施策～

「できる限り同居していない方との飲食は控える」

＜１＞次長所管事項 なし

＜２＞学校交流（小学校・中学校）から報告

７ ２月１９日（金）こども園キッズスキー

18日（木）も実施する予定だったのですが、スキー場クローズのため中止となり、この日の実

施となりました。12名の園児が10人の支援員の指導を受け、一緒にリフトに乗り、ゲレンデを

滑りました。技量には個人差がありますが、キッズスキーは滑ること、スキーは楽しい。と感じ

させることが最大の目標です。入学前に経験しておくことは大きな力になります。

８ ２月２３日（火）スキーの魅力満喫体験ツアー2021

2年生～6年生まで18人の参加がありました。9グループ、9人のサポートで名寄ピヤシリス

キー場を元気に滑りました。天候はまずまず、青空の見えることもあり、ゲレンデが視界不良に

なることもありましたが、参加者は一定の技量があるので中頓別と違うスキー場でも十分に楽し

んだ。「スキーは楽しい」と感じたものと思います。昼食はグループに分けて時間差でスクールバ

ス内を利用してコロナ対策を行っています。8時に出発し、途中道の駅で休憩を取り16時 20分

には、途中下車したグループのスクールバスも役場に戻っています。

（２）幼児、児童、生徒（指導）の状況報告について

※幼児について遠藤副園長が説明。

全園児５６名の年齢ごとの状況と課題について説明し、次に園の状況として、生活発表会の様

子や森のこども園の様子について説明



※中頓別小学校森校長から、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 スキー学習（１月１９日（火）～２月４日（木））

・各学年３回のスキー学習を実施した。

・地域の方にボランティアとして指導に入っていただいた。

・３回のスキー学習で上達も見られた。スキー少年団に所属している児童も多く、よい冬の

体力づくりの場となっている。

② 漢字検定（１月２８日（木）

・今年度３回目の漢字検定を実施。１９名が受験した。

今年度の受験者数 第１回（６月実施） ２０名

第２回（１１月実施） １７名

第３回（１月実施） １９名 計５６名

・来年度は漢字検定のほかに、英検も小学校でも募集し実施する。

③ 新１年制一日入学（２月１０日（水））

・こども園から来年度入学予定の１２名の園児が来校し、一日入学を実施した。

・１年生が学校を案内したり、体育館で簡単なゲームをしたりして、園児に小学校の雰囲気

を伝わるように活動した。

・１年生にとっても、２年生になるという自覚をもつよい機会になった。

・今回は保護者説明会を行わず、資料配布と動画による説明会として実施した。

（２）研修活動

① 授業研の実施

・１月２２日（金）に１年知的学級の授業を実施した。宗谷教育局指導主事に zoomを活用
して授業を参観していただき、研究協議にも参加していただき、ご助言をいただいた。

② 小中連携委員会（２月８日（月））

・小中交流会として、zoomを活用して拡大小中連携委員会を実施した。今年度から各部ご
との連携として、２学期後半から開始。今年度のまとめと来年度に向けて話し合うことが

できた。

（３）リーディングスキルテスト

・能力値は平均に近い。

・「正確に読む」ことを意識して授業改善に役立てたい。

・無償版を定期的に実施し、改善の成果を検証していく。

※中頓別中学校池田校長から、報告

（１）学校行事について

① スキー授業

・１・２年生を対象とした今年度のスキー授業が、予定通り１月１９日・２２日・２６日

の３回に渡って実施されました。天候に恵まれ、全員ケガなく無事に終了することがで

きました。ご協力いただいた教育委員会にはこの場をお借りして感謝申し上げます。



② 前項体育【バレー授業】

・１９日（金）に、全校体育としてバレーの授業が行われました。学年ごとの授業では実

施の難しい、試合形式で練習を行いました。

（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生徒、見た（聞いた）ことがある生徒とも

にいませんでした。

・いやな思いをしたとき、誰に相談するかについては、親への相談が訳７割、友人への相

談が訳７割との結果でした。ただ、残念ながら、誰にも相談しない生徒が１名おり、継続

した指導の必要性を感じます。

② ３年生進路について

・進路状況

先日（２月１６日）悪天候のため中止も心配されたが、予定通り私立高校の入試が実

施されました。１名が、私立高校の推薦合格となっています。現在は、公立高校の一般入試

に向けて学習と面接練習に取り組んでいます。

公立高校 ３月３日【学力検査】 ３月４日【面接試験】

（当日の検査・面接は一日延期となった。）

③ 部活動

・吹奏楽部アンサンブルコンテスト

２年生が全国ソロコンテストに出場しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、今年度はビデオ審査となりました。

（３）その他

①学校評価改善案について

・後期学校評価の結果を基に、教務部・生徒指導部で改善案を作成しました。

②コロナ対応について

イ）コロナ関連による出席停止扱い生徒数について【1/26～2/24】
・本人の風邪症状による欠席 ～ なし

・家族の発熱による欠席 ～ １名

ロ）飛沫防止パネル

・教育委員会より飛沫防止パネルを購入していただきました。校長室等で有効に活用させ

ていただきます。

③ＩＣＴについて

イ）各家庭のご協力をいただき、生徒が自分のタブレットを家庭に持ち帰り、2月 20日
（土）に家庭との双方向の配信を試験的に実施しました。

すべての家庭と問題なく通信が可能であることが確認されました。今後、オンライン

による学習補助などで活用していく予定です。

ロ）タブレットの活用については、ＩＣＴ検討委員会を中心に教員の研修を充実させ、授

業等において効果的に活用していく予定です。

④寄贈品について

イ）トランペットの寄贈

町内在住の方よりトランペットを寄贈していただきました。吹奏楽部などの活動で有

効に活用させていただきます。



⑤英検ＩＢＡについて

イ）１０月に実施した英検ＩＢＡの分析結果が送付されました。結果を見ますと、３級以

上相当３名・３級相当４名・４級相当８名・５級相当１１名となっています。

ロ）町の方でも英検の受験にかかる費用は全額負担していただけるなどの手厚いご支援を

いただいております。中学校卒業までに、生徒全員が英検３級以上の取得ができるよ

う、更に英語教育の充実に努めてまいります。

（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①について説明。

①令和２年度第４回文化塾について
・ 今年度、第４回目は日本折紙協会講師 浦島 俊彦 氏 を講師に迎え、「折り紙の可能
性」をテーマに講演会と折り紙の体験会を開催した。
講演会では、ご自身の教員時代の経験談から折り鶴が折れれば、外国人との会話のきっ
かけになるということや折り紙という日本の文化を親から子へ伝える必要性を参加者に
伝えていただいた。また、「親が興味を持たないものに子どもも興味を持たない」という言
葉には参加者もうなずいて聞いていた。内容もとても理解しやすく構成され、浦島先生の
口調も優しく聞き取りやすいもので、もっとたくさんの方に話を聞いてもらいたいと強く
感じた。
体験会では、ひな人形を折り紙で折った。体験会の序盤は参加者から折るのが難しいな
どの声が聞こえたものの、終盤では「時間が足りない」という言葉が出るほど充実した体
験会となった。また、高齢者の認知症の予防対策のために高齢者いきいき教室で体験会を
行うことや小学生、中学生には学校での校内掲示や総合的な学習の一環として展開してい
いと感じ、アプローチを仕掛けていきたい。
今回も、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、ZOOMを活用してリモート配信も
合わせて開催した。上手く配信を繋げることが出来なかったことや音声に雑音が入ってい
たことが確認されたため、次回配信を行う際にはそこの２点を修正して行っていきたい。

②放課後子どもプランの活動状況について

・１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 議案第１号 令和３年度教育行政執行方針について

※ 田邊教育長から令和３年度教育行政執行方針について説明。

□田邊教育長 令和３年度教育行政執行方針について、議決を求めます。

◇全委員 異議なし
□田邊教育長 令和３年度教育行政執行方針について、原案通り議決されました。



議案第２号 令和２年度中頓別町一般会計教育費の補正予算について

※工藤次長から令和２年度中頓別町一般会計教育費の補正予算について説明。

・３月の補正内容については主に執行残に係る減額分を精査した内容です。

□田邊教育長 令和２年度中頓別町一般会計教育費の補正予算について、議決を求めます。

◇全委員 異議なし
□田邊教育長 令和２年度中頓別町一般会計教育費の補正予算について、原案通り議決されま

した。

議案第３号 令和３年度中頓別町一般会計教育費の当初予算について
※工藤次長から令和３年度中頓別町一般会計教育費の当初予算について説明。

□田邊教育長 令和３年度中頓別町一般会計教育費の当初予算について、議決を求めます。

◇全委員 異議なし
□田邊教育長 令和３年度中頓別町一般会計教育費の当初予算について、原案通り議決されま

した。

議案第４号 令和３年度児童生徒就学援助の認定について
※ 小林主幹から、令和３年度児童生徒就学援助の認定について説明。

□田邊教育長 議案第４号令和３年度児童生徒就学援助の認定についてについて、議決を求め
ます。

◇全委員 異議なし
□田邊教育長 令和３年度児童生徒就学援助の認定について、原案通り議決されました。

議案第５号 第３次計画中頓別町子どもの読書活動推進計画について
※ 工藤次長から、第３次計画中頓別町子どもの読書活動推進計画について説明。

□田邊教育長 議案第５号第３次計画中頓別町子どもの読書活動推進計画について、議決を求
めます。

◇全委員 異議なし
□田邊教育長 第３次計画中頓別町子どもの読書活動推進計画について、原案通り議決されま

した。

６ 協議事項

□田邊教育長 協議事項に入ります。

協議事項（１）３月定例教育委員会議の日程について

２月定例教育委員会議の日程について、令和３年３月１７日（水）

午後１時３０分から開催します。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 協議事項（２）３月臨時教育委員会議の日程について

３月臨時教育委員会議の日程について、令和３年３月５日（金）

午前１０時以降に持ち回りにて書面会議とします。

◇全委員 異議なし



７ その他連絡事項

（１）北海道浜頓別高等学校卒業証書授与式について

日時 令和３年 ３月 １日（月）９時３０分～

場所 浜頓別高等学校

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対応により欠席

（２）令和３年第１回中頓別町議会定例会について

日時 令和３年 ３月 ９日（火） １０時００分～

３月１４日（日） 【サンデー議会】 １０時３０分～

３月１５日（月）～１７日（水） １０時００分～

場所 役場議場

（３）スキー少年団スキー記録会について

日時 令和３年 ３月 ７日（日） １０時００分～

場所 寿スキー場

（４）卒業式等の日程について

中頓別中学校：日時 令和３年 ３月１４日（日） ９時３０分～

中頓別小学校：日時 令和３年 ３月２１日（日）１０時００分～

認定こども園：日時 令和３年 ３月２７日（土）１０時００分～

（５）歩くスキー教室について

日時 令和３年 ３月 ６日（土）、１３日（土） １３時００分～

場所 寿スキー場周辺

（６）町月間行事予定について

８ その他


