
令和３年 １月定例教育委員会議 会議録

□開催日時 令和３年 １月２６日（火）１３時３０分～１４時２０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、宗像委員、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放課後子どもプランの活動状況について

５ 協議事項

（１）令和３年度教育行政執行方針（案）について

（２）２月定例教育委員会議の日程について

６ その他連絡事項
（１）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】
（２）令和２年度一般スキー教室
（３）歩くスキー教室
（４）認定こども園キッズスキー教室（教育委員会支援事業）
（５）中頓別町夢と希望を！感動体験事業「スキーの魅力満喫ツアー２０２１」
（６）町月間行事予定について

７ 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 １月２０日（水）13時 00分～14時 35分 宗谷管内市町村教育委員会教育長会議について

13時からオンライン会議で開催

＜田中局長＞

１） 来年度の管理職の人事異動について

２） 教育推進の重点について（柱６本）

３） 学校力向上に関する事業について

４） 学力向上について

５） 学校経営改革、質の高い学校経営について

＜小山内義務教育指導監＞

社会に開かれた教育課程について

宗谷管内学校経営戦略について説明

＜小屋企画総務課長＞

教職員の服務規律の保持について＜不祥事防止リーフレットの活用＞

出勤簿の整理（押印しなければならないは削除）

出勤及び退勤の記録（管理システムによる出勤、退勤の状況を記録する）

スクール・サポート・スタッフ、期限付き教員の募集

当初人事について

免許更新について等

＜森田教育支援課長＞

１） 新型コロナウイルス感染症対策等について

（1）感染症対策の徹底

臨時休業の考え方、部活動の在り方

（2）高校入試に向けた健康管理

２） 宗谷管内教育推進の重点に係る中間評価について

３） 教育課程の適切な編成・実施について

授業時数の確保、総合的な学習の時間の全体計画の作成

一人一台端末の活用、国旗・国歌の適切な実施

４） 学力向上に向けた取り組みについて

向上プラン３つの柱に基づく取組の評価

Ｓサポート、Ｓトライ、全国学力・学習状況調査（来年度は5/27）

授業改善はオンライン研修で実施

５） 生徒指導の充実について

自殺予防の徹底

６） 高等学校入学者選抜について

新型コロナウイルス感染症に係り無症状の農耕接触者の取り扱いについて

７） ＣＳについて

８） 教育委員会訪問について 2/10（水）13：00～

９） 学校力に関する総合実践事業について

10） 就学援助事業の実施について

11） 令和３年度地域運動部活動推進事業等の実施に向けた取組について

これらのことについて、資料を用いて説明された。質問等の時間はなし。



２ 1月20日（水）13：40～ 令和３年度当初管理職人事における教育長協議について

田中局長、西岡次長と校長・教頭に係る人事協議。

３ １月20日（水）定例校長会・教頭会

１） スキー授業等における児童生徒の健康観察及び利用施設との情報共有

２） 非行防止教室等の実施

３） 「北海道みんなの日条例を踏まえた教育活動」の実施

４） 宗谷管内ミドルリーダー養成研修の実施

５） 全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙調査の集計結果（参考値）

６） 学校職員の交通違反・事故発生状況

７） 学校職員の懲戒処分について（関連新聞記事等）

令和２年１２月２４日付懲戒処分

令和３年１月１４日付懲戒処分

８） その他

(1) 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の

活用

(2) 令和４年度高校入試日程について

推薦入試2/10(木)、学力検査3/3(木)、追検査3/8(火)、合格発表3/16(水)

(3) 稚内地区管弦楽器個人コンテスト・稚内地区アンサンブルコンテスト

管楽器個人中学の部 ：金賞（フルート）地区代表 2/20 全道コンテスト出場

：金賞（ユーフォ二アム）

（4）立命館慶祥高等学校地方創生人材育成制度に関する協定

年度内に協定を結ぶ予定、2022入試から実施（首長の推薦で入学）

（5）自動車学校から 冬道の交通安全教室の協力

（6）次回校長会・教頭会の日程について 2月17日（水）13時 30分～町民センター

※ 令和３年度 教育行政執行方針について

◎ 集中対策期間 令和３年１月１６日（土）～令和３年２月１５日（月）

～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」

これらのことについて、説明指導等を行った。

＜１＞次長所管事項

１）天板プロジェクトについて

中学校 新２年３年生は３月下旬に実施 新１年生は別途

＜２＞学校交流（小学校・中学校）から報告が行われました。

（２）幼児、児童、生徒（指導）の状況報告について

※幼児について相座園長が説明。

年末年始、人の往来が避けられないため感染予防のため、１月５日（火）～８日（金）までの

４日間、規模を縮小して保育。登園自粛を呼びかけ対応できる家庭には、家庭保育をお願いした

結果およそ５割強の園児が休園。この間、３～５歳児は１部屋で合同生活をした。



※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 集団下校訓練（１２月１８日（金））

・悪天候や災害時、児童の安全を確保するために集団下校訓練を実施した。

・例年は全員が体育館に集合し、方面別に分かれていたが、今年は密を避けるため、方面別

に各教室に別れ、それぞれで指導後、下校した。

・いつこのような状況になってもよいように、日頃からのしっかりと準備しておきたい。

② ２学期終業式（１２月２５日（金）

・YouTubeライブ配信で実施した。
・児童会は写真を使用して２学期の振り返りを発表した。

・子供たちも配信に慣れたようで、堂々と発表していた。

③ ３学期始業式（１月１４日（木）

・zoomを使用して実施した。
・今回は給食センターと zoomでつながり、日頃の感謝の気持ちを発表した。
・zoomを利用したことで、子供たちの反応を感じながら話したりすることができたことが
よかった。目的に応じて zoomやYouTubeライブ配信を使い分け、効果的な教育活動を
進めていきたい。

（２）研修活動

① タブレット研修会（１月１２日（火）、１３日（水））

・リコーとスカイによるタブレット研修会を実施。

・GIGAスクール構想の目的を再確認し、「個別最適化された学び」の実現を目指して、様々
な可能性を確かめる３学期にしたい。

・ICT推進委員会を中心に積極的に活用していきたい。
② 授業研の実施

・１月１８日（月）に６年言語学級の授業研を実施した。１単位時間、落ち着いた様子で授

業に参加していた。

・研究協議を zoomで実施。全体、グループ、全体で協議を行った。
・zoomを活用してグループ協議を行うことができたのは、大きな成果で、今後も様々な場
面で活用して教育活動を進めていきたい。

・１月２２日（金）には、１年知的学級の授業を実施。宗谷教育局 中脇指導主事に zoomを
利用して授業を参観していただいた。研究協議にも参加していただき、指導助言をいただ

いた。

（３）総合的な学習の時間（地域の学習）

①３年生「牛の学習」

・９月３０日（水）に、石黒牧場の石黒さんに牛乳について学習した。

えさ、牛の種類と味の関係、生乳についてなどのことを学ぶことができた。

②４年生「森の学習」

・９月２４日（木）に、森林組合の峰友さん、井原さんと実際に山に行き、植林の見学や

体験をさせていただいた。

・１０月１４日（水）には、木の工作をしたり、自分たちで森を作ったりすることで、森

について理解を深めることができた。

・１学期から計３回の学習を通して、森を身近に感じられるようになった。

２ 学校支援

（１）雪山増設

・教育委員会、役場にご協力いただき、雪山を増設していただいた。

・冬場の体力づくりに活用していく。

（２）消毒作業

・１月７日（木）に工藤次長と荒井主事に校内の消毒をしていただいた。



※中頓別中学校池田校長から、報告

(1)学校行事について
① 全校レク「チーム対抗謎解きクイズ大会」

・１２月２２日（火）放課後に生徒会執行部が主体となって企画・運営を行った、全校レ

クを実施した。

・普段あまり交流のない、他学年との交流が持てるよう、生徒の発案で、縦割りグループ

を編成した。

・グループ内で活発な交流が図られ、生徒同士の絆がさらに深まる様子が見られた。また、

その結果レク自体が大いに盛り上がり、生徒会執行部も達成感を感じていたようである。

② スキー授業

・１月１９日（火）から、今年度のスキー授業が始まっている。スクールバスやスキー場

での対応など、教育委員会を始め関係者の皆様にご協力いただきながら、授業が行われて

いる。２回目は２２日（金）、３回目は２６日（火）に実施されている。

(2)生徒の様子について
① 冬期休業中【１２月２６日～１月１２日】

・生徒・教職員ともに、事故や傷病などの報告はなかった。

② ３年生進路について

・現在は、各種願書の発送が終わり、調査書の準備と生徒の面接練習が始まっている。

・進路希望状況は、公立高校希望者１１名・私立高校推薦希望者１名である。

・進路業務は、生徒の人生を左右する重要な業務であることから、本校の進路指導マニュ

アルに沿って、多重チェック体制による、ミスや漏れのない業務推進に努めている。

・今後の入試日程

私立入試 ２月１６日

公立高校 ３月３日【学力検査】 ４月４日【面接試験】

③ 部活動

・中体連スキー大会（クロスカントリー）

１月１０日（日）に名寄健康の森スキーコースを会場に開催され、２年生が５kmのフ
リーに出場した。残念ながら、全国大会出場とはならなかったが、昨年より１分程度記

録を更新する頑張りが見られた。

・吹奏楽部ソロコンテスト

１月１７日（日）稚内総合文化センターを会場に開催され、２年生【フルート】と【ユ

ーフォニウム】が出場した。参加中学生の上位に与えられる金賞を２人とも受賞し、フ

ルートは宗谷地区代表に選出され、２月２０日に開催される前同大会に出場する。

④ 宗谷美術展

・１年生３名・２年生４名・３年生５名が出品した。

・２年生の作品が特選を受賞した。

(3)その他
①学校評価について

・１２月上旬に後期学校評価を実施した。

・その結果を分析し、現在各分掌で課題解決に向けた対応策を検討中である。

②コロナ対応について

イ）校内抗菌作業について

・１月６日・７日に、教育委員会工藤次長・荒井主事のご協力をいただいて、校舎内書く

教室床の抗菌噴霧作業を行った。

ロ）今後の学校行事について

・２月１５日までの道集中対策期間延長を受け

＊参観日【１月３０日（土）】の保護者来校を中止し、オンラインにて授業公開を行う

方法に変更する。



＊新入生保護者説明会【２月１２日（金）】の新入生・保護者の来校を取りやめて資料

配付による書面開催とする。中一ギャップの解消に向けて、新入生の体験入学につい

ては、今後の状況を見ながら、可能であれば実施していく。

ハ）コロナ関連による出席停止扱い生徒数（12/17～1/25）
・本人の風邪症状による欠席 ～ なし

・家族の発熱による欠席 ～ なし

③ICTの活用について
・全校生徒のタブレットが整備されたのを受け、タブレットを活用した授業が始まりつつ

ある。より効果的な活用に向けた、教職員対象の研修が今後も開催される予定になっ

ている。

④職員の状況

・養護教諭が、男性養護教諭友の会の若年層会員の代表として選出され、全国規模の研修

会に参加予定。（Web研修）
⑤来年度の修学旅行について

・従来の函館まで移動する旅行を実施すると、移動時間が長く【片道８時間以上】、修学

旅行の大きな目的の一つである、自主的活動【当日はもとより事前・事後学習において、

生徒の企画力・調査研究力など様々な力を育成する学習活動の場】である班別自主研修

の時間が十分に確保できないといった課題があった。そこで、函館に行かずにこれまで

以上に内容の充実を図った修学旅行が可能かどうかについて、学年を中心に検討中であ

る。

・旅行地を含めた内容変更については、生徒・保護者にも十分に説明・協議をしながら、

検討を進めていく。

（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放課後子どもプランの活動状況について

・１２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 協議事項

□田邊教育長 協議事項に入ります。

協議事項（１）令和３年度教育行政執行方針（案）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。

・令和３年度における学校教育や社会教育の主要な重点政策を定めました。

◇全委員 異議なし

□田邊教育長 協議事項（２）２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２月２４日（水）

午後１時３０分から開催します。

◇全委員 異議なし



６ その他連絡事項

（１）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】について
日程 令和３年２月１１日（木）予定
場所 中頓別町役場 大会議室

（２）令和２年度一般スキー教室について
日時 令和３年２月１３日（土）・２０（土）・２１（日）・２７（土）・２８（日）
場所 寿スキー場

（３）歩くスキー教室について
日時 令和３年２月１５日（月）・２２日（月）１０:００～１２:００

３月 ６日（土）・１３日（土）１３:００～１５：００
場所 寿スキー場（周辺）

（４）認定こども園キッズスキー教室（教育委員会支援事業）について
日時 令和３年２月１８日（木）・１９日（金）９：３０～１１：００
場所 寿スキー場

（５）中頓別町夢と希望を！感動体験事業「スキーの魅力満喫ツアー２０２１」について
日時 令和３年２月２３日（火・祝）
場所 名寄ピヤシリスキー場

（６）町月間行事予定について

７ その他


