
令和３年４月定例教育委員会議 会議録

□開催日時 令和 ３年 ４月２３日（金）１３時３０分～１４時４０分

□開催場所 役場会議室

□出席委員 教 育 長 田邊 彰宏

委 員 小倉 弘 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 中学校教頭 高橋 充

こども園園長 相座 豊 こども園副園長 大島 朗

教育次長 工藤 正勝

主 幹 小林 美幸 主 任 吉田 智一

□欠席委員 職務代理者 石井 英正

□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、小倉委員、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、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

（４）その他報告事項

①中頓別町教育情報セキュリティポリシーの策定について

５ 議 案

議案第１号 中頓別町学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の制定について

議案第２号 中頓別町学校給食補助金交付規則の一部を改正する規則の制定について

議案第３号 学校運営協議会委員（認定こども園）の委嘱について

議案第４号 学校運営協議会委員（中頓別小学校）の委嘱について

議案第５号 学校運営協議会委員（中頓別中学校）の委嘱について

議案第６号 中頓別町教育支援委員会委員の委嘱について

議案第７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８号 中頓別町学校・家庭・地域の連携による教育支援活動運営委員及び同運営委員会支援

委員の委嘱について

６．協議事項

（１）５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）令和３年中頓別町成人式について

(２) 第２０回町長杯争奪町民パークゴルフ大会について

（３）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 ３月２４日（水）の定例教育委員会以降の教育行政報告いたします。

①３月２１日（日）９時４０分～１１時００分 第１１０回小学校卒業証書授与式について

○ 9時 40分から小学校体育館で第 110回卒業証書授与式が挙行されました。町長とともに
出席しました。昨年は出席しておりませんので、出席する意義等十分に感じていました。卒

業式は粛々と進行し、森校長から 8人の卒業生一人一人に卒業証書が授与されました。制服
姿が凛々しく見えました。5年生から送る言葉、6年生からお別れの言葉がありました。最
後に 5年生・6年生で「旅立ちの日に」を合唱し、卒業式は終了しました。在校生の出席は
５年生のみだったので、少し寂しかったです。

すぐ、卒業生を祝う会となり、１年生～４年生までのビデオレター、６年生の小学校生活

や各種行事等のスライドに卒業生は感無量、５年生は来年は自分たちです。思い出多い小学

校を８人が巣立っていきました。

②３月２７日（土）10時 00分～ 認定こども園卒業式について

○ 10時からこども園ホールで卒業式が行われました。保育利用児 12名に相座園長から保育
証書が授与されました。町長、教育長ともに所要のため欠席しております。

③４月１日（木）11時 00分 令和３年度中頓別町自治記念式

〇 11時から中頓別町自治記念式が執り行われました。修礼、国歌斉唱、町長式辞、表彰状授与
が行われました。今年度の対象者は消防・防災功労賞の４名の方々が対象でしたが、全員欠席さ

れ、代理で表彰状等を授与されました。村山議長と東海林自治会連合会長から来賓祝辞がありま

した。

④４月２日（金）10時 00分 認定こども園入園式

〇 10時からこども園ホールで入園式が行われ、町長と出席しました。総勢 60人、保育や教
育、支援等に当たる職員が相座園長、大島副園長、ダリン等 20名程度、人数が多くなりま
した。入園式に出席した子どもたちはおりこうさんでした。

⑤４月５日（月）13時 30分 着任教職員辞令伝達

〇 13時 30分から令和３年度着任教職員に、教育委員３名、森校長、高橋教頭臨席の下、そ
れぞれの教職員に辞令を伝達しました。小学校は７名、中学校８名、合計１５名の着任教職

員に辞令を伝達しました。それぞれの持ち味や力量等発揮していただくことを期待していま

す。

⑥４月６日（火）13時 30分 中学校入学式

○ 13時 30分から中学校入学式が体育館で挙行され、町長、PTA会長とともに出席しまし
た。担任の先生による新入生 8人の氏名呼称、小林校長から式辞があり、歓迎セレモニーと
して生徒会長から歓迎の挨拶、２・３年生による歓迎の合唱がありました。新入生代表によ

る誓いの言葉、校長から 20人の教職員紹介がありました。全校生徒 28人に教職員 20人と
なりました。

⑦４月７日（水）10時 小学校入学式

〇 10時から小学校体育館で入学式が挙行されました。担任の先生に導かれて、ピカピカの 1
年生 14人（男子 6人、女子 8人）が元気に入場してきました。新入生紹介では全員、元気
に手を挙げて「はい」と返事がありました。校長式辞を聞く姿勢も立派。落ち着いています。

児童会長さんの歓迎の言葉は読み原稿なしで見事でした。今回は 2年生から 6年生まで全員
が出席していました。お姉ちゃん、お兄ちゃんとして貫禄か、背筋が伸びていました。

小学校は、1年 14人、2年 6人、3年 8人、4年 16人、5年 17人、6年 6人、合計 67人
となりました。教職員も 2人増えて 21人となりました。



⑧４月１２日（月）10時～11時 50分 第１回教育長会議

◎田中局長から

令和３年度 宗谷管内教育推進の重点「子供の未来保障+10」
＋10は全国平均+10
施策を踏まえた具体的な取組の「学校評価における目標達成の把握」に位置付ける

知（学力）・体（体力）・徳（いじめ未然防止等）

経営方針・教育課程に反映され、成果がでているか？

教育課程を通じて資質・能力を身に付けさせること。

往還的な関係、特別活動との関連性。学力の向上は特別活動の質を高める。

これらのことが、道教育行政執行方針「北海道への誇りと愛着を持ち、未来を切り拓く人

づくり」につながる。

◎菅野次長から

働き方改革北海道アクションプランについて

スクールロイヤー制度について、宗谷は旭川弁護士会が法務相談の担当

当初人事の教頭昇任８名、他管内から校長、教頭配置。

教頭職は不足している。ミドルリーダー養成研修は８月上旬を予定。

◎小山内義務教育指導監から

学校経営指導訪問実施要領を説明

一次訪問（５月～６月Web会議）、二次訪問（９月～12月 種別ＡＢＣ）

◎小屋企画総務課長から

飲酒運転の根絶、飲食につながる歓送迎会を控える

へき地級の見直しについて

1年単位の変形労働時間制 教育委員会規則等の制定が必要

兼職兼業の取り扱い

◎千代教育支援課長から

学力保障の取組（令和３年５月２７日（木）実施）Ｓサポート

コミュニティスクールと地域協同活動（地域コーディネーター）

デジタル教科書：中頓別町は中小５・６年生 （5/22研修会実施）
英語教育の充実、英検ＩＢＡ

不登校・いじめ等への対応（ゼロの学校は保護者へ周知すること）

自殺予防

初任者研修はオンデマンドで実施。

指導主事訪問一時訪問はオンライン

道立教育研究所、宗谷教育研修センター年間計画

☆宗谷管内児童・生徒結核対策会議 11：50～12：00
役員は令和２年度と同様、令和２年度は要検討者なし収支決算なし。報告・承認

☆第８地区教科用図書採択委員会会議 12：00～12：15
役員は変更なし。事務局から事業報告、収支決算報告・承認

令和３年度は、採択年度でないことから活動予定なし。

☆教育長部会

意見交換・情報提供等なし

⑨４月２０日（火）第１回公立高等学校配置計画地域別検討協議会

○ 令和３年度の公立高等学校配置計画地域別検討協議会が Zoomで開催されました。
前半は、宗谷学区の今年度入試の状況について、後半は高校の魅力化について、説明、そ

れぞれの高校の特色ある取り組み等の紹介がありました。校長による学校紹介的な感となり

ました。最後に小学校森校長に発言が求められました。こども園から英語教育について、発

言があり、中中の生徒の受け皿となる浜頓別高校も地域や本町の英語教育を理解した取組を

期待する趣旨でした。それぞれの高校が魅力化を図り、入学者を確保することは当然のこと

ですが、ＰＲしても入学する生徒の絶対数が足りない中では苦しい高校もあると思ってまし

た。



⑩４月２１日（水）13：30～ 定例校長会・教頭会（町民センター）

（１）第１回教育委員会議 ４月 12日(月）の報告
（２）連絡事項

① リーフレット「自分の「心」を見つめてますか？～不祥事防止研修資料～」について

② 学校における体育活動中の事故防止等について

③ 学校保健活動の充実について

④ 学校における個人情報の紛失・流出の防止について

⑤ 部活動における感染症対策の徹底について

⑥ 令和２年度学校職員の懲戒処分事例について

⑦ 学校職員の交通違反・事故発生状況について

⑧ 学校職員の懲戒処分について

⑨ その他

イ) 職員の飲酒運転に係る再発防止の徹底について
ロ) 3月 9日（火）第１回定例会
ハ) 令和 4年度道立高校入試の変更点について

各教科 100点、500点満点へ
解答時間、50分へ
英語聞き取りテストで 2回読まれる問題と１回しか読まれない問題を出題
（配点は 30～35％へアップ）
定時制で自己推薦入試を実施へ、募集人員の 30％程度の数、自己推薦書の実施
≪9月に最終決定≫

二) 「新型コロナウイルス感染症」に係る出席停止報告
・ 新型コロナウイルス感染症に罹患した者 →「新型ウイルス感染症」

・ 濃厚接触者と特定された者、濃厚接触者として特定されないが行動制限があった者、

本人又は同居の家族に風邪症状があり自宅療養した者 →「新型ウイルス感染症関係」

・ 医療的ケア児や基礎疾患児について、登校すべきでないと判断された者→「新型コ

ロナウイルス感染症（基礎疾患）」

・ 感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等について、感染経路のわからな

い患者が急激に増加している地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると

保護者が考える場合に合理的な理由があると校長が判断した者→「新型コロナウイル

ス感染症（不安）」

ホ） 「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」における調査報告書

について

へ） 木質化プロジェクト「未来のための森の授業」産業課、町の取組（依頼）について

・ 大きな松ぼっくりモニュメントの作成協力依頼

・ 対象は小５、授業や土曜日の活用。

ト） NTT東日本ロボコネクト Sota プログラミングへの興味を喚起

・ 授業やイベントの開催について

チ） 次回校長会・教頭会の日程について ５月１９日（水）13時 30分～町民センター
※ 新北海道スタイルを徹底！！の継続

※ 集中対策期間の延長。

～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～

＜1＞学校交流（小学校・中学校）から報告

⑩ 4月 21日（水）16：00～ 中頓別町教育研究会総会

Zoomで本町教育委員会総会が行われました。挨拶を行いました。学校力向上に関する総
合実践事業、小中一貫教育に係る中学校英語教員による乗り入れ授業の実施、研修視察の実

施に係る旅費の措置についてお話ししました。

報告事項、協議事項、役員改選等がありました。コロナ状況下での活動になりますが、活

動が教師力や学校力の向上につながり、こどもたちの知体徳の向上にもつながることを期待

しています。



（２）幼児、児童、生徒（指導）の状況報告について
※幼児について相座園長が説明。本年度転居等により、13名が新たに入園。総計 60名。昨年度末
より 3名増。秋には 65名程度になる模様。
※森のこども園の実施状況について説明。

※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 入学式

・ 新入生１４名が元気に参加。さらに今年度は、来賓、在校生、教職員が参加できた。

・ 新入生の元気な返事、校長からの式辞、在校生代表の歓迎の言葉と在校生の紹介など、

コロナ状況下において、式の開催方法を工夫しながら実施することができた。

② 街頭指導、下校指導

・ ４月８・９・１２日、登校時の街頭指導と１年生の下校指導を行った。

・ 街頭指導では、新１年生と該当する在校生が一緒に元気に登校する姿が見られた。

・ 下校指導では、担当の職員の付き添いのもと、下校のルールを確認し、安全に留意して

下校することができた。

③ 参観日・PTA総会
・ ４月１８日（日）、日曜参観と PTA総会を行った。たくさんの保護者の参加があった。
・ 今年度の PTA総会はWeb開催にし、懇談を行う各教室に保護者、PYA役員は校長室
などのように分散して Zoomで行った。

④ 学校生活の様子

・ 新１年生も学校生活リズムに対応してきて、元気に学校生活を送ることができている。

学習にも意欲的に参加する子が多く、支援員のサポートもあり、いきいきとチャレンジし

ている。ただ、体調を崩す子も多く、気をつけて見守っていきたい。

・ 今年度、朝 8:15～8:30の時間を読書活動とし、静かな空間の中で、読書に親しむことが
できていた。この時間、担任・その他の職員も読書をし、児童と時間を共有している。

・ タブレットを活用した授業を今年度も進めている。新 1年生・転校生分のタブレットの
登録が完了次第、全校で取り組んでいく（現在も、あるタブレットで対応して活動してい

る。

・ 子供たちが元気に登校し、会話や遊びを通して学校生活を楽しんでいた。

２ 特機事項

＜１＞新型コロナウイルス感染症に伴う学校の対応

・ 同居する家族に発熱等の症状が見られ、登校を控える児童への対応

→家族の希望や了承を得て、Zoomを活用し、家庭と当該学年の教室を繋ぎ、授業に参
加できるように環境整備を行い対応する

※中頓別中学校高橋教頭から、報告

１４月（４月６日～４月２１日）の学校の取組の様子について報告

＜１＞学校行事

① 入学式 ４月６日（火）

・ 今年は、卒業式と同様な形で保護者と在校生参加で式を行った。在校生は新入生を温

かく迎えるために、式場準備や装飾などに励んでいました。新入生は新たな決意を胸に

抱いて式に挑んでいました。

② 生徒会オリエンテーション・部活動オリエンテーション・部活動体験入部

・ １年生のために４月８日（木）には中中の「生徒会」について、１７日（土）には、

「部活動」についてのねらいや活動を先輩達が説明してくれるオリエンテーションが開

催されました。また、１２～１５日には部活動体験入部が行われました。

部活動については、１９日（月）に入部届けが提出され、１年生の入部希望先は

「バスケ部５名・卓球部２名・吹奏楽部１名」



③ 参観日・PTA総会
・ ４月７日（土）の参観日・PTA総会は２５家庭からの来校でした。今年度はYoutube
による各学年の授業配信も行いました。なお、お知らせは、安心メールを活用しました。

＜２＞その他

① 職員について

この春の異動で９名の職員が新たに赴任しました。

・ マギー先生 ― 中学校常駐となり、全学年英語に入っています。担当と打ち合わせ

をしながら、授業に臨んでいます。また、新卒教員にもアドバイスをしている姿も見ら

れ、意欲的に活動に励んでいます。

② ICTについて
・ ４月１７日（土）に各学年で授業配信を行いました。今後も授業配信等を計画的に検

討していきます。

・ タブレットの効果的活用について、ICT検討委員会を中心に話し合っています。

③ 運動会について

５月２２日（土）に午前開催予定です。種目は密になる協議を避けて実施します。規

模も縮小し、参加者は保護者と関係者のみで考えています。参観場所については、昨年

と同様に観客席を設けず、自由参観とし、密にならないような形でお願いしたいと思い

ます。

また、運動会までの取組としていた PTAによる旗作りと運動会当日の PTA種目の実
施はコロナ感染症対策のため、実施しないことにしました。

④ 局長訪問

４月１９日（月）宗谷教育局より、局長・指導監・次長・支援課長が来校されました。

全国学力状況調査を始めとして、学校の対応などについて助言をいただきました。

⑤ 新型コロナ対策について

イ）体調管理について

・ これまでと同様に、本人と同居する家族への検温をお願いします。

・ 本人または同居する家族に発熱が見られた場合は、登校を控えるようお願いしています。

・ 本人についてはチェックシートの提出とマスク着用をお願いしています。

ロ）学校での取組

・ 引き続き、換気・手洗い、手指消毒、密回避、飛沫感染防止などの対策の他、差別や

偏見に関する指導も行います。

・ 今後の感染状況に対応できるように、タブレットや ICTを活用した実践を行うととも
に、Youtube等の動画配信も活用していきます。

（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
・ ３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。

（４）中頓別町教育情報セキュリティポリシーの策定について
・ 工藤教育次長から中頓別町教育情報セキュリティポリシーの策定について、目的及び基本方針
について説明。

□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 中頓別町学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の制定について

※ 工藤次長から中頓別町学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の

制定について、改正の要旨として、令和３年２月１２日付け２文科初第１６８４号

にて、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第８条第１項の規定に基づき、児

童又は生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準を改正する学校給食実施基準の一

部改正について、令和３年２月１２日に告示され、令和３年４月１日から施行され

ております。今回の一部改正について、本基準が児童生徒の全国的な平均値を示し

たものであることから、適用に当たっては、児童生徒の個々の健康及び生活活動等

の実態並びに地域の実情等に十分に配慮し、弾力的に運用するとともに、児童生徒

の健康の増進及び食育の推進を図るため改正するものです。

□田邊教育長 中頓別町学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の制定について、

議決を求めます。

◇全委員 異議なし

議案第２号 中頓別町学校給食補助金交付規則の一部を改正する規則の制定について

※ 工藤次長から中頓別町学校給食補助金交付規則の一部を改正する規則の制定

について、改正の要旨として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月２０日閣議決定。以

下「経済対策」という。）のすべての事項についての対応として、地方公共団体が、

地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作

成した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画（以下「実施計

画」という。）に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、

感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、家賃支

援を含む事業継続や雇用維持等への対応、「新しい生活委様式」を踏まえた地域経

済の活性化等への対応を通じた地方創生を図ることを目的とした交付金です。

本交付金に対応するため、規約の整備が必要であることから改正するものです。

□田邊教育長 中頓別町学校給食補助金交付規則の一部を改正する規則の制定について、議

決を求めます。

◇全委員 異議なし



議案第３号 学校運営協議会委員（認定こども園）の委嘱について
議案第４号 学校運営協議会委員（中頓別小学校）の委嘱について

議案第５号 学校運営協議会委員（中頓別中学校）の委嘱について

議案第６号 中頓別町教育支援委員会委員の委嘱について

議案第７号 中頓別町特別支援教育委員委員会委員の委嘱（変更）について

議案第８号 中頓別町学校・家庭・地域の連携による教育支援活動運営委員及び同運営委員会

支援委員の委嘱について

※ 吉田主任から学校運営協議会委員（認定こども園）（中頓別小学校）（中頓

別中学校）の委嘱について、中頓別町教育支援委員会委員の委嘱について、

中頓別町特別支援教育委員委員会委員の委嘱（変更）について、中頓別町学

校・家庭・地域の連携による教育支援活動運営委員及び同運営委員会支援委

員の委嘱について、議案第３号から議案第８号までを一括で説明。

□田邊教育長 学校運営協議会委員（認定こども園）（中頓別小学校）（中頓別中学校）の委嘱に
ついて、中頓別町教育支援委員会委員の委嘱について、中頓別町特別支援教育委員
委員会委員の委嘱（変更）について、中頓別町学校・家庭・地域の連携による教育
支援活動運営委員及び同運営委員会支援委員の委嘱について、議案第３号から議案
第８号までを一括で、議決を求めます。

◇全委員 異議なし

６．協議事項

□田邊教育長 協議事項（１）５月定例教育委員会議の日程について

５月定例教育委員会議日程について、令和３年５月２０日（木）

午後１時３０分から開催します。

◇全委員 異議なし

７．その他連絡事項

（１）令和３年中頓別町成人式について

令和３年５月２日(日) １５:００～ 開催予定

（２）第２０回町長杯争奪町民パークゴルフ大会について

令和３年５月１６日(日) 寿パークゴルフ場 8：30～ 開催予定

（３）町月間行事予定について


