
 

 

 

 

 

 

 

平成29年第１回教育委員会定例会 

 

 

 

 

 

 

 

新 十 津 川 町 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年１月13日 開会 

 

平成29年１月13日 閉会 

 

 

 

 

 

新 十 津 川 町 教 育 委 員 会 



 

－1－ 

平成29年第１回教育委員会定例会 

 

平成29年１月13日（金) 

午後４時30分 開会 

 

 

〇 議事日程 

 

１ 開会 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 行事報告 

４ 報告事項 

  報告第１号 平成28年度町内小中学校在籍児童生徒数（平成29年１月分）について 

  報告第２号 臨時代理の報告について（新十津川町立学校管理規則の一部改正につい

て） 

  報告第３号 平成28年度新十津川町児童生徒就学援助費受給者の認定について 

  報告第４号 平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

５ その他 

６ 閉会 

 

 

〇 出席者（５名） 

 

  久保田 純 史 

  熊 澤 定 男 

  新 田 右 子 

  荒 山 直 人 

  近 藤 陽 介 

 

 

〇 欠席者（０名） 

 

 

○ 職務のため出席した者の氏名 

 

  事務局長       遠 藤 久美子 

  主  幹       内 田   充 

  学校教育グループ長  坂 下 佳 則 

 

 

○ 開会及び開議の宣告 

 

◎久保田教育長 

  ただいまより、平成29年第１回教育委員会定例会を開会いたします。教育委員の皆様
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には本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

○ 議事日程の報告 

 

◎久保田教育長 

  本日の日程は、お手元に配布しております議事日程により順を追って進めて参ります。 

 

 

○ 会議録署名委員の指名 

 

◎久保田教育長 

  日程第２、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員の指名につきま

しては、新田、近藤両委員を指名しますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

○ 諸般の報告 

 

◎久保田教育長 

  続きまして日程第３、行事報告を議題といたします。事務局より報告願います。 

 

◎遠藤事務局長 

  それでは、内田主幹よりご報告申し上げます。 

 

◎内田主幹 

  それでは、お手元の平成28年12月17日から本日１月13日までの行事をまとめておりま

すのでご説明申し上げます。12月17日、18日、小学生スキー教室がそっち岳スキー場に

おいて開催し、小学１年生を対象に27人が参加しております。スキー連盟の指導員15人

から丁寧な指導を受け、全員がリフトに乗れるまでに上達をいたしました。12月21日、

通学合宿振り返り会。昨年、11月７日から12日にかけて実施した通学合宿の振り返り会

を行っております。合宿に参加した23人が、合宿で学んだことが継続できたか、生活習

慣は変わったかなどを振り返る機会がありました。保護者からのアンケートでは、ゲー

ムの時間が減った、家の手伝いをするようになったなどの成果があった回答がありまし

た。12月26日から１月11日まで、学習サポート事業やまびこ。冬期のやまびこを４回開

催いたしました。参加状況については、小学生低学年延べ194人、高学年延べ221人、中

学生延べ91人が参加いたしました。また、採点、指導のボランティアとして、学校教職

員、ＰＴＡ、ゆめクラブ指導者、学生ボランティア、ハーブガーデンの方々など延べ73

人の方にご協力をいただきました。１月８日、平成29年成人式。ゆめりあにおきまして、

平成29年成人式を開催をいたしました。委員各位のご出席をいただき、成人該当者59人

のうち当日は49人の出席がありました。厳かな式典に続いて、青年協議会主催の交流会

では、中学校卒業時の担任の先生などのビデオレターの映写など、穏やかな楽しいひと

ときを過ごしておりました。１月９日、第39回全町子どもかるた大会ですが、改善セン

ターにおきまして開催をされました。参加者数は、小学生低学年で10チーム、同じく高

学年で18チーム、中学生４チーム、合計32チームが参加しまして、総勢108名が熱戦を
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繰り広げられました。結果は、小学校低学年の部はみどり区Ａチーム、小学校高学年の

部は文京区Ｃチーム、中学生の部は文京区Ａチームがそれぞれ優勝いたしました。小学

生高学年、中学生は、１月28日に栗山町で行われる空知大会に出場いたします。次に、

資料には記載ございませんけれども、中学校部活動の結果についてご報告いたします。

１月４日から６日に鷹揚旗全国選抜少年剣道大会が青森県で開催され、中学女子団体で

ベスト８となっております。続いて１月９日、北海道中学校新人剣道大会が千歳市で開

催されまして、中学女子団体におきまして優勝、中学男子団体でベスト16となっており

ます。以上、行事報告とさせていただきます。 

 

◎久保田教育長 

  行事報告の説明が終わりました。質疑はございませんか。 

 

 （「なし」という声あり） 

 

◎久保田教育長 

  それでは、ないということですので行事報告を報告済みといたします。続きまして、

日程第４、報告事項を議題といたします。報告第１号平成28年度町内小中学校在籍児童

生徒数（平成29年１月分）について事務局より説明願います。 

 

◎遠藤事務局長 

  それでは、議案書３ページをご覧ください。平成29年１月１日現在、小学校は５年生

男子１名減です。合計315名。中学校は３年生女子１名減で184名。総合計は499名、２

名減となってございます。なお、この２名の減少ですけれども、お二方は兄弟でござい

まして、12月22日に札幌市へ転出しております。以上、報告第１号の説明とさせていた

だきます。よろしくお願いを申し上げます。 

 

◎久保田教育長 

  報告第１号平成28年度町内小中学校在籍児童生徒数（平成29年１月分）についての説

明が終わりました。質疑はございませんか。 

 

 （「なし」という声あり） 

 

◎久保田教育長 

  以上をもちまして、報告第１号平成28年度町内小中学校在籍児童生徒数（平成29年１

月分）についてを報告済みといたします。続きまして、報告第２号臨時代理の報告につ

いて、新十津川町立学校管理規則の一部改正について、事務局より説明願います。 

 

◎遠藤事務局長 

  １報告事項、新十津川町立学校管理規則の一部改正について。内容は、別紙のとおり

となります。先に改正理由を申し上げます。北海道立学校管理規則の一部改正に伴い、

町立学校職員の休暇について北海道教育委員会に準拠した取扱いとするため、この規則

の一部を改正するものでございます。それでは、内容をご説明申し上げます。７ページ

をご覧ください。臨時代理第２号でございます。新十津川町立学校管理規則の一部改正

について、教育委員会を招集する時間的余裕がないことから、新十津川町教育委員会の
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職務権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる規則第４条の規

定に基づき、臨時に代理する。平成28年12月30日、新十津川町教育委員会教育長、久保

田純史。新十津川町立学校管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。新十津

川町立学校管理規則の一部を改正する規則。新十津川町立学校管理規則の一部を次のよ

うに改正するとなりまして、次のページ、新旧対照表をご覧ください。改正箇所は、第

13条第２項でございまして、休暇の項目でございます。休暇の承認について、平成28年

の人事院勧告に伴い、介護時間を追加するものでございます。休暇の種類の中に介護時

間を加えるものでございまして、左側は改正後の条文、右側が現行というか12月までの

条文でございまして、介護時間を加えたものとなってございます。介護時間につきまし

ては、日常的な昨今の少子高齢化の影響もあり、介護ニーズに対応するために、職員が

介護のため勤務しないことを承認できる仕組みを新設したものでございます。７ページ

をまたお戻りください、ご覧ください。附則でございます。この規則は、平成29年１月

１日から施行するものでございます。以上、報告第２号の説明とさせていただきます。

よろしくお願いを申し上げます。 

 

◎久保田教育長 

  報告第２号臨時代理の報告についての説明が終わりました。質疑はございませんか。 

 

◎近藤委員 

  介護時間というのは、途中中抜けしてとかそういう意味の時間でしょうか。 

 

◎遠藤事務局長 

  そうですね、人事院の概要を申し上げますと、日常的な介護ニーズに対応するためと

いうことで、介護のため勤務しないことが相当であると認められた場合に、連続する３

年以下、１日につき２時間以下で勤務しないことを承認できる仕組みを新設したという

ことになっております。以上です。 

 

◎近藤委員 

  分かりました。 

 

◎久保田教育長 

  ほかに質疑はございませんか。 

 

◎久保田教育長 

  よろしいですか。 

 

 （「はい」という声あり） 

 

◎久保田教育長 

  それでは、以上をもちまして、報告第２号臨時代理の報告について、新十津川町立学

校管理規則の一部改正についてを報告済みといたします。続きまして、報告第３号平成

28年度新十津川町児童生徒就学援助費受給者の認定について、事務局より説明願います。 

 

◎遠藤事務局長 
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  申請世帯数及び児童生徒数は、１世帯２人。２人は小学生でございます。認定状況、

別紙のとおりとなります。10ページをご覧ください。こちらの世帯につきましては、こ

の倍率のところですけれども、所得額と需要額の案分で見ますと1.23ということで、基

準となっております1.3に達しておりませんので、認定可というふうにさせていただい

ております。９ページお戻りいただきまして、認定開始日でございます。開始日は、平

成28年11月27日、こちらは転入の日からとなってございます。以上、報告第３号の説明

とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

 

◎久保田教育長 

  報告第３号平成28年度新十津川町児童生徒就学援助費受給者の認定についての説明が

終わりました。質疑はございませんか。 

 

◎荒山委員 

  この世帯は、11月に他の市町村から転入されたということですか。 

 

◎遠藤事務局長 

  滝川市から、転入されていますが、申請を受理したのち審査のための所得の確認等を

しておりましたので、12月の定例会に報告が間に合わなかったものですから、今回、報

告をさせていただいております。 

 

◎荒山委員 

  分かりました、はい。 

 

◎久保田教育長 

  ほかに質問、質疑ございませんか。 

 

◎久保田教育長 

  よろしいですか。 

 

 （「はい」という声あり） 

 

◎久保田教育長 

  それでは、以上をもちまして、報告第３号平成28年度新十津川町児童生徒就学援助費

受給者の認定についてを報告済みといたします。続きまして、報告第４号平成28年度全

国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について事務局より説明願います。 

 

◎遠藤事務局長 

  それでは、議案書11ページをご覧ください。内容は別紙のとおりとなりまして、13ペ

ージをご覧ください。こちらの調査につきましては、平成20年度から行っているもので

ございまして、東日本大震災の影響で実施できなかった23年度を除き、今回で８回目と

なるものでございます。調査の目的でございますが、１つ目として、国が全国的な子供

の体力の状況を把握、分析することにより、子供の体力の向上に係る施策の成果と課題

を検証し、その改善を図る。２つ目として、各教育委員会、各国公私立学校が全国的な

状況との関係において自らの子供の体力の向上に係る施策の成果と課題を把握し、その
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改善を図るとともに、そのような取組を通じて、子供の体力の向上に関する継続的な検

証改善サイクルを確立する。３つ目として、各国公私立学校が各児童生徒の体力や運動

習慣、生活習慣等を把握し、学校における体育、健康に関する指導などの改善に役立て

ることとしております。２調査の対象とする児童生徒ですが、小学校は５年生、中学校

については２年生でございまして、全生徒を対象としております。３調査実施日ですが、

国から４月から７月末までの期間で実施することとなっておりまして、７月までに実施

を完了してございます。４調査結果でございます。本町の結果を表にして比較しており

ます。最初、１つ目の表は、小学校５年生の結果でございます。こちら、８つの項目に

ついての調査を行っておりまして、この表の◎が全道、全国平均を上回ったもので、○

につきましては、全道、全国平均と同程度のものでございます。男子につきましては、

４項目が全国よりも上回り、５項目が全道より良い結果となってございます。女子につ

きましては、２項目が全国、全道より良い、高い結果となってございます。次に下の表

が中学２年生でございます。男子につきましては、５種目が全国を上回っており、６種

目が全道を上回り、体力の合計点で全国、全道を超え、平均を超えております。また、

女子につきましては、３種目が全国を上回り、６種目が全道を上回り、体力合計点数で

も全道を上回っております。全国と同程度ということで、今年につきましては、総じて

良い結果、中学２年生については良い結果、まあ小学生についてもまあそれなりの良い

結果ではなかったかと思っております。14ページ、15ページご覧いただきたいと思いま

す。こちらの１番上のチャート図でございますが、全国平均を50といたしまして、青線

が全道平均、赤線が本町の平均ということで、黒線より赤線が外側にあるものが全国を

上回っているものとなります。14ページは小学生の分析となります。中ほどの表の右、

体力合計点総合評価の児童の割合というところの横棒のグラフをご覧いただきたいと思

いますが、体力の合計点を５段階の、５ランクに分けてその分布割合を棒グラフにした

ものでございます。本町の男子、上の表で、男子の傾向なんですけれども、１番左がＡ

ランクで水色、能力の高い子どもの割合です。こちら見ますと本町は17.2パーセントと

いうことで、全国、全道と比較しますとずいぶん割合的にはＡランクの子が多いという

ことが見て取れますが、反対にＥランクの１番点数の低いランクの子、より明るい水色

で表されていますけれども、このＥランクの児童の割合が、27.6パーセントと、これも

全国、全道を大きく上回っているというのが今年の特徴だなというふうに、まあ何と言

うんでしょうね、両極端な感じがちょっとこれを見ると見て取れます。その下の女子な

んですけれども、総合評価Ａランクの児童の割合が4.8パーセントと、全国、北海道と

比べますとずいぶん低いというふうに見て取れます。その下が、児童質問紙ということ

で、子どもたちに運動に関する質問がありまして、その中のちょっと３つを比較してお

ります。運動が好きですか、運動は大切だと思いますか、あなたは１週間どのぐらい運

動をしていますかというようなこの３つの質問なんですけれども、男子につきましては

水色です。全て全道、全国より高い割合という結果が出ております。また、女子につき

ましては、運動が好きと運動は大切だと思うは全国平均を上回っておりますが、実際に

動いている運動の総運動時間がちょっと低い、２割ぐらい低いというちょっと残念な結

果となっております。続いて右、15ページのこちらは中学校の分析結果となります。こ

ちらも同じように中ほどの表、体力合計点総合評価の生徒の割合、横棒のグラフをご覧

いただきたいと思います。上の表、男子ですが、こちらも１番よい分布のＡ評価の子ど

もの割合が13.8パーセントと全国、全道を大きく上回っています。続いてのＢランクと

合わせましても高い結果となっています。下の女子なんですけれども、女子のＡ評価の

子が26.9パーセントとほぼ全国並み、Ｂ評価と合わせましても全国並みということで、
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全道の平均がまあ低いというふうにも読めるんですけれども、女子は反対に１番低いＥ

ランクの子どもがいないんですよね、それもまたすばらしいことではないかというふう

に思います。その下の生徒質問紙なんですけれども、質問の項目については小学生と同

じ質問です。男子については、運動が好きと運動は大切が全国平均を下回っております

が、実際の１週間の総運動時間平均が全国を上回っております。また、女子につきまし

ては、運動が好きというのと１週間の総運動時間が全国をこれもまた上回っております

が、真ん中の大切だと思うかという考え方については、ちょっと若干低い、まあ同程度

ですけれどもちょっと低い数字となっております。小中とも、全国平均を今回上回った

項目が多いのは、やはり本町の場合、運動時間がやはり多いというのが要因の一因では

ないかというふうに考えております。以上、報告第４号の説明とさせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。 

 

◎久保田教育長 

  報告第４号平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果についての説明が終

わりました。質疑はございませんか。 

 

◎熊澤委員 

  学力のグラフから比べたら、ずいぶん見やすいですね。 

 

◎久保田教育長 

  学年が体力は１年ずれていますので、はい。学力は小６、中３を対象に、体力は小５

と中２という。４月以降になると今の体力をやった今小５と中２が学力の調査というこ

とで。 

 

◎久保田教育長 

  少年団の活動ですとか、中学生については部活動、あるいは日本ハムとのパートナー

協定等も行っておりますので、これらも含めて、今後についても、新年度についてもい

ろいろ体力の面で、いろいろな専門家のアドバイスをいただいた中で、体力の増強に努

めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

◎荒山委員 

  中学校の部活で運動系といったら今野球、サッカー。 

 

◎遠藤事務局長 

  バレー、バスケット。 

 

◎荒山委員 

  バレー、バスケット。 

 

◎遠藤事務局長 

  ソフトボール。 

 

◎荒山委員 

  ソフトボール。 
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◎遠藤事務局長 

  卓球。 

 

◎久保田教育長 

  剣道。 

 

◎遠藤事務局長 

 剣道。 

 

◎荒山委員 

  ああ、剣道とか。 

 

◎久保田教育長 

  あと、まあ吹奏楽もありますね。 

 

◎荒山委員 

  文系は吹奏楽ということで。どれぐらいの割合で部活に参加しているんですかね、中

学校で。 

 

◎遠藤事務局長 

  ８割超えです。 

 

◎荒山委員 

  ８割。 

 

◎遠藤事務局長 

  年度当初でいくと。まあ途中でもしかしたら辞めたり入ったりしているかもしれませ

んけれど。 

 

◎荒山委員 

  吹奏楽も含めてね。 

 

◎遠藤事務局長 

  全部入れて、８割です。 

 

◎久保田教育長 

  近隣よりは確か高いはずなんです。 

 

◎荒山委員 

  そういうのも関係していますよね。 

 

◎遠藤事務局長 

  総じて握力がすごく高いんですよね。 
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◎荒山委員 

  すごいですよね。 

 

◎遠藤事務局長 

  握力が高いからボールを投げるのも投げられるんだか何か分かりませんけれども。 

 

◎熊澤委員 

  剣道のおかげ。 

 

◎荒山委員 

  剣道のあれじゃないですかね、やっぱり。いや、あると思いますよ。 

 

◎久保田教育長 

  野球もやっぱりバットを握ったり、こう、グリップとか。 

 

◎荒山委員 

  そうですよね。 

 

◎久保田教育長 

  影響しているかもしれないですね。 

 

◎久保田教育長 

  ほかに質疑ございませんでしょうか。 

 

◎久保田教育長 

  よろしいですか。 

 

 （「はい」という声あり） 

 

◎久保田教育長 

  それでは、報告第４号平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

を報告済みといたします。続きまして、日程第５、その他を議題といたします。事務局

より説明願います。 

 

◎遠藤事務局長 

  それでは、最初に次回の定例会の日程の確認をさせていただきます。次回は、２月16

日でございまして、この日は定例会の前にいろいろと会議等予定させていただきました。

まず、給食の試食をしたいと思っておりますので、11時50分に集合いただいて、こちら

から公用車で移動したいと思っております。まず給食センターで給食を試食したあと、

そのあとそっち岳スキー場の方に行きましてスキー場を見ていただくのと、ちょうどそ

の日は、小学校のスキー授業もやっておりますのでその様子もご覧いただいて、そのあ

と13時45分から役場で、総合教育会議。去年２度ほど開催しておりますが、本年度初の

総合教育会議になります。来年の予算を伴う等の重点事項について、協議をさせていた
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だきたい、主なものはそちらでございます。それを１時間ほどというふうに予定してお

ります。そのあと、３時から定例教育委員会をこちらの場所で開催したいと考えており

ます。よろしくお願いいたします。16日は皆さんよろしいですか。 

 

 （「はい」という声あり） 

 

◎遠藤事務局長 

  ありがとうございます。それで、続いて、３月の委員会の日程ですけれども、一応３

月につきましては、24日が小中の修了式でございます。それで、例年異動される教職員

の方の退職・転職教職員感謝と激励の会を開催し、お礼を申し上げる会をその日にやる

とすればこの24日の日に、そのあとに定例教育委員会をという案が１つと、教員の人事

異動に際しての辞令ではないんですけれども、人事の通知を今年度からやり方を変えな

ければならないというような通知があって、３月31日に異動する教員を一堂に集めて、

そこでその通知を教育委員会から渡さなければならないというようなことになったとき

に、その日に感謝と激励の会を併せてやるとすれば、もしかしたらその31日に教育委員

会をやるのがいいのかなというのと、その２案を考えております。どちらか分からない

中で何なんですけれども、その２案の中でも何か都合が悪いということはございますか。 

 

◎近藤委員 

  年度末はなるべく避けたいです。ちょっと空けておきたいなというのはあります。 

 

◎遠藤事務局長 

  では、日程が決まり次第ご連絡いたしますが、どちらかということで気にとめていた

だいて、どうしても感謝と激励の会が31日になったときには、委員会をいつにするかは

また検討させていただきます。 

 

 （「はい」という声あり。） 

 

◎遠藤事務局長 

  それで、もう１点。３月の上旬に例年臨時教育委員会を開催しております。こちらの

案件につきましては、教員の人事異動内示の前に、教育委員会にその情報が入った段階

で教員に知らせる前に、まず教育委員会にお知らせするということで、その日がまだい

つになるか定かではございませんが、だいたい３月８日ぐらいじゃないかという、そこ

ら辺はその解禁の日が決まりましたら、また招集させていただきます。分かり次第ご連

絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎久保田教育長 

  質疑ございますか。 

 

◎久保田教育長 

  よろしいですか。 

 

 （「はい」という声あり） 
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◎久保田教育長 

  それでは、以上をもちまして、平成29年第１回教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

（閉会 午後５時10分） 
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