平成２８年第８回池田町教育委員会定例会

会議録

池田町教育委員会会議規則（昭和３１年１０月８日教育委員会規則第３号）第１９条の
規定により以下のとおり調製した。
１、開会及び閉会に関する事項
開会日時
平成２８年 ８月２４日（水）
閉会日時
平成２８年 ８月２４日（水）
開催場所
池田町教育委員会 ２階会議室
２、出席委員の氏名
田 中
佐 藤 敏
塩 谷 吉
杉 山 知
鈴 木 良

功
昭
広
子
子

午前 ９時３０分
午前１０時４０分

（教育長）
（職務代理者）
（委 員）
（委 員）
（委 員）

３、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
天 野 和 則（教育課長）
永 田 尚 志（教育課主幹）
伊 倉 将 光（指導主事）
赤 松 真 哉（教育課学校教育係長）
４、教育長の報告の要旨
前回定例会（７月１１日）以降の行政報告を行った。
５、議題及び議事の大要 ……………………………………………………………
議案第２７号
平成２９年度に使用する池田町立小中学校教科用図書の採択
について
議案第２８号

平成２７年度池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及
び執行状況についての点検及び評価の報告書について

６、議題となった動議を提出した者の氏名

…………………………………

７、質問又は、討議をした者の氏名及びその要旨
８、議

決 事 項
議案第２７号

…………………………

な

し

な

し

…………………………………………………………………
平成２９年度に使用する池田町立小中学校教科用図書の採択
について
…………………………………………………

議案第２８号

原案可決

平成２７年度池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及
び執行状況についての点検及び評価の報告書について
…………………………………………………

原案可決

平成２８年第８回

１
田中教育長

開

会

池田町教育委員会定例会

会議録詳細

（９：３０）

ただいまから、平成２８年第８回定例会議を開会いたします。
２

会期の決定

田中教育長

会期は本日１日限りといたします。ご異議ございませんか。

各委員

異議なし
３

田中教育長

議事録署名委員指名
続いて、本日の会議の会議録署名委員として佐藤委員を指名いたします。あ
わせて、会議録調製員として学校教育係長を指名いたしま す。

４

議事録報告及び承認

田中教育長

前回の議事録を事務局より報告させます。

事務局

平成２８年第７回定例会議の概要を報告。

田中教育長

報告を受けた内容でよろしいでしょうか。疑義が無ければご承認していた
だいたものといたします。前回指名した鈴木委員に署名をお願いします。
―
５

田中教育長

鈴木委員により署名が行われる

―

行政報告
７月１１日に開催されました「第７回定例会」以降の行政報告をさせてい

ただきます。
１２日に池田中学校の陸上部と柔道部が中体連の全道大会出場の挨拶にき
ました。８月８日には、その結果報告に来ていただいております。全道大会
では、思うように日頃の成果が発揮できず悔しい思いをしてきた生徒が多か
ったようですが、その中でも柔道の３年生原君と陸上砲丸投げの３年生久保
田さんが全道大会で優勝し全国大会出場するとの報告を受けました。柔道の
原君については、先週の１７日から２０日に新潟県上越市で大会が行われて
おり、残念ながらシードの２回戦で、僅差で敗れたと聞いております。久保
田さんについては、今週２１日から２４日に長野県松本市で行われる大会に
行っており、砲丸投げは、今日、午前中に予選、午後から決勝の予定となっ
ております。健闘 を祈りたいと思います。７月１３日と１４日に議会の文教厚
生常任委員会の所管事項調査として学校訪問していただきました。隔年で実
施しており、小中学校の子ども達の状況や施設面など見ていただいておりま
す。行政報告に記載はしておりませんが、２２日は

小中学校４校の終業式

が行われ、大きな事故・事件も無く１学期を終えております。
夏休みに入った直後の２５日には、小学生の道外派遣研修として読谷村へ

の研修団３９名を送り出しております。２９日に帰町しており、８月７日に
事後研修として報告会を開催しております。若干、体調を崩した児童もいま
したが、親元を離れての４泊５日の研修は有意義なものだったと報告を受け
ています。８月９日・１０日は、第 ５９回 北海道学校給食研究大会を本町で開
催させていただきました。最近では本町のような小規模自治体での開催はな
かったと思います。本別・足寄にもご協力をいただき、分散開催となりまし
たが、大きな混乱もなく無事終了することができました。関係者の皆さんに
感謝したいと思います。１７日には、池田中学校の吹奏楽部が帯広地区大会
を勝ち抜いて全道大会に出場することになり、挨拶に来ていただきました。
平成２５年以来、３年ぶりの代表となるので、部員全員、全道大会は初めて
ですが、良い演奏をしていただきたいと思っています。２３日、昨夜ですが、
第３３回目になります地域対抗ペタンク大会がはじまりました。昨年より５
チーム少ない２７チームですが、参加地区は１４地区から１７地区に増えて
おり、地域的な広がりをみせております。熱戦を期待したいと思います。
行政報告には、２３日に議会文教厚生常任委員会所管事項調査として管内
プール等視察と記載しておりますが、前日から台風９号の北海道上陸が予想
され、視察先自治体でも災害対応に追われご迷惑をかけるとの事で、視察を
延期しております。日程が決まり、視察を終えたらご報告したいと思います。
あわせて台風関連で、昨日（２３日）台風９号の北海道上陸が予報されてお
り、登校時間に強風・豪雨との予報でありましたので、町内の３小学校と中
学校の始業時間を２時間繰り下げる対応をいたしました。思ったほど天候は
あれなかったので、ほっとしているところであります。
１７日に町内小中学校で２学期の始業式がおこなわれ、子ども達が元気に
登校してきていると報告を受けております。２学期は、１２月まで長い期間
ですが、勉強や各種行事に頑張っていただきたいと思います。
以上で行政報告を終わります。
田中教育長

ただいまの行政報告に何か質問があれば、お受けいたします。

各委員

なし

田中教育長

無いようですので、行政報告を終わります。
６

田中教育長

議

事

等

これより議事に入ります。
議案第２７号「平成２９年度に使用する池田町立小中学校教科用図書の採
択について」を議題といたします。事務局より説明いたします。

事務局

議案第２７号平成２９年度に使用する池田町立小中学校教科用図書の採択
についてをご説明します。
議案書は 5 ページです。本案は、平成 29 年度に使用する池田町立小中学
校教科用図書について採択いただくものです。小中学校の教科用図書は、そ
れぞれ４年毎に選定を行う事とされており、昨年度は中学校用が、一昨年度
に小学校用の教科用図書が、池田町が所属する第 12 地区教科書採択教育委員

会協議会で選定されています。この選定に基づき、池田町学校管理規則第 41
条により平成２９年度使用教科用図書として採択を池田町教育委員会にお諮
りするものでございます。なお、学校教育法附則第 9 条に規定する教科用図
書、いわゆる“一般図書”と言われるもので、採択された小中学校の種目ご
との教科用図書以外で、特別支援学級で教科用図書として使用できる教科書
につきましては、平成２８年７月北海道教育委員会作成の平成 29 年度使用小
中学部を置く特別支援学校及び小中学校特別支援学級教科用図書（一般図書）
採択参考資料のすべての図書を採択するものとします。
以上、よろしくご審議ください。
田中教育長

議案第２７号に対する質疑を行います。質疑のある委員からの発言をお願
いします。

各委員

なし

田中教育長

質問が無いようですので、議案に対する質疑を終了し、原案のとおり可決
することでご異議ありませんか。

各委員

異議なし

田中教育長

続いて、議案第２８号「平成２７年度池田町教育委員会の権限に属する事
務の管理及び執行状況についての点検及び評価の報告書について」を議題と
いたします。事務局より説明いたします。

事務局

議案第２８号平成２７年度池田町教育委員会の権限に属する事務の管理及
び執行状況についての点検及び評価の報告書についてご説明いたします。
標題の件につきまして、別添のとおり冊子にしております。この点検及び
評価の報告書については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、いわ
ゆる地教行法第 26 条第 1 項の規定により、平成 27 年度の教育に関する事
務の管理及び執行の状況の点検評価の結果を報告書にまとめましたので、お
諮りいたします。なお、同条には「教育委員会は、毎年、その権限に属する
事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する
報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。」
とされている事から、議決をいただきましたら、町議会へも提出するもので
す。
それでは、報告書の概略についてご説明いたします。第１章教育委員会の
活動状況についてです。報告書１ページからをご参照ください。ここでは、
教育委員会の会議等の開催状況を記載してあります。２７年度は臨時会が２
回、定例会が１２回の計１４回会議を開催いたしました。議案及び報告事項
は記載のとおりです。４ページは、条例及び規則等の制定及び改正について
記載しました。関連する条例改正が３件、規則については８件の一部改正を
しております。規定、要綱につきましては改正等がありませんでした。計画
等は、「池田町いじめ防止基本方針」と「池田町教育基本計画」を策定してい
ます。４ページから６ページにかけて教育長を除く各委員の活動状況につき
まして、４月２日の教職員辞令伝達式から３月３１日のいけだっ子あつまれ
までの７７件を記載してございます。７ページには３月１８日に実施した、

池田町文化賞・スポーツ賞等表彰式の被表彰者を記載しています。８ページ
から１０ページにかけて「付属機関の活動状況」についての説明です。
１１ページからは、第２章第４次総合計画の基本計画に基づく評価です。
それぞれ、施策の大綱に基づく計画ごとに「基本目標」「政策の体系」「施策
の体系」の項目に分類し、学校教育が１９事業、学校給食が２事業、社会教
育が３２事業、計５３事業を２０シートにまとめました。１１ページは教育
委員会に関する事業内容で、各評価指数、データのほか、事業の推進状況と
して、『現状と成果』『課題』『今後の対応』としてまとめています。１２ペー
ジの「確かな学力を育む教育の充実」では、臨時教員と学習支援員の適正配
置の検討や各種診断テストの活用についてを課題とし、各学校の現状を把握
しながら進めることとしています。１３ページ支援教育の推進では、今後の
対応として個別の教育支援計画の活用や関係機関との連携強化を図る。また、
人的支援など環境整備等を進めます。今回新たに「道徳教育の推進」を加え
ています。特別な教科となる道徳は小学校で平成３０年、中学校で平成３１
年度から導入されます。道徳教育の一層の充実と家庭や地域との連携を図る
必要があります。１４ページの「部活動に対する支援」では平成２７年度よ
り保護者等の負担軽減を図っています。１５ページは小中学校の ICT 活用に
ついてと学校図書の充実を上げています。１６ページでは、子どもたちが積
極的にコミュニケーションを図ることができる環境づくりのため、英語指導
助手の活用拡大を上げています。１７ページはスクールバスの更新について
記載しています。これまでも計画的に更新しており、次の更新年度は平成３
２年度の東台線を予定しています。今後も児童生徒数の推移・小学校の適正
規模配置等を見据えて計画的な更新を行っていきます。教職員住宅について
は、児童生徒の減により、道費負担教職員の数も減少傾向にあります。３０
戸の住宅整備についても更新方針を定めていかなければなりません。現在は
30 戸中２３戸７６％の入居率です。老朽化などにより使用していない住宅も
あり、需要と供給を見定め、整備を進めていきます。
１８ページは学校給食に関することです。地場産物を積極的に活用した、
バラエティ－豊かな献立の実現を進めるほか、給食センターの維持管理では、
学校給食衛生管理基準に適合した施設改修が終了したことから、施設運用面
において、高い意識をもって衛生管理の徹底を行っていくこととしました。
１９ページは幼稚園教育に関することです。町内の私立幼稚園は平成２８
年度から新制度に移行することから、子育て世帯への助成が町外の幼稚園へ
通園する園児のみとなり対象が減します。今後は、幼稚園や保育所と小学校
の連携推進を図っていきます。
２０ページからは社会教育に関する内容となります。通学合宿や成人式に
ついては、継続した取り組みとしています。２１ページ２２ページは図書館
に関する内容で、個人貸出冊数も３万６千３７２冊と前年度にくらべ若干減
少となっておりますが、蔵書数は計画で６万７千冊のところ５万２千３８９
冊となりました。引き続き、子どもの読書活動の推進や図書館利用促進に関

する事業の展開を後押ししていきます。２３ページには高齢者教育とコミュ
ニティースクールの実施であります。いずれも、新たな対応についての検討
が必要となっています。２４ページは学校支援・PTA 活動。２５ページ、２
６ページには青少年健全育成事業を掲載しています。小学校道外派遣事業が
新たにスタートしました。より良い事業の確立に努めてまいります。２７ペ
ージから２８ページにかけては、子どもから一般町民までの芸術文化事業に
ついて記載しており、２９ページには文化団体等に対する支援について記載
しています。３０ページには、郷土資料館に関する事業を記載しております。
２７年度には収蔵資料を整理し、展示スペース改修の実施設計を行いました。
２８年度に改修工事を行い、２９年度開館を目指しています。
３１ページからはスポーツ振興事業について記載をしております。３１ペ
ージはスポーツ振興事業について記載しています。３２ページには清見ヶ
丘・北部地区中核スケートリンクの造成と維持管理について記載しています
が、平成２６年度に清見ヶ丘スケートリンクの造成・維持管理を業者による
委託事業とし維持管理を行っておりますが、高島小学校の PTA 等からの要望
のありました北部地域リンクの業者委託については、入札不調により継続し
て PTA 等で組織するスケート振興会へ造成維持管理をお願いしています。３
３ページは各スポーツ施設の状況について記載しています。基本的には池田
町スポーツ施設の整備等計画に基づき改修等を進めていきますが、現在、池
田小学校プールの状況と高島町民プールを含めた高島地区のあり方について
役場内の検討委員会で方向性の検討が行われています。
３４ページからは資料編となっています。３４ページには学校別の児童生
徒数・学級数の推移を載せてございます。平成３１年度には高島小学校１年
生が欠学年となる見込みです。又、平成３２年度には利別小学校２学年と３
学年で複式学級が発生します。池田中学校は平成３３年度に１年生が１学級
となる見込みです。３５ページには各学校の主な工事について記載していま
す。３５ページ下段から、各学校の教材用消耗品等の支出状況、３６ページ
には学校図書の整備状況を記載してございます。
「学校図書の図書標準」とは、
公立の義務教育諸学校において、学校図書館の図書の整備を図る際の目標と
して設定されている学校規模ごとの基準です。また、７番、８番には就学援
助の状況を記載しています。３７ページは私立幼稚園奨励費の状況、３８ペ
ージには長欠児童の状況と教職員研修参加状況を記載しており、３９ページ
には、学校評議員会の状況を記載しています。不登校児童生徒は、合計人数
で２６年度から１人減ですが、全児童生徒に対する不登校児童生徒の割合が
増加しています。４０ページは学校給食に関する資料で、２７年度はバイキ
ング給食のほかに特別給食を年間２２回実施しています。４１ページからは
社会教育に関する資料です。文化賞・スポーツ賞表彰のほか、シニアカレッ
ジ遊ゆう大学、学び塾などの学習支援本部事業、教育の日事業、小学生道外
派遣研修事業、通学合宿、芸術鑑賞などに関する実績を記載しています。４
４ページからは図書館事業に関する資料で、蔵書数などは増加していますが、

利用者数と利用冊数は前年度より減少となりました。４６ページは社会体育
の実施状況について記載してございます。４７ページからは関連規程等を掲
載しています。
５２ページには、教育に関する学識経験を有する方にご意見をいただいた
内容を記載しています。いただいたご意見を参考に今後の事務を進めてまい
ります。以上で説明を終わります。
よろしくご審議ください。
田中教育長

議案第２７号に対する質疑を行います。質疑のある委員からの発言をお願
いします。

佐藤委員

１２ページの「道徳の公開授業回数」データについて、十勝管内は道徳教
育に関する意識が低いと感じる。十勝教育局による研修や資料だけでなく、
町教委からも積極的な働きかけが必要と感じる。

事務局

昨年度は池田中学校が公開授業を行ったが、引き続き地域に公開していく
よう校長会等を通して働きかけていく。

佐藤委員

１９ページで町外の私立幼稚園に通っている方はいるのか

事務局

１人いるが、世帯状況等により助成には非該当となった。

田中教育長

その他質問などはありませんか。

各委員

なし

田中教育長

質問が無いようですので、議案に対する質疑を終了し、原案のとおり可決
することでご異議ありませんか。

各委員

異議なし
７

そ

の

他

田中教育長

以上で、議事を終わり、その他に入ります。

事務局

－教職員の飲酒運転根絶に向けた「決意と行動」について－
－平成２８年度全国学力・学習状況調査について－
８

田中教育長

閉

会（１０：４０）

以上で、平成２８年第７回定例会議を閉会いたします。

