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第１回 当別町教育委員会定例会議事録

日 時 平成２８年１月２０日（水） 午後３時００分

場 所 役場１階 大会議室

出席委員 白井委員長、武岡委員、寺田委員、小林委員、本庄委員

参 与 野村教育部長、山崎管理課長、小出社会教育課長、

村上管理課主幹、水谷管理課主幹、須藤社会教育課主幹、

高島学校教育係長、櫻田一貫教育推進係長、浪岡給食センター係長、

上島社会教育係長、春田総務係主査、高田学校教育係主査

傍 聴 者 ０名

【開会の宣言】

白井委員長 ただ今、出席委員数５名、定数に達しておりますので、平成２８年第

１回当別町教育委員会定例会を開催致します。

【議事日程】

白井委員長 日程につきましては、各委員に配付しています日程表により議事に入り

ます。

【日程第１】

白井委員長 日程第１、報告第１号を上程致します。

提案の説明を求めます。

教育部長。

教育部長

（提案の説明）

報告第１号、臨時代理の報告について、提案の説明を申し上げます。

平成２８年１月１４日付け、当別町立学校教職員の人事異動内申につい

て、臨時に代理致しましたので、委員会に報告するものであります。

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願い致します。

白井委員長 ただ今、提案の説明がありましたが、質疑を求めます。

質疑を打ち切り、報告第１号は、原案のとおり承認してご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声）

委員全員の賛成を得ましたので、報告第１号は原案のとおり承認致しま

した。

【日程第２】

白井委員長 日程第２、議案第１号を上程致します。

提案の説明を求めます。

教育部長。
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教育部長

（提案の説明）

議案第１号、平成２７年度教育委員会表彰の被表彰者の選考及び決定に

ついて、提案の説明を申し上げます。

平成２７年度教育委員会表彰の被表彰者の選考及び決定について、当別

町教育委員会表彰規則第５条に基づき、委員会の議決を得ようとするもの

であります。

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願い致します。

なお、詳細につきまして、管理課長から説明致します。

白井委員長

管理課長

管理課長。

それでは、私の方からご説明申し上げます。議案につきましては、３頁

から７頁となっています。平成２７年度の教育委員会被表彰者名簿、４頁

をご高覧ください。先ず、芸術文化功績賞の該当者でございます。成績表

彰の団体は、１団体でございます。分野は、書道、当別小学校でございま

す。第４６回全国書道コンクール、学校の部におきまして、団体優勝、北

海道教育委員会教育長賞を受賞しています。また、第４７回全国学生書道

展、学校の部におきまして、団体優勝の成績を収めております。続きまし

て、個人です。個人では、２８名でございます。先ず、書道でございます。

当別小学校２年生、茶畑明衣さん、同じく２年生の鰐渕那保さん、５年生

の熊谷来くん、３年生の坂本千咲さん、３年生の只野心珠さんにつきまし

ては、第４６回全国書道コンクールにおいて、茶畑さんが毛筆の部で特別

賞二席、鰐渕さんが硬筆の部で特別賞五席、熊谷くん、坂本さん、只野さ

んは、毛筆の部において、特別賞を受賞しています。また、６年生の藤原

亜衣さん、３年生の谷詰実紀依さんについては、第４７回全国学生書道展

において、特別賞を受賞しています。続きまして、科学作品の分野でござ

います。当別小学校５年生、加藤夏輝くんが平成２７年度北海道青少年科

学技術振興作品展において、入選の成績を収めております。続きまして、

珠算ですが、当別小学校６年生、石塚由夏さん、６年生の大峠聖奈さん、

５年生の内山佳子さんにつきましては、第４４回北海道選抜珠算競技大会

個人総合競技の部で石夏さん、大峠さんは小学校６年生の部で銅賞、内山

さんは、小学校５年生の部で銅賞の成績を収めております。続きまして、

統計グラフになります、弁華別小学校６年生笹川和馬くん、同じく６年生

の中鉢翔くん、６年生の杉村風花さん、５年生の髙橋凜さん、５年生の横

山美玲さん、４年生の今井桃乃さん、４年生の高木麗菜さん、４年生の髙

橋仁美さん、４年生の山谷花梨さん、２年生の髙橋結衣さん、２年生の山

谷悠音くん、２年生の横山玲有さん、１年生の山崎倫慈くんにつきまして

は、平成２７年度統計グラフ全道コンクールにおいて、５・６年生は第三

部で入選、４年生は第二部で佳作、１・２年生は第一部で佳作の成績とな



- 3 -

管理課長 ってございます。めくっていただき、６頁になります。引き続き、個人で

す。歌唱の分野で西当別中学校３年生の吉本美音さんが、全国童謡歌唱コ

ンクール第３０回グランプリ大会に大人の部門で出場しました。科学地理

の分野で札幌北高等学校３年生の寺嶋健太君が、第９回科学地理オリンピ

ック日本選手権において銀賞の成績を収めております。次に研究の分野で

は、北海道医療大学歯学部６年生の中島美咲さんが平成２７年度日本歯科

医師会スチューデント・クリニシャンリサーチ･プログラム日本代表選抜

大会において、臨床部門で第２位の成績を収めております。版画の分野で

一般男子の大泉力也さんが、第５回ＮＢＣメッシュテックシルクスクリー

ン国際版画ビエンナーレ展において、優秀賞を受賞しております。続きま

して、長年の功績による表彰でございます。団体では１団体。舞踊におき

まして、正派菊乃流菊ゆう会は、昭和４５年度に設立後、福祉施設等での

慰問活動を中心に正派菊乃流の普及に長年に渡って取り組みました。ま

た、昭和４６年度からは当別町文化団体連絡協議会（現：当別町文化協会）

に加盟し、町内文化祭や福祉まつり等に積極的に参加し、舞台発表を継続

しています。近年は、石狩管内郷土芸術祭や近隣市町村との演芸交流会に

参加し、町外にもその取り組みを発信し、平成２７年に石狩管内文化団体

協議会文化奨励賞を受賞する等、町内外での芸術文化活動の普及・発展に

大きく貢献しています。個人におきましては、中野政幸さんでございます。

中野政幸さんは、昭和６０年から３０年間に渡り、当別町文化協会の理事

長及び会長として同協会の発展に尽力しました。特に町内の文化祭事業に

おいては、「より多くの町民が参加できる文化祭」「町民の手で作り上げる

文化祭」の実現に向けて力を注ぎ、地域文化の発展に大きく貢献しました。

また、平成２年から石狩管内文化団体協議会事務局長を８年、平成２２年

から同協議会会長を２年歴任し、管内の文化事業を円滑に進めるための改

革を行いました。その功績が認められ、平成１３年に石狩管内文化団体協

議会文化賞、平成２７年には石狩管内文化団体協議会感謝状を受けていま

す。めくっていただきまして、６頁になります。スポーツ功績賞でござい

ます。先ず、成績表彰です。団体としては、１団体。軟式野球西当別中学

校野球部は、第３５回全道中学軟式野球大会において、第３位の成績を収

めております。続きまして、個人になります。対象者は１７名です。硬式

野球、西当別中学校３年生の義達圭悟君。第４１回全日本選手権大会にお

いて、札幌東ベースボールクラブの一員として、ポニーの部で優勝してお

りす。軟式野球、西当別中学校３年生の山口大互君、第４回ＩＡＲＢＡ軟

式野球 Under１５アジア選手権大会におきまして、北海道代表選抜選手と

して参加し、準優勝の成績を収めております。続きまして、サッカーでご

ざいます。西当別中学校３年生の前川廉君、ＪＦＡプレミアカップ２０１

５、コンサドーレ札幌 Under１５の一員として、準優勝の成績を収めてお
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管理課長 ります。続きまして、バトンでございます。西当別中学校３年生の熊谷紗

耶加さん、熊谷茉奈加さんにつきましては、第４０回全日本バトントワー

リング選手権大会中学生部門におきまして、紗耶加さんは、ダンストワー

ル、ペアに出場され、茉奈加さんは、ペアでの出場となってございます。

続きまして、陸上であります。西当別中学校２年生、清造侑典君、第２２

回北海道中学校新人陸上競技大会共通男子走高跳におきまして、第４位の

成績を収めております。続きまして、硬式野球になります。東海大付属第

四高等学校３年生の齋藤龍生君が、第８７回選抜高等学校野球大会におい

て、準優勝の成績を収めております。続きまして、ソフトボールになりま

す。とわの森三愛高等学校の３年生、平川美里さんが第７０回国民体育大

会ソフトボール少年女子におきまして、第３位の成績を収めております。

続きまして、フライングディスクになります。一般男性の方で、山岸伸存

さん、第１５回全国障害者スポーツ大会フライングディスクアキュラシー

ディストリート・ファイブの種目で第４位の成績を収めました。続きまし

て、ミニバレーになります。一般の方で、中多一康さん、吉澤圭史さん、

藤井友美さん、遠藤伸司さんにつきましては、第２７回ミニバレージャパ

ンカップ２０１５ in OKINAWA におきまして、１６０歳以上男子の部に参

加され、優勝の成績を収めております。続きまして、７頁になります。同

じく個人の表彰になります。バウンドテニスです。一般の岩崎太誌さん、

堀起也さん、堀崇志さんが第３３回全日本バウンドテニス選手権大会フリ

ー男子におきまして、岩崎はシングルスの出場、堀起也さんはシングルス、

ダブルスの出場、堀崇志さんはダブルスの出場ということになってござい

ます。また、加我京子さんは同大会のミドル女子の部に出場され、ダブル

スの部で優勝されております。続きまして、長年の功績による表彰でござ

います。個人は１名でございます。故人となりますが、野口幸成さんは、

昭和４８年度より当別町バスケットボール協会に加入し、道民スポーツ石

狩夏季大会では、同氏が選手であったときも含め指導者として９年連続優

勝に導き、平成２年には全国大会にも出場させています。また、昭和４９

年度にはバスケットボール少年団を設立し、昭和５９年度から平成２７年度

に至るまでの３１年間に渡り、当別町バスケットボール協会の理事長を務

めました。理事長としては、事務局の若手起用など、後輩の育成に取り組

み、長期的展望に立った協会運営に手腕を発揮しました。平成２７年に６

６歳で亡くなられるまで、長年に渡ってバスケットボール競技の技術向上

と普及に尽力されました。最後になります。青少年善行表彰でございます。

対象は、ジュニアリーダーサークル Ezo'Jr.でございます。当団体は、夏

至祭やあそ雪の広場など町内イベントへのボランティア協力や、小学生を

対象とした通学合宿、リーダー研修会において参加小学生のリーダーとし

て活躍しています。また、町内外の子ども会主催のリーダー研修や他市町
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村の交流会に積極的に参加し、子どもたちの規範となるように資質を高

め、町の活性化に大いに寄与しています。以上、４団体、４７個人の選考

理由の説明をさせていただきました。宜しく、ご審議いただきますよう、

お願いします。

白井委員長 ただ今、提案の説明がありましたが、質疑を求めます。

何かございませんか。いかがですか。

何もなければ、質疑を打ち切り、議案第１号は、原案のとおり決定して

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声）

委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は、原案のとおり決定致し

ました。

【日程第３】

白井委員長 日程第３、議案第２号を上程致します。

提案の説明を求めます。

教育部長。

教育部長

（提案の説明）

ただ今、議題となりました議案第２号、平成２７年度全国体力・運動能

力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」に掲載する当別町の結果報告

について、提案の説明を申し上げます。平成２７年度 全国体力・運動能

力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」に掲載する当別町の結果報告

を北海道教育委員会に提出するため、委員会の議決を得ようとするもので

あります。

よろしく、ご審議をいただきますようお願い致します。

なお、詳細につきまして、管理課長から説明致します。

白井委員長

管理課長

管理課長。

それでは、私の方から説明申し上げます。議案につきましては、８頁か

ら１０頁になります。先ず、９頁をご覧いただきたいと思います。９頁に

ついては、小学校の種目の状況をレーダーチャートで示してございます。

内容につきましては、下段の実技の分析のところにも記載しております

が、男子は、握力、反復横とび、立ち幅とび、ソフトボール投げで全国平

均を上回り、上体起こし、長座体前屈、５０ｍ走で全国平均より若干下回

ったことから、筋力や敏捷性に優れ、柔軟性やスピード、持久力に課題が

あると分析しているところでございます。また、女子は、握力、反復横と

び、５０ｍ走で全国平均を上回り、上体起こし、長座体前屈、２０ｍシャ

トルラン、ソフトボール投げで全国平均より若干下回ったことから、筋力
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や敏捷性に優れ、柔軟性、持久力に課題があると分析したところでござい

ます。また、小・中学校ともに、レーダーチャートの横に体力合計点の平

均値を町、北海道、全国と記載してます。また、児童質問紙調査、学校質

問紙調査については、良かった点、成果の上がっている点について、記載

しているところでございます。また、体力向上策につきましては、これま

での取り組み、今後の取り組みを記載しているところでございます。続き

まして、１０頁をご覧ください。１０頁には、中学校の種目の状況をレー

ダーチャートで示してございます。これにつきましても、分析の中で記載

されておりますが、男子は、握力、上体起こし、反復横とび、立ち幅とび、

ハンドボール投げで全国平均を上回り、５０ｍ走では同様の結果になって

おります。長座体前屈、２０ｍシャトルランが全国平均より若干下回った

ことから、筋力や敏捷性、スピードに優れ、持久力、柔軟性に課題がある

と分析しているところでございます。また、女子は、ハンドボール投げで

全国平均を上回りましたが、他の種目では全国を下回りました。特に、長

座体前屈、持久走、立ち幅跳びでは全国平均より５ポイント以上の差が開

いておりますので、全般的な強化が必要であると考えているところでござ

います。また、小学校同様、生徒質問紙調査、学校質問紙調査については、

良かった点、成果の上がっている点について、記載しているところでござ

います。体力向上策につきましては、小学校同様、これまでの取り組み、

今後の取り組みを記載しているところでございます。また、今後の教育委

員会としての取り組みですが、各小・中学校が今後、作成、内容等精査す

る体力改善プランへの指導・助言を行っていきたいと思います。以上、説

明とさせていただきます。宜しく、ご審議いただきますよう、お願いしま

す。

白井委員長

武岡委員

白井委員長

管理課長

白井委員長

ただ今、提案の説明がありましたが、質疑を求めます。

何かございませんか。よろしいですか。

質疑を打ち切り、議案第２号は、原案のとおり決定してご異議ございま

せんか。

武岡委員。

１０頁の中学校女子、持久走の数値が異常に低いのですが、中学校の持

久走というのは、どんなテストなのでしょうか。

管理課長。

１０００ｍの持久走となっています。

武岡委員。
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武岡委員

白井委員長

管理課長

白井委員長

このことについて、中学校では、どのように改善策を立てているのでし

ょうか。

管理課長。

平成２７年度の分析データが、まだ北海道から各学校へは届いていませ

ん。ただ、各学校では認識していると思いますが、管理課として、改めて

持久走への取り組みなどを指導していきたいと思います。

ほかに何か、ございませんか。よろしいですか。

それでは、質疑を打ち切り、議案第２号は、原案のとおり決定してご異

議ございませんか。

（「異議なし」の声）

委員全員の賛成を得ましたので、議案第２号は、原案のとおり決定致し

ました。

【閉会の宣言】

白井委員長 以上で本委員会に付議されました案件の審議は、すべて終了致しまし

た。平成２８年第１回当別町教育委員会定例会を閉会致します。

白井委員長

白井委員長

小林委員

引き続き、事務局から報告・連絡等をお願いします。

◆管理課長より説明

・第４８回北海道中学校スキー大会について

・平成２７年度教職員冬季研修会について

・平成２７年度教育委員会表彰式について

◆社会教育課長より説明

・平成２８年当別町成人式について

・子ども会育成連合会新春子どもカルタ大会について

・平成２７年度当別町少年の意見発表会について

・各種社会教育事業の実績について

・社会教育施設等の指定管理の現在の状況について

何か、お聞きしたい点等、ございますか。

小林委員。

新春子どもカルタ大会に行ってきましたが、会場が寒かったのですが、

あれでいいのでしょうか。
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白井委員長

社会教育課長

白井委員長

寺田委員

社会教育課長。

体育・スポーツ施設ということで、中は運動することがメインとなって

いる施設であります。木質バイオマスの関係で工事をして、昨年よりは温

度を高く設定できる機能がある状況には、なっております。ちなみに、成

人式のときは、前日から夜通しつけて、暖かくしていましたが、カルタ大

会では前日からつけておくことはできませんでした。木質バイオマスの機

能を使って、朝から暖房をつけていたところではあります。天井が高い施

設でして、運動していない観客が暖かく感じるかと言うと、難しい環境で

あるということをご理解いただきたいと思います。

ほかに何か、ありますか。

寺田委員。

職員冬季研修会に、後半だけだったのですが、参加しました。私のイメ

ージとしては、ＩＣＴ教育は、実践的に、先生方が触らないとなかなか、

できにくいのかなと、実機がそこになくて、説明だけだったんですね。理

論としては、わかるのですが、実地に結びつきにくいのかなと、いうイメ

ージがあって、スクリーン上をタッチするとちゃんとなるような、立派な

資料ではあったのですが、うまく感知せず、時間のロスがあったりして、

内容的には、基本的過ぎるのかなと思って、終わった後に何人かの先生と

お話しをしてみたのですが、学校内ですごく使う先生と全然使わない先生

に分かれているということだったので、もっと具体的に働きかけていかな

いといけないんだな、というのと、なんで、できる先生が学校内でまわり

の先生を巻き込んでやってくれないのかなと、そんな思いをして帰りまし

た。話を聞いた先生は、「基本的過ぎて寝ちゃう人は寝ちゃうよね」と言

っていましたが、全然触っていない先生にとっては、「そんなに難しくな

いですよ」というのも、必要なので、古くからいる先生にはそういう機器

に対する抵抗も強いだろうというのもわかるので、でも、子どもたちはこ

ういうのに触れていかないと、これからの社会では、なかなか太刀打ちで

きないところもあると思うので。私は、はじめて、こういうものです、っ

ていうのを実際にみせていただいたのですけど、教科書の読み上げ機能を

ピッと触ったら、そこを読み上げてくれる、漢字もピッと触ったら、書き

順が出てくる、そうすると、全国統一のレベルの先生がそこに入っている

ので、より一層、先生方の個性とか、どうそれを活用するか、先生がすご

く大変な時代に入っているのだなと実感しました。感想のようなことです

が、そんな感じです。
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白井委員長 ほかに何か、ございませんか。

先ほどの説明の通り、２月は、定例会のほか、意見発表会、表彰式とご

ざいますので、それぞれご予定をいただくことになりますが、次回の定例

会の日程は、２月１７日（水）を予定しています。定例会後には、恒例で

スポーツ推進委員、もしくは、社会教育委員との交流・懇談のため、懇親

会を予定していまして、この度、社会教育委員長が変わられたということ

もあり、１５時３０分から中会議室で定例会を開催し、終わって、１７時

３０分から場所を田西会館に移し、社会教育委員との懇親会という流れで

ご予定いただきたいと思います。

以上、すべての会議を終了します。お疲れ様でした。

閉会 午後３時４５分


