
 

 

平成26年第14回教育委員会会議議事録 

 

１ 開催日時  

平成26年12月17日(水) 午後４時30分～午後５時23分 

 

２ 開催場所  

教育委員会会議室 

 

３ 出 席 者  

教育委員 委 員 長     沖田 道子 

職務代理     小尾 一彦 

委  員     瀧本 洋次 

委  員     早津 聡子 

教 育 長     飯田 晴義 

事 務 局 教育部長     森 範康  

学校教育課長   川瀬 康彦 

生涯学習課長   澤部 紀博 

給食センター所長 坂口 惣一郎 

図書館長     林 隆則 

総務係長     向井 克久 

学校教育係長   守屋 敦史 

学校教育推進員  吉村 泰之 

 

４ 議  事  

議案第54号 幕別町中学生海外研修派遣事業要綱 

 

議案第55号 幕別町高校生海外研修派遣事業要綱 

 

議案第56号 平成27年度幕別町一般会計予算の要求について 

 

議案第57号 平成26年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果公表について 

 

議案第58号 要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定について 

 

５ 議事概要 次のとおり 

  沖田委員長 ただ今から、第14回教育委員会会議を開会いたします。 

     本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

     日程第１会期の決定についてお諮りします。本日一日限りとすることに、ご異議あり 

    ませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 会期は本日一日限りと決しました。 

     次に、日程第２会議録署名委員の指名についてであります。本日の会議録署名委員に、

１番瀧本委員、５番飯田委員を指名いたします。 

     次に、日程第３前回会議の承認でありますが、第13回教育委員会会議について、別紙

議事録のとおりでご異議ありませんか。 



 

 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、第13回教育委員会会議を承認します。 

     次に、日程第４事務報告について、お願いいたします。 

  教育部長（森 範康） 平成26年第４回定例会一般質問についてであります。 

     事務報告資料をご覧ください。 

     第４回定例会では８議員が質問を行い、教育委員会に対しましては、３議員から質問

がありました。 

     １人目の小島議員からは、「まっく・ざ・まっくの分室創設を」と題し、「居住地によ

る利用状況、見解」、「分室を創設する考え」について質問があり、教育長からは、居住

地別では児童・生徒の特定につながる恐れがあることから、札内地区と札内地区以外と

に分け、まっく・ざ・まっくに来所した児童・生徒数を答え、見解については、日常的

に学校や保護者と連携を取りながら学習支援、相談、カウンセリングを行っていること

が、登校につながり、中学３年生が高校進学を果たすなどの結果となっているとしたと

ころであります。また、分室の創設につきましては、当面は学校での対応を基本として、

必要に応じ子どもサポーター、スクールカウンセラー、心の教室相談員が家庭訪問を行

うなどにより対応すると答えたところであります。 

     ２人目の増田議員からは、「豊かな人間形成のため、学校教育の充実を図ることについ

て」と題し、「30人から35人以下学級実現の努力を」、「栄養教諭の配置について」、「学校

図書館の充実について」、「小中学校における非正規職員実態との正職員化の努力につい

て」の４点について、質問がありました。教育長からは、少人数学級については、国及

び道の事業として現在、小学１年生及び小学２年生、中学１年生の学級において実施さ

れているほか、道の教職員の加配事業、町の特別支援教育支援員の配置などにより、き

め細やかな教育を進めていると答えたところであります。次に、栄養教諭については、

現在、忠類小学校に配置しており、糠内、明倫、忠類小学校及び糠内、忠類中学校にお

きまして、総合学習や家庭科などでの食育指導を行っておりますが、今お話をいたしま

した５校以外の小中学校については、栄養教諭による食育指導が行われておりません。

このため、幕別学校給食センターに配置されている栄養職員２人が栄養教諭免許を既に

取得しておりますので、平成28年度に任用替えによる栄養教諭１人の配置が可能となる

よう、幕別学校給食センターの衛生管理及び調理体制を整備するとしたところでありま

す。次に、学校図書館の充実については、司書教諭や学校図書館の運営を担当する校内

組織により、学校全体で児童生徒の読書意欲の向上、利用促進に向けた取組を行ってい

るとしたところであります。次に、小中学校における非正規職員の正職員化につきまし

ては、代替教諭については、産休や育休に対応するため、また、期限付き教諭は年度初

め、あるいは年度途中の学級増などに対応するために配置されているものであることか

ら、継続的な配置にはならないこと、町の特別支援教育支援員などについても、その年

度において必要となる人員を配置するものであることから、現在の臨時的任用職員とし

て雇用するとしたところであります。 

     ３人目の藤原議員からは、「ひと、しごと創生に未来の自動車学科を幕別高校に」と題

し、自動車とコンピュータとの関連が高度に発達していることから、「町の発展のために

も自動車科を設置しては」と、問うものでありました。 

     答弁書の11ページをお開きください。このため、以降をご覧いただきたいと思います

が、先日の十勝毎日新聞において、「幕別、江陵高の在り方検討」とのタイトルで、「町

内にある２校の在り方を検討する」と、あたかも統合をするような記事の内容でありま

したが、一般質問終了後に記者から取材があった際におきましても、教育長は統合する

という発言はしておりません。少子化が進み中学卒業生の減少が続くことから、これか

ら進学を希望する生徒や保護者の意向、産業界などのニーズを踏まえながら、本町にお

ける後期中等教育のあり方について、検討をすると答えたところであります。統合とい

う風評が広がりますと、両校の生徒募集、引いては学校経営に大きな影響を与えますの

で、ご理解をいただきますようお願いいたします。 

     詳細につきましては、お手元の答弁書のほか、再質問等の内容につきましては、町ホ

ームページの議会中継録画、会議録をご覧いただければと思います。 

     以上です。 



 

 

  沖田委員長 事務報告につきまして、何か質疑等ございますか。 

     （ありません） 

  沖田委員長 質疑がないようですので、次に議件に入ります。 

     日程第５議案第54号幕別町中学生海外研修派遣事業要綱について、説明を求めます。 

  生涯学習課長（澤部 紀博） 議案第54号幕別町中学生海外研修派遣事業要綱について、提

案の理由を説明させていただきます。 

     はじめに、この事業について簡単にお話しさせていただきます。本町の中学２年生を

対象に、国際的視野を広め、将来国際社会に貢献できる人材を育てるために、平成４年

度から海外研修を行っています。研修先は、事業がはじまった頃はカナダのパウエルリ

バー市でしたが、その後アメリカのマサチューセッツ州となり、平成９年度からはオー

ストラリアのキャンベラ市を中心にして研修を行っているところであります。この事業

を通じて、オーストラリアの文化や教育、自然に対する理解を深めるともに、学校体験

やホームステイを通じて英語に慣れ親しむことができるものと思うところです。 

     それでは、幕別町中学生海外研修派遣事業要綱の全部改正についてご説明させていた

だきます。議案書の１ページをご覧ください。 

     この度の改正は、生徒数に対して参加できる割合の抑制、及び学校間の生徒数に対す

る参加割合の不均衡を生じないようにするために行うものであります。 

     まず、改正の要点ですが、１つ目は、参加定数のあり方についてです。これまでは参

加定数を16人としてきましたが、少子高齢化の進展から、定数として人数を固定するこ

とは、対象生徒が減少した場合に対応しておらず、今後において参加できる可能性が高

くなっていくことが考えられます。このことから、一定の制限を設けるために、生徒18

人に対して１人が参加できるように定めるものです。なお、18人という数字につきまし

ては、今年度の対象生徒数であります中学２年生283人を参加予定数の16人で割り返した

もので、今後の基礎数値として用いようとするものです。 

     ２つ目は、参加定員の割り当てについてです。これまでは、参加定数を学校枠と全体

枠に割り当ててきました。学校枠は１クラス１人とし、昨年度は、11クラスありました

ことから、11人を学校枠として割り当てております。残りの５人は全体枠として割り当

て、学校枠から漏れた生徒全員を対象に選考しています。教育委員会では、選考に当た

り、学校から提出のあった申込者全員について、提出されたアンケートや作文のほか、

教育委員会職員による面接と、英会話力の評価をして点数化しています。学校枠、全体

枠、いずれも評価した点数の上位者から選考していますが、この方法は、全体枠が仮に

特定の学校に片寄った場合に、学校間の公平性が保たれなくなることから、今後におき

ましては、各学校の２年生の数に応じて案分し、対象となる生徒が少ないことにより学

校枠が１人に満たない学校につきましては、１人の枠を割り当てようとするものであり

ます。なお、各学校での参加申込者が学校枠に満たない場合は、他の学校に割り当てる

ことなく、欠員とします。このことにより、学校間の不均衡は生じなくなるものと考え

ています。それでは、条文に沿いまして、改正の内容を説明いたします。 

     議案第54号説明資料をご覧いただければと思います。 

     第１条は、要綱の目的を定めるもので、現行要綱の第１条と第２条をまとめたもので

す。 

     第２条は、研修先を定めるものです。 

     第３条は、研修の内容を定めるものです。 

     第４条は、研修参加資格を定めたもので、第２号で住所要件を明記しようとするもの

です。 

     第５条は、参加定員を定めたもので、対象生徒18人に対して１人を定数とするもので

す。 



 

 

     第６条は、先ほど説明した学校枠を規定したものです。 

     第７条は、応募方法を、第８条は学校長の推薦を定めたもので、それぞれを明記した

ものです。 

     第９条は、研修生の決定を定めたもので、第２項において、参加を希望するものの数

が学校枠に満たない場合の欠員について規定するものです。第10条から第15条までは、

それぞれ、文言の整理、条文の繰り下げについて改正しようとするものです。 

     附則は、本要綱の施行日を、公布の日からとするものであります。 

     以上で説明を終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  沖田委員長 説明が終わりました。何か質疑等ございますか。 

  瀧本委員 283人に対して16人が参加予定ということで、今後は基礎数値を18人としてという

ことですが、283人というのは毎年変わってくると思うのですが、今後大きく変わってき

た場合には、対応していくのでしょうか。 

  教育部長（森 範康） 18人に対して１人の定員ということなので、中学２年生の人数が変

われば、定員が変わっていくという考え方です。 

  沖田委員長 他にございませんか。 

  早津委員 例えば、ある中学校で２年生が25人だった場合は、何人行けるのか。 

  生涯学習課長（澤部 紀博） 学校毎ではなく、町内全中学校の２年生の数を18人で割って、

定員を出してから、各学校に按分していくので、その際に全体に対するその中学校の割

合というところで変わるところになります。 

  教育部長（森 範康） この考え方でいく場合の学校毎の定員は何人になるのか。 

  生涯学習課長（澤部 紀博） 今年度で言いますと、幕別中学校が２人、糠内中学校が１人、

札内中学校が７人、札内東中学校が５人、忠類中学校が１人になります。 

  早津委員 今後は学校間の均衡はとれるということで良いですか。 

  生涯学習課長（澤部 紀博） 生徒数に対する按分なので、基本的には均衡はとれると思う

が、生徒数が少なくて、按分しても１人に満たないところは０人にするのかというと、

そうはならないので、１人分与えるということです。 

  小尾委員 今までは、健康診断書の提出ということで、改正後は児童生徒健康診断票になっ

ているのですが、今までと何が違うのかを教えてください。 

  生涯学習課長（澤部 紀博） 各学校から発行される、子ども達が一般的に学校で受けてい

るものです。 

  小尾委員 今までの診断書と何か内容は変わるのか。 

  生涯学習課長（澤部 紀博） 今までのものと内容は同じです。 

  教育部長（森 範康） 正式な名称に統一したということです。 

  沖田委員長 他にございませんか。 

     （ありません） 

  沖田委員長 お諮りいたします。議案第54号について、原案のとおり可決することにご異議

ありませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、議案第54号については原案のとおり可決いたしました。 

     ここで、本日の会議の閉会時刻が午後５時以降になりそうなので、幕別町教育委員会

会議規則第２条の規定により会議の延長の必要があると認めますが、これにご異議あり

ませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、会議を延長いたします。 

     次に、日程第６議案第55号幕別町高校生海外研修派遣事業要綱について、説明を求め

ます。 



 

 

  生涯学習課長（澤部 紀博） 議案第55号幕別町高校生海外研修派遣事業要綱について、提

案の理由を説明させていただきます。この事業は、先ほど可決いただきました幕別町中

学生海外研修派遣事業要綱と併せて行っているもので、本町にあります２つの高等学校、

幕別高等学校、江陵高等学校の町内在住の１年生を対象に、中学生の研修と同様の目的

により行っています。 

     それでは、幕別町高校生海外研修派遣事業要綱の全部改正についてご説明させていた

だきます。議案書の４ページをご覧ください。 

     改正の要点は、参加者の枠を両校合わせて２名としていたものを、各校それぞれ１人

の枠とし、参加希望者がいない場合は欠員とするもので、いずれかの学校に研修生が片

寄らないにしようとするものです。 

     それでは、条文に沿いまして、改正の内容を説明いたします。 

     議案第55号説明資料をご覧いただければと思います。 

     第１条は、要綱の目的を定めるものです。 

     第２条は、研修先を定めるものです。 

     第３条は、研修の内容を定めるものです。 

     第４条は、研修参加資格を定めたもので、第１号及び第２号で、学校名と住所要件を

明記したものです。 

     第５条は、先ほど説明しました各学校１人の参加定員を定めたものです。 

     第６条は、応募方法を、第７条は学校長の推薦を定めたもので、それぞれを明記した

ものです。 

     第８条は、研修生の決定を定めたもので、第２項において、参加を希望するものの数

が学校枠に満たない場合の欠員について規定するものです。 

     第９条から第13条までは、それぞれ文言の整理、条文の繰り下げについて改正しよう

とするものです。 

     附則は、本要綱の施行日を、公布の日からとするものであります。 

     以上で説明を終わらさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

     毎回、こういう欠員があると思うことですが、せっかくの機会なのに勿体ないなと、

以前は、江陵高校生２人で行ったこともあると思うのですが、今後、欠員になるくらい

であれば、町外に住む生徒や、同じ高校から２人だとかという対応をした方が良いのか

なと思うのですがいかがでしょうか。 

  教育部長（森 範康） お話はお伺いしましたが、今回改正させていただいてからすぐ改正

ということにはならないと思うのですが、幕別高校に伺ったところ、教頭先生から１人

は希望者がいそうだということで、幕別高校は在校生の95％以上が幕別町と帯広市出身

者で、江陵高校は75％以上がそうであることから、当分は今回の改正でいきたいと考え

ております。私たちが期待しているのは海外研修に行った子どもが学校や地域にその話

を広めていただきたいということから、各学校から１人ずつということで改正させてい

ただきました。 

  飯田教育長 中学生と高校生では目的は同じではなくて、中学生は教育振興と人材育成で、

帰国後の波及効果があるので、１人は出しましょうと、高校生は同じような目的もある

のですが、高校支援も１つの目的にありますので、両校から出していきたいなと、ただ、

高校支援という目的の比重が大きくなると、今後枠を増やすだとかは考えられます。そ

れからもう１つ、幕別町に住所を有するものというのは、町に対して税金を納めている

人というのは町民理解という観点で重要かなと思っております。 

  沖田委員長 今後、いつか改正するときがあれば、今の意見も含んで検討していただければ

と思います。 



 

 

     お諮りいたします。議案第55号について、原案のとおり可決することにご異議ありま

せんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、議案第55号については原案のとおり可決いたしました。 

     次に、日程第７議案第56号平成27年度幕別町一般会計予算の要求について、説明を求

めます。 

  教育部長（森 範康） 議案第56号平成27年度幕別町一般会計予算の要求について、ご説明

を申し上げます。 

     議案書の８ページ、９ページの表に沿って、ご説明させていただきます。 

     10款、教育費、平成27年度の予算要求額は15億4,693万６千円で、前年度対比、２億9,153

万４千円の増額要求であります。以下、目ごとに、主に増加分につきまして、ご説明申

し上げます。 

     １項、教育総務費は、６億967万５千円、前年度対比、１億2,174万円の増であります。

修学支援資金に係る交付金、学校屋内運動場落下物防止対策工事及び札内中学校屋内運

動場耐震改修工事、スクールバス２路線分の委託料の増加、幕別給食センター嘱託調理

員の増員、食缶洗浄機の更新が主な増額の要因であります。１目、教育委員会費は、教

育委員報酬及び旅費等が主なものであります。２目、事務局費は、いじめ防止対策推進

委員会委員５名分の報酬、修学支援資金交付金が主なものであります。３目、教育財産

費は、学校屋内運動場落下物防止対策工事、これは照明器具やバスケットゴールなどの

落下を防ぐための補強をするものであり、幕別、白人、札内北小学校、札内中学校にお

いて実施するものであります。また、その下の札内中学校屋内運動場耐震改修工事につ

きましては、屋根面の水平力が不足していることが判明しましたことから、落下物防止

工事に合わせ、屋根面の耐震工事を行うものであります。４目、スクールバス管理費は、

スクールバス12路線の運行委託に要する経費でありますが、このうち、新和線及び南勢

幕別線の２路線につきましては、借上げ車両であるため、貸切バスの新運賃制度の適用

が見込まれますことから委託料を増額するものであります。次の札内中臨時線につきま

しては、教育財産費でご説明申し上げましたとおり、札内中学校屋内運動場の落下物防

止及び耐震工事に11月から２月までの間、約４か月を要する見込みでありますので、こ

の間は、体育の授業を札内スポーツセンターで行うため、生徒送迎用のバスの運行委託

をするものであります。次のスクールバスの更新は、忠類東部線、45人乗りを更新する

ものであります。５目、国際化教育推進事業費は、小中学校や幼稚園などで英語の指導

をしている国際交流員２人分の人件費が主なものであります。６目、学校給食センター

管理費は、先ほどの事務報告でご説明いたしました栄養教諭の28年度配置に向けまして、

給食調理体制の充実を図るため、幕別学校給食センターの嘱託調理員を倍増となる８人

とするほか、同センターの食缶洗浄機の更新、野菜脱水機の増設が主なものであります。 

     ２項、小学校費は、２億6,336万３千円で、前年度対比3,711万５千円の増であります。

特別支援教育支援員の増員、小学校教科書の改訂に伴う経費が主なものであります。１

目、学校管理費は、特別支援教育支援員36名の人件費、特別支援学級、３学級の開設に

伴う管理用備品の購入による増額であります。２目、教育振興費は、平成27年度から使

用する小学校の教科書改訂に伴う教師用指導書及び指導教材に要する経費、義務教育教

材の整備拡充のほか、タブレットの導入など、学校におけるＩＣＴ環境整備に要する経

費が主なものであります。 

     ３項、中学校費は、１億8,020万８千円で、前年度対比、1,080万５千円の増額であり

ます。特別支援教育支援員、電気料、全道全国文化スポーツ大会参加奨励金の増などが

主なものであります。１目、学校管理費は、特別支援教育支援員12人の人件費、幕別、

札内中学校屋内運動場の床面ウレタン塗装、糠内中学校を除く４中学校の高圧受電契約



 

 

に伴う電気料に要する経費などが主なものであります。２目、教育振興費、全道全国文

化スポーツ大会参加奨励金は、本年度の助成見込みに合わせ増額し、義務教育教材の整

備拡充のほか、タブレットの導入など、学校におけるＩＣＴ環境整備に要する経費、就

学援助に要する経費が主なものであります。 

     ４項、幼稚園費は、4,797万９千円で、前年度対比275万１千円の増であります。１目、

幼稚園管理費は、特別支援教育支援員４人の人件費、入所園児の増加に伴う園児用机や

椅子の購入に要する経費、２目、教育振興費は、就園奨励費扶助の増であります。 

     ５項、社会教育費は、４億4,571万１千円で、前年度対比、１億1,912万３千円の増で

あります。小学生国内研修事業、万条目正生誕110周年記念事業実行委員会補助金、幕別

プール上屋シート改修工事、百年記念ホールの屋上防水工事などが増加の主なものであ

ります。１目、社会教育総務費は、小学生国内研修事業の隔年実施の年であり、開成町

及び中土佐町に初めて派遣するほか、上尾市へ派遣する経費、また、万条目正生誕110

周年記念事業実行委員会に対する補助金などが主なものであります。２目、公民館費は、

まなびや中里屋外トイレの解体工事が主なものであります。３目、保健体育費は、幕別

プールの上屋シート改修工事、忠類プールの温水器更新に要する経費が主なものであり

ます。なお、予算には計上してはおりませんが、上尾市長から、来年11月の上尾シティ

マラソンに、幕別町の子どもを招待したい、必要経費は上尾市で予算を計上するとのお

話がきておりますので、新年度におきまして派遣する児童等の選考作業を進めることと

なりますので、ご承知おきいただきたいと思います。４目、町民会館費、５目、郷土館

費、６目、ナウマン象記念館管理費は、それぞれの事業減に伴う減額が主なものであり

ます。７目、スポーツセンター管理費は、スポセンのトレーニング機器、いわゆるラン

ニングマシーンの購入、スポセンアリーナのウレタン塗装工事などであります。８目、

集団研修施設費は、ＥＳＥキャンプ実施に伴う必要経費の増が主なものであります。平

成30年度までを計画期間としました第５次幕別町生涯学習中期計画におきまして、新規

事業として計画したものでありますが、中学１年生とＪＩＣＡ研修生による合同キャン

プを行い、話す言葉は英語のみとすることで、英語力のアップほか、日常的な会話を身

に付ける場を提供するものであります。９目、図書館管理費は、ホームページの本棚編

集講座に係る報酬、子ども用トイレの改修、現庁舎に設置しております図書館サーバー

の新庁舎への移設費用等が主なものであります。10目、百年記念ホール管理費は、屋上

防水工事、万条目正展示物の常設展示場所の設置に要する費用が増加の主なものであり

ます。 

     10ページから12ページには、主要事業を掲載しておりますので、後ほどご覧いただき

たいと思います。 

     以上、ご説明申し上げました予算を、町に対して要求しようとするものであり、明日、

18日に財政担当者によるヒアリング、年が明けて総務課長、総務部長による査定ののち、

町長及び副町長による理事者査定を経て、２月３日に予算原案が確定する運びとなって

おります。なお、来年は統一地方選挙がありますので、政策的予算につきましては、６

月議会での補正予算対応となることもあり得ますことを申し添えます。 

     説明は以上であります。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

  沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

  瀧本委員 小中学校のＩＣＴ環境の整備ですが、今後、どのように進めていくのか考えがあ

れば教えてください。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 町の研究所がありまして、どういった進め方をすると良いか

話をしているところでありますが、実は今日も少し話をしておりまして、教職員が理解

をすることで研修を行わなければいけないかなと、そして国の方針や目標に近づけてい

くことになりますが、子ども達が使えるようなものを選ぶこと、モデル校を指定しなが



 

 

ら研究をしていき、他の学校にも波及させていきたいと考えておりまして、具体的な案

が決定した場合には皆さんにお話しさせていただきたいと思います。 

  瀧本委員 今回の予算要求額はどういった費用でしょうか。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 実物投影機やタブレット、環境についてはできるだけ安価に

ということで町の研究所と話を進めているところであります。 

  沖田委員長 他にございませんか。 

     （ありません） 

  沖田委員長 お諮りいたします。議案第 56号について、原案のとおり可決することにご異議

ありませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、議案第56号については原案のとおり可決いたしました。 

     次に、日程第８議案第57号平成26年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結

果公表について、説明を求めます。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 議案第57号平成26年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」の結果公表について、ご説明申し上げます。 

     議案に記載はございませんが、今年度の当該調査に係る町内の児童生徒の対象者数に

ついてですが、各学校において４月から７月にかけて実施されたところですが、小学５

年生が259名、中学２年生が274名が調査を受けたところでありまして、詳しい調査結果

については文部科学省から送付されたデータに基づき、教育委員会で町内の分析を行い

ました。 

     ここで、別紙の説明資料をご覧いただきたいと思います。本年２月の町広報誌に掲載

した平成25年度の結果であります。 

     資料に記載してありますように、学校毎の序列化や過度の競争が生じないようにする

等、教育上の効果や影響に配慮しながら体力合計点や順位等の数字を用いず公表を行っ

てきたことから、平成25年度の結果公表についても同様としたところでございます。 

     議案の13ページにお戻りください。本町における平成26年度「全国体力・運動能力、

運動習慣等調査」の結果公表のあり方について、次のとおりとさせていただきます。文

部科学省は、平成26年３月31日付けで「平成26年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査に関する実施要領」を定め、「全国学力・学習状況調査」と同様に平成26年度から各市

町村教育委員会の判断において、当該実施要領に定める配慮事項を考慮したうえで、個々

の学校名を明らかにした調査結果の公表を行うことを可能としました。本教育委員会に

おいては、教育上の影響等を踏まえ、従来から体力合計点や順位等の数値を用いず、文

章やグラフ等により町全体の傾向の説明による公表を行ってきたところであります。調

査結果の公表内容については、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすという重要

な側面はあるものの、調査により測定できるのは、体力等の特定の一部分であること、

また、小規模校においては、個人が特定されるおそれがあること等が懸念されるところ

であります。これらを踏まえ、本教育委員会における平成26年度「全国体力・運動能力、

運動習慣等調査」の結果公表については、個々の学校名を明らかにせず、さらに町全体

の結果についても従来同様、文章やグラフ等をもって傾向の説明を行うこととするもの

です。 

     なお、本日決定をいただいた後、平成26年度については、結果公表方法から逸脱しな

い方法で対応したいと思いますのでご了承いただきますようお願いいたします。 

     以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

  沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

     （ありません） 

  沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第57号について、原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、議案第57号については原案のとおり可決いたしました。 



 

 

     次に、日程第９議案第58号要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定につい

ては、プライバシー保護のため秘密会といたします。これにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、秘密会といたします。 

 

  沖田委員長 秘密会を解きます。 

     他に何かございませんか。 

     （ありません） 

  沖田委員長 以上をもちまして、本日の日程の全てが終了いたしましたので、第14回教育委

員会会議を閉じます。 

 

 

 


