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総務係長 表   健 一 
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学校教育課長 吉 田 憲 史 

指導室長 柴 田 達 也 
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書  記 林   喜美子 

 

４ 欠席者 

  委  員          助 口   明 

 

５ 傍聴者  なし 

 

６ 議 題 

議案第 31 号 令和元年度教育委員会所管一般会計補正予算について 

議案第 32 号 中標津町公立学校沿革誌編さん規程の一部を改正する規程

の制定について 

議案第 33 号 中標津町立学校職員服務規程の一部を改正する規程の制定

について 

議案第 34 号 中標津町立北海道中標津農業高等学校授業料等徴収条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について 

 



議案第 35 号 平成 31 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」

への市町村別結果の掲載について 

議案第 36 号 令和２年度から使用する小学校用教科書用図書の採択につ

いて 

報告第７号  ９月定例会教育行政報告について
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【開 会】 

 

○山田教育長 

それでは改めましておはようございます。 

ただいまより８月の臨時教育委員会を開催いたします。 

本日の議題は、議案第 31 号令和元年度教育委員会所管一般会計補正予算に

ついて、議案第 32 号中標津町公立学校沿革誌編さん規程の一部を改正する規

程の制定について、議案第 33 号中標津町立学校職員服務規程の一部を改正す

る規程の制定について、議案第 34 号中標津町立北海道中標津農業高等学校授

業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、議案第 35

号平成 31 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別

結果の掲載について、議案第 36 号令和２年度から使用する小学校用教科書用

図書の採択について、報告第７号９月定例会教育行政報告についてとなって

おります。 

なお、議案第 31 号は、町長への意見の申出に関する事項です。 

中標津町教育委員会会議規則第 10 条第１項第５号の規定により、公開しな

いことにしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

本日は助口委員が欠席ですが、過半数の委員の出席がありますので会議は

成立いたします。 

本日の署名委員は、義盛委員と南委員です。どうかよろしくお願いします。 

 

○山田教育長 

それでは、さっそく中身に入ります。 
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【議 事】 

◎議案第 31 号 令和元年度教育委員会所管一般会計補正予算について 

 

 

 

 

 

  

非公開 
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◎議案第 32 号 中標津町公立学校沿革誌編さん規程の一部を改正する規程の

制定について 

◎議案第 33 号 中標津町立学校職員服務規程の一部を改正する規程の制定に

ついて 

◎議案第 34 号 中標津町立北海道中標津農業高等学校授業料等徴収条例施行

規則の一部を改正する規則の制定について  

 

○山田教育長 

それでは議案第 32 号、33 号、34 号は関連していますので一括してお願い

します。 

 

○管理課長 

 それでは、５ページの、議案第 32 号中標津町公立学校沿革誌編さん規程の

一部を改正する規程の制定について、次に９ページの第 33 号中標津町立学校

職員服務規程の一部を改正する規程の制定について、次に 11 ページの第 34

号中標津町立北海道中標津農業高等学校授業料等徴収条例施行規則の一部を

改正する規則の制定について、の３件につきましては、関連した改正となり

ますので、私の方から一括してご説明申し上げます。 

今回改正する規程及び規則につきましては、国において平成 30 年５月に不

正競争防止法等の一部を改正する法律が公布され、令和元年７月１日に施行

されたところでございます。 

この一部を改正する法律によりまして、工業標準化法が一部改正され、「日

本工業規格」を「日本産業規格」に改正されることによりまして、この中標

津町例規にあります教育委員会所管で該当する３件の規程及び規則におきま

しても、次のとおり改正するものでございます。 

それでは、新旧対照表に基づき、説明をさせていただきますので、８ペー

ジをお開きください。 

まず、中標津町公立学校沿革誌編さん規程でございます。 

条文の改正はございませんが、別記様式 20（第２条関係）その他必要と認

めた事項の様式内の、記載上の留意事項、①にの「日本工業規格」という文

言を「日本産業規格」に改めるものでございます。 

附則として、この規程は、公布の日から施行し、令和元年７月１日から適

用するものでございます。 

次に、別冊になります、中標津町立学校職員服務規程でございます。 

新旧対照表に基づき、説明をさせていただきますので、19 ページをお開き

ください。 
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この規程においても条文の改正はございません。各様式内での文言の改正

になります。 

別記第１号様式（第４条関係）の下段の備考の所に記載されてあります「日

本工業規格」という文言を「日本産業規格」に改めることにより、様式自体

を改めるものでございます。 

次に 20 ページ 21 ページ 22 ページの別記第２号様式（第５条関係）の括弧

書きにあります「日本工業規格」という文言を「日本産業規格」に、23 ペー

ジの別記第３号様式（第６条関係）、24 ページの別記第４号様式（第７条関

係）の括弧書きにあります「日本工業規格」という文言を「日本産業規格」

に改めるものでございます。 

次に 25 ページの別記第６号様式、26 ページの別記第６号様式の２、28 ペ

ージの別記第６号様式の３、29 ページの別記第７号様式その１、30 ページの

別記第７号様式その２、31 ページの別記第７号様式の２、33 ページの別記第

７号様式の３、34 ページの別記第９号様式、36 ページの別記第９号様式の２、

37 ページの別記第９号様式の３、38 ページの別記第 10 号様式におきまして

は、それぞれの様式内の備考の所に記載されてあります「日本工業規格」と

いう文言を「日本産業規格」に改めることにより、様式自体を改めるもので

ございます。 

次に 39 ページの別記第 11 号様式、40 ページの別記第 12 号様式の１、41

ページの別記第 12 号様式の２、42 ページの別記第 12 号様式の３、43 ページ

の別記第 13 号様式の１、44 ページの別記第 13 号様式の２、45 ページの別記

第 14 号様式、46 ページの別記第 15 号様式におきましては、括弧書きにあり

ます「日本工業規格」という文言を「日本産業規格」に改めるものでござい

ます。 

附則として、この規程は、公布の日から施行し、令和元年７月１日から適

用するものでございます。 

次に、戻りまして、中標津町立北海道中標津農業高等学校授業料等徴収条

例施行規則でございます。 

新旧対照表に基づき、説明をさせていただきますので、20 ページをお開き

ください。 

この規則においても条文の改正はございません。各様式内での文言の改正

になります。 

別記第６号様式、21 ページの別記第８号様式、22 ページの別記第 11 号様

式、23 ページの別記第 12 号様式のそれぞれの様式内の備考の所に記載され

てあります「日本工業規格」という文言を「日本産業規格」に改めることに

より、様式自体を改めるものでございます。 
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附則として、この規則は、公布の日から施行し、令和元年７月１日から適

用するものでございます。説明は、以上でございます。 

 

○山田教育長 

ただいま議案第 32 号、33 号、34 号について説明がありましたが、ご質問

等ございますか。文言だけですので、特に良いですね。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○山田教育長 

それでは議案第 32 号、33 号、34 号については可決されました。 
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◎議案第 35 号 平成 31 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」

への市町村別結果の掲載について 

 

○山田教育長 

続きまして、議案第 35 号お願いします。 

 

○学校教育課長 

  議案第 35 号平成 31 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」

への市町村別結果の掲載について、ご説明を申し上げます。 

資料の 27 ページをご覧ください。 

北海道教育委員会では、例年、この「北海道版結果報告書」について、市

町村教育委員会の同意を前提としまして、毎年 11 月を目処に公表を予定して

いるところでございます。 

この報告書については、参考までに、昨年度の掲載内容を 31 ページ 32 ペ

ージに添付しておりますけれども、内容としましては、市町村ごとの結果に

ついて公表するものになりまして、学校名を明らかにしたものではなく、調

査結果概要を小中それぞれ１ページにまとめたというような形になります。 

この公表につきまして、例年同様中標津町教育委員会として同意したく、 

この教育委員会にお諮りするものでございます。説明は以上になります。 

 

○山田教育長 

  議案第 35 号について説明がありましたが、ご意見、ご質問等ありますか。 

 

○義盛委員 

ひとつ質問なのですが、毎年確認するのですが、前年度と比較して見てい

ないのですが、公表の内容については全く去年と同じような基準でというこ

とで。 

 

○学校教育課長 

はい同じです。 

 

○義盛委員 

それでしたら昨年に準えて構わないと思いますが、道教委は公表するとい

うのは説明責任というものとしてでしたか。 

 

○山田教育長 
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やっている以上はそういうことなんでしょうね。 

 

○義盛委員 

この依頼状のところに、一層きめ細かく分かりやすい調査結果を示す観点

からと書いてあるんですけれども、去年もしっかり読んでなかったような感

じがして記憶がないんですけど、分かりやすいというのは大切だと思うので

すが、きめ細かいということを突き詰めていくと学校別、個人別ということ

になっていくんじゃないかと思う疑念だけは若干、常に持っているんですけ

れども、これは大丈夫なんですかね。大丈夫ってここで聞くのもおかしな話

ですけど。中標津町としての考えとして。 

 

○学校教育課長 

北海道教育委員会としては、市町村別で出すことで、北海道レベルできめ

細かくというような分析だと思うのですが、次の段階として各市町村ごとに

どういう分析をするか、学校ごとに分析するかというのは、それぞれの市町

村学校でこれからきめ細かくやっていくということになりますので、北海道

としては市町村別で。 

 

○義盛委員 

他の自治体はどういうふうな方向性なのかわかりますか。更に細かくきめ

細かくいこうっていうような方向性を持った自治体があるのかどうか。 

 

○学校教育課長 

公表についてですか。 

こちらで抑えているのは同じレベルで同じ内容で公表するというところま

でしかないですね。北海道教育委員会として報告するので。 

 

○義盛委員 

それならいいのですが、どうしても公表ということに対して、学テの本質

から外れているようなイメージが残るものですから。 

いや、毎年気をつけて見ていただけたらなと思います、公表の基準につい

ては。 

 

○学校教育課長 

あくまでもこれは北海道教育委員会として公表する内容で、市町村ごとに

公表の内容がばらつくようなことはないです。 
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○義盛委員 

中標津としてはどうですか。 

 

○山田教育長 

例年通り、こんな感じですよということで。らいふまっぷで公表するとい

うことで。 

 

○義盛委員 

学校別では考えていないのですか。 

 

○山田教育長 

学校別では考えてないです。 

 

○義盛委員 

それでしたら結構です。 

 

○山田教育長 

ただし、学校ごとに知らせて、危機感をもってもらわないとならないなと

いう実態はあります。 

 

○義盛委員 

それだけ学校間の差というのは大きいですか。 

 

○山田教育長 

大きいと言えば大きいですね。中標津町の結果が、根室管内全体に影響す

る割合というのが非常が高いんですね、児童生徒数が多いので。 

 

○義盛委員 

今年低かったじゃないですか、見る限り。これからどういうふうに先生方

のご苦労が反映されていないのか、まだ足りないというのか、ちょっと見、

分からないですね。これから分析されるのでしょうけど。 

 

○山田教育長 

だいたい分析は終わっているのですが、指導監、室長から何かこの実態に

ついて説明等あれば。 
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○指導室長 

点数だけ見ると小学校では若干、上がってます。中学校の方は下がってい

ます。去年に比べるとということで、点数だけを見るとそうなのですが、何

が課題かということで、児童生徒質問紙の方も併せて分析をしました。 

自己肯定感については小学校の方で低くなっています。中学校の方は上が

っています。その原因のひとつとして、先生は良いところを認めてくれると

いう質問があるのですが、小学校は下がってるんですね、それで自己肯定感

も下がっています。中学校は先生がいろいろ認めてくれるというのが上がっ

ている分、自己肯定感も上がっているのかなと。 

やはり先生が子どもを評価して上げる、褒めて上げるというのが、非常に

大切になってくるのかな、それが中標津では課題かなというのがあります。 

あと家庭学習時間ですけれども、平日の家庭学習時間はやはり短くなって

おります。昨年度に比べても短くなっています。 

学校ごとにそれぞれ家庭学習習慣をつけるために努力していただいている

ところなんですけれども、やはり一人一人に合った家庭学習の仕方というの

もまた変わってくるかと思いますので、その辺について教育相談等で一人一

人に合ったアドバイス的なものをしていく必要があるのかなというふうに考

えております。 

あと授業改善についてですけれども、これも先生方非常に努力してくださ

っております。ただ、それに子どもがついてきているかという部分です。 

先生方はこれを目指すというのがあるのですが、その目標に向かってばっ

かりいて、スモールステップというか、子どもの実態ここだからここから始

めてみようかなという部分ですね、スモールステップでいく必要が、子ども

の実態に合わせて少しずつでも目標に向かって達成していくという部分でち

ょっと今後、努力が必要かなと。学校ごとに努力しているというのはわかっ

てはいるのですが、その実態と照らし合わせた上でどう進めて行くのかとい

うのを、今後考えていかなければならないのかなと思っています。以上です。 

 

○教育指導監 

先ほどの公表についてのきめ細かさと分かりやすさのことで、自分、学校

の校長として考えていたのは、個人だとか学校ごとの情報を提供する細かさ

ではなくて、問題ごとにどの問題のどの力がどのような定着がなされている

かという、そういう問題とか質問に対する町全体、学校全体の結果を細かく

分析することで指導に活かしていくという考え方かなと自分では受け止めて

いました。 
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そういった部分で今回、全道の分析の仕方を受けて町内としてまとめた提

示した部分なのかなというふうに思っています。 

 

○南教育委員 

学校なり先生方のご努力というのは非常に感じられるのですが、以前この

表を見たとき、子どもたち自身がどの程度、自分は理科の点数が全道、全国、

町内と比べてどれだけ劣っているのかとかそういうところの分析が子どもた

ち自身に分かってもらえるというのがあるんだろうか。 

 

○教育指導監 

学校に出されている部分では、個表というのが出されるので、学校の全体

の平均値からどのくらいその子が力としてついているのか、ついていないの

かというのは示されるので、教科ごとに或いは領域ごとに傾向として一人一

人に示される個表が渡されます。 

 

○南教育委員 

というのは、たまたま私のところに孫が該当するんですね。 

冬とか夏に、昔でいう通信簿を私のところに持ってきて見せてくれたとき

に、円グラフの中で算数平均より良いねとか悪いねとか、計算能力がとか書

かれていたものだから中標津町ではどうかなと思ってそれで単純に質問した

だけです。ありがとうございます。 

 

○山田教育長 

あとはいかがですか。あの横道にそれますが私、教育長になってからあま

り学力学力と言ってないんです。先ずは学校を落ち着ける、落ち着いた状況

にするというのが一番で、それは少しずつできています。 

今年になってから私の方も授業改善しないと子どもたちの学力なんて上が

らないんだ、ここからです、ここから徐々にというふうには考えています。 

そのために小中一貫教育も行うのであり、町全体で「チーム中標津」で子

どもたちの学力向上に取り組むということに進んで行くと。 

最終的に何年掛かるか分からないですが、徐々に上げていくというのが目

標ですので、あまり長い目で見るのはまずいですけれども、もうちょっと長

い目で見てあげれば、少しずつ上がるんじゃないかなというふうには考えて

います。 

この件についてはよろしいですか。 
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（「はい」と発言する者あり） 

 

○山田教育長 

それでは議案第 35 号については可決されました。 
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◎議案第 36 号 令和２年度から使用する小学校用教科書用図書の採択に  

ついて 

 

○山田教育長 

引き続いて、議案第 36 号お願いします。 

 

○学校教育課長 

議案第 36 号令和２年度から使用する小学校用教科用図書の採択について、

ご説明いたします。35 ページからになります。 

来年度から使用する教科用図書の採択については、根室管内において共同

で採択するため組織されております「第 14 地区教科用図書採択教育委員会協

議会」において、８月９日に協議会委員である１市４町の教育長により採択

されたところですが、その内容について、中標津町教育委員会において承認

を頂きたいという内容でございます。 

採択の内容としては２点ありますが、まず、１点目の「小学校用」教科用

図書の採択という事で、36 ページをご覧下さい。 

こちらが教科ごとに今回採択された教科用図書の一覧になります。教科に

より発行者の数は違いますが、少ない教科では２者、多い教科では８者の中

から、慎重な調査研究の末に、こちらに記載の各発行者の教科書が採択され

ております。この採択決定を受けまして、議案の 35 ページですが、教育委員

会において採択結果を承認をいただいた旨を協議会へ報告したいという内容

でございます。次に 37 ページをご覧ください。 

２点目となりますが、同じく令和２年度から特別支援学級において、使用

する教科書用図書についてになります。 

資料１の１の（３）に「一般図書」と記載がありますが、学校教育法附則

第９条の規定により、特別支援学級では、文部科学大臣が規定する教科用図

書以外の教科用図書、いわゆる一般図書を教科書として使用することができ

るとされております。この一般図書の採択についてですが、特別支援学級に

在籍する児童生徒の状況は、各学校や学級によっても様々で、採択協議会で

一括して決定することは非常に難しい状況がありますので、共同採択はせず、

各市町教育委員会で採択することで協議会の中で決定されております。 

その決定に当たっては、40 ページの資料２の内容を踏まえ行うこととして

おります。こちらに記載の４点の確認事項があり、各市町教育委員会の権限

と責任において公正かつ適正に行い、その結果を採択協議会へ報告する等の

内容となっています。 
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その協議会への報告にきましては、39 ページになりますが、障がいの種別

や程度に応じて、通常の教科書に替えて一般図書を使用することについて、

協議会長宛に報告したいという内容でございます。説明は以上でございます。 

 

○山田教育長 

  議案第 36 号について説明がありましたが、ご意見ご質問等ありますか。 

 

○義盛委員 

  今回の協議会で諮られた時に、何か議論になった点、もしくは昨年から発

行者を変えたものがあるのかどうか教えてください。 

 

○学校教育課長 

  まず昨年から会社が変わったのは、音楽と道徳になります。音楽、昨年ま

では教育出版でしたが、今年度は教育芸術社となっております。道徳につい

ては、昨年教育出版でしたが、今年度は東京書籍ということになっておりま

す。変わったのはこの２教科です。 

今回から新に英語の教科が追加されたことで、協議会の中で色々議論がも

まれたというのは、この英語の教科書の選択については少し時間を取りなが

ら協議されていたという状況があります。以上です。 

 

○義盛委員 

特に皆さん、反対とかなく問題なく。 

 

○学校教育課長 

そうですね当然、全部の教科、１市４町の教育長の皆さんが一致するとい

うわけでもないんですけれども、皆さん全ての教科には同意していただいて

います。 

 

○山田教育長 

あとありますか。よろしいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 

 

○山田教育長 

それでは、議案第 36 号については可決されました。 
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◎報告第７号  ９月定例会教育行政報告について 

 

○山田教育長 

続いて報告事項に入ります。報告第７号お願いします。 

 

○管理課長 

報告第７号、９月定例会教育行政報告についてご報告申し上げます。 

43 ページをお開きください。 

教育行政報告といたしまして次の３点、ご報告いたします。 

まず１点目になります。44 ページ、各種大会等の出場結果についてでござ

います。今年度につきましては、小学校で２件、農業高校で１件の報告とな

ってございます。 

次に 45 ページ、２点目の、都市間交流事業についてでございます。 

７月 30 日から３泊４日の日程で、川崎市へ小学５・６年生 10 名を派遣した

という内容でございます。 

また、８月 19 日から 22 日まで、今現在実施中でございますが、川崎市の

児童・生徒 12 名、引率指導者５名を受け入れております。ただ、本日予定し

ておりました北根室ランチウェイですが、天候が悪いために中止となり、そ

の代わりに佐伯牧場さんにて木工芸体験を行います。また、明日予定してお

ります渓流釣り体験も、このように天候が悪い時は、総合体育館においてニ

ュースポーツ体験を考えておりますので、この部分を削除または別な文言に

のちに変更したいと思いますのでご理解のほどお願いいたします。 

次に 46 ページ、３点目の、中標津農業高校生の海外派遣についてでござい

ます。 

例年実施しております海外派遣ですが、今年度は行き先をニュージーラン

ドからカナダに変更し、７月 17 日から 24 日までの日程で、３年生３名、引

率教諭１名を派遣したという内容でございます。 

以上３点につきまして、９月定例会の教育委員会行政報告とさせていただ

きます。説明は以上でございます。 

 

○山田教育長 

報告第７号について説明がありましたが、何か質問等ありますか。 

  よろしいですか。 

 

（「はい」と発言する者あり） 
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○山田教育長 

それでは、報告第７号については承認されました。 

以上で議事は終了します。 

 

 


