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Ⅰ 趣旨

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、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こと

とされている。

この報告書は、同法の規定に基づき、月形町教育委員会が行った点検及び評価をまと

めたものである。

Ⅱ 月形町教育委員会の活動状況

１ 月形町教育委員名簿（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育

長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務

局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）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。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。

役 職 委 員 名 任 期 備 考

教育長 古 谷 秀 樹
平成 30 年 11 月 9 日～

令和 3年 11 月 8 日

教育長職務代理者 岸 上 希 央
平成 30 年 10 月 1 日～

令和 4年 9月 30 日

令和元年 11 月 13 日か

ら教育長職務代理者

委 員 目 黒 隆 紀
令和元年 11 月 13 日～

令和 5年 11 月 12 日
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２ 教育委員会会議の開催状況

※ 教育委員会の議件を巻末に別添資料として掲載

３ 条例・規則等の制定

・ 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における月形町立学

校職員の在宅勤務実施要領の制定（令和 2年 4月 20 日施行）

・ 月形町立学校職員慰労金交付要領の制定(令和 2年 8月 18 日施行）

・ 月形町大学生等学生生活支援給付金事業実施要綱の制定（令和 2年 9月 4日施行）

４ 計画及び方針

・ 月形町通学路安全対策プログラム（令和 2年 7月策定）

・ 月形町立学校における携帯電話（スマートフォン等）の取扱い及び情報モラル教

育の推進に関する基本方針（令和 2年 12 月策定）

・ 令和３年度教育行政執行方針（令和 3年 2月策定）

回 日 時 議案件数 報告件数

第３回 令和 ２年 ５月２１日 １ ７

第４回 令和 ２年 ８月１７日 ３ ３

第５回 令和 ２年 ９月 ４日 １ ４

第１回 令和 ３年 ２月１８日 ３ ４

第２回 令和 ３年 ３月２５日 ３ １

計 １１ １９
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者

令和2年 4月 1日 教職員辞令交付式 教育長・職務代理者・委員

令和2年度第1回庁議 教育長

JR札沼線代替バス運行記念出発式 教育長

3日
札幌地区トラック協会岩見沢支部から防犯グッズ
の寄贈

教育長

6日 月形中学校入学式 教育長

第7回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

9日 空知教育局管内教育長会議 教育長

10日
第8回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

10日 月形町新型コロナウイルス感染症対策調整会議 教育長

13日
第9回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

14日 令和2年度第1回行政区代表者会議 教育長

15日 令和2年第1回月形町議会臨時会 教育長

第10回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

17日
第11回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

20日
第12回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

開町140年記念事業推進委員会 教育長

23日 懲戒処分等審査委員会 教育長

27日
第13回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

地域間交流事業推進委員会 教育長

５　教育委員会委員の活動状況

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

年　　月　　日
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

令和2年 4月 30日 全道教育長テレビ会議 教育長

5月 1日
第14回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

7日
第15回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

8日 令和2年第2回月形町議会臨時会 教育長

11日
第16回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

14日 臨時校長会議 教育長

15日
第17回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

21日 令和2年第3回月形町教育委員会 教育長・職務代理者・委員

25日
第18回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

26日 令和2年度第2回庁議 教育長

27日 臨時校長会議 教育長

人権の花贈呈式 教育長

新型コロナウイルス感染症に対応した小・中学校
の教育活動の再開等に係る打ち合わせ

教育長

29日 令和2年第3回月形町議会臨時会 教育長

6月 2日 令和2年第2回月形町議会定例会 教育長

臨時校長会議 教育長

3日 令和2年第2回月形町議会定例会 教育長

8日
第21回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

15日
第22回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

開町140年記念事業推進委員会 教育長

17日 ＪＡ月形から米の寄贈 教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

令和2年 6月 18日 令和2年度月形町人づくり振興協議会全体会議 教育長

19日
第23回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

23日 本田明二氏作品寄贈に係る打ち合わせ 教育長

29日 月形中学校全体体育 教育長

30日 令和2年度第2回行政区代表者会議 教育長

7月 1日 月形小学校参観日 教育長

3日 令和2年度第1回月形町社会教育委員会議 教育長

令和2年度第1回月形町学校運営協議会 教育長

6日 月形刑務所視察委員会 教育長

7日 月形町戦没者追悼式 教育長

13日
第24回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

14日 中学校訪問 教育長

15日 中学校訪問 教育長

16日 中学校訪問 教育長

20日 懲戒処分等審査委員会 教育長

22日 中学校教科用図書採択委員会 教育長

27日 町議会全員協議会 教育長

月形町総合振興計画等庁内推進委員会 教育長

29日 中学校教科用図書採択委員会 教育長

令和2年度第1回月形町スポーツ推進委員会議 教育長

30日 公立高等学校配置計画地域別検討協議会 教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

令和2年 7月 31日 職員採用面接 教育長

8月 3日
第25回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

4日 令和2年第4回月形町議会臨時会 教育長

5日 月形中学校校内研修 教育長

6日 令和２年度月形町教育振興会講演会 教育長、職務代理者、委員

11日
ラジオ体操フェスティバル
（札比内コミュニティセンター～13日）

教育長

14日
ラジオ体操フェスティバル
（月形町役場～16日）

教育長

17日
第26回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

令和2年第４回教育委員会議 教育長、職務代理者、委員

21日 令和2年度第1回校長・教頭合同会議 教育長

27日 南美唄小学校児童来町 教育長

28日 懲戒処分等審査委員会 教育長

31日 令和2年度第3回庁議 教育長

9月 2日 第60回月形中学校学校祭 教育長

3日 令和2年度樺戸監獄物故者追悼式 教育長

4日 令和2年第5回教育委員会議 教育長、職務代理者、委員

5日 第138回月形小学校運動会 教育長

7日 北教組全道キャラバン要請行動 教育長

8日 令和2年第3回月形町議会定例会 教育長

9日 令和2年第3回月形町議会定例会 教育長

10日 令和2年第3回月形町議会定例会 教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

令和2年 9月 11日 令和2年第3回月形町議会定例会 教育長

懲戒処分等審査委員会 教育長

12日 月形町認定こども園花の里子ども園運動会 教育長

14日 岩見沢法人会ハンドソープ贈呈式 教育長

15日 地域貢献表彰 教育長

16日 空知教育局長訪問 教育長

28日 町長当選証書付与式 教育長

30日 月形刑務所視察委員会 教育長

10月 2日 空知教育局義務教育指導監訪問 教育長

11日 月形町の未来を語る会 教育長

16日 空知管内教育長会議 教育長

19日 開町140年記念事業推進委員会 教育長

令和2年度第3回行政区代表者会議 教育長

20日 令和2年第5回月形町議会臨時会 教育長

22日
札幌地区トラック協会岩見沢支部からの絵本寄
贈

教育長

23日 プログラミング教育推進に係る地域連携研修会 教育長

29日 令和3年度町職員採用面接 教育長

30日 令和3年度教職員人事協議 教育長

11月 2日
第27回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

6日 開町140年記念式典 教育長

9日
第28回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

令和2年 11月 10日 中高交流授業（2年生）視察 教育長

12日 教育振興会研究授業視察 教育長

16日
第29回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

18日
第30回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

20日
第31回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

24日
第32回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

25日 主要3団体意見交換会 教育長

27日 令和2年度第4回庁議 教育長

12月 4日 ＪＡ月形から学校給食用新米の贈呈 教育長

月形ライオンズクラブ及び月形建設業協会から
小中学校用加湿器の贈呈

教育長

8日 令和2年第3回月形町議会定例会 教育長

9日 令和2年第3回月形町議会定例会 教育長

11日 月形町行政改革推進本部会議 教育長

14日
第33回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

17日 令和2年度第2回校長・教頭合同会議 教育長

28日
第34回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

令和3年 1月 6日 令和2年度第1回月形町災害対策連絡会議 教育長

7日 令和2年度第2回月形町災害対策連絡会議 教育長

9日 月形町成人式 教育長・職務代理者・委員

12日 令和2年度第3回月形町災害対策連絡会議 教育長

18日
第35回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

令和3年 1月 18日 令和2年度第４回月形町災害対策連絡会議 教育長

19日 教育委員学校訪問 教育長・職務代理者・委員

27日
令和3年第1回空知教育センター組合教育委員
会議

教育長

2月 1日 令和3年第1回月形町議会臨時会 教育長

月形刑務所視察委員会 教育長

4日 令和3年度当初教職員人事二次協議 教育長

臨時校長会議 教育長

8日 懲戒処分等審査委員会 教育長

第2回月形町行政改革推進本部会議 教育長

15日 第3回月形町行政改革推進本部会議 教育長

18日 令和3年第1回月形町教育委員会議 教育長・職務代理者・委員

19日 令和3年度月形町当初予算報道発表 教育長

月形町議会全員協議会 教育長

22日 懲戒処分等審査委員会 教育長

令和2年度第3回校長・教頭合同会議 教育長

24日 令和2年度第5回庁議 教育長

26日
公立高校配置計画に関する北海道教育委員会
とのリモート会議

教育長

3月 1日 令和2年度北海道月形高等学校卒業式 教育長

2日 月形町議会全員協議会 教育長

令和3年第1回月形町議会定例会 教育長

3日 臨時校長会議 教育長
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件　　　　　　　　　　　　　名 出　　席　　者年　　月　　日

令和3年 3月 4日 令和2年度第6回庁議 教育長

第36回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

10日 令和3年第1回月形町議会定例会 教育長

11日 令和3年第1回月形町議会定例会 教育長

12日 第74回月形中学校卒業証書授与式 教育長

令和3年第1回月形町議会定例会 教育長

15日 令和3年第1回月形町議会定例会 教育長

18日 令和2年度第1回月形町総合教育会議 教育長・職務代理者・委員

19日 第126回月形小学校卒業証書授与式 教育長

22日 令和2年度第5回月形町災害対策連絡会議 教育長

第37回月形町新型コロナウイルス感染症対策本
部会議

教育長

25日 北海道高等学校遠隔授業配信センター開設式 教育長

令和3年第2回月形町教育委員会議 教育長・職務代理者・委員

26日 令和2年度読書ノート表彰式 教育長

懲戒処分等審査委員会 教育長
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Ⅲ 令和２年度主な取組、点検及び評価

令和２年度は、年度当初から新型コロナウイルスの感染拡大による政府の要請により、

全国での臨時休業が春休み明けまで続き、入学式を終えてまもなく緊急事態宣言が発出さ

れたことで５月末までの長期の休業となりました。

その間、休業中の児童・生徒に対する課題の提供やＩＰ電話等による健康観察、また、

学校再開にあたっては、小・中それぞれ学年を分けての分散登校から始まり、再開後は三

密を避ける工夫や手洗い、手指の消毒の徹底、教室内の換気、放課後の消毒などの感染防

止対策、加えて児童・生徒のメンタル面のケアなど、先生方には大変なご苦労をいただき

ました。

学校行事についても、運動会は規模を縮小して秋に開催することができましたが、社会

科見学や学芸会など学校行事の中止や夏休みの短縮など、楽しい想い出を作ることもでき

ず、そして今もなお新たに変異したウイルスのまん延により不自由な学校生活が続いてい

ます。

社会教育活動についても多くの事業・活動を中止せざるを得ない状況となりましたが、

総合体育館や図書館など社会教育施設については、道内の感染状況をみながら最低限の活

動が保障できるよう感染対策をしっかり講じてまいりました。

これらの経験は、将来の社会を生き抜くうえで必ず貴重な経験になると確信するもので

ありますし、ワクチンの接種が効果を表し、一日も早く終息することを心から祈るもので

あります。

以下、令和２年度の教育行政執行方針に沿い、その取組みと評価を述べます。

１ 学校教育の充実

（１）確かな学力の育成

令和２年度は、ＧＩＧＡスクール構想における１人１台端末を新型コロナウイルス

の影響により前倒しをして整備いたしました。小・中学校とも校内ＬＡＮケーブル工

事の他、タブレット端末は小学校では児童・教員用のアイパッド１２１台、中学校で

はクロームブック７０台の購入と併せてウエブカメラなどの遠隔授業学習機器及び動

画編集ソフトを購入するなどＩＣＴ環境の充実を図りました。

一昨年度の学力調査の結果を受け、小学校高学年に理科専科教員を配置し、理科の
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学力向上に取り組むとともに授業の質を高めてまいりました。また、そのことによっ

て担任教諭が次の授業の準備やテストの採点など有効に時間の活用が図られ、教員の

働き方の改革にもつながっています。

小学校のティーム・ティーチング指導では、指導方法工夫改善の加配を受けたほか、

町単費の非常勤講師２名を配置し、特に低学年からのつまずきが無いように努めまし

た。なお、例年４月に実施している全国学力・学習状況調査は新型コロナウイルスの

影響により中止されましたが、標準学力テストの結果では、中学３年で国語、社会、

数学、理科は全国平均程度、英語は全国平均を大きく上回っています。また、中学２

年、中学１年では全教科にわたり全国平均を大きく上回っており、しっかりと学力が

定着しています。

特別支援教育では、子どもたちの多様な個性を引き出すため、一人一人の実態に応

じた教育の充実に努め、通常教室にも馴染めるよう取り組んできました。また、小学

校に特別支援教育支援員を配置し、教室内が落ち着いた環境で授業が進められるよう

配慮しました。さらに、教育委員会、保健福祉課、こども園、学校等で構成する特別

支援教育チーム会議を機能させ、就学指導を要する子どもについて共通理解を深め協

議を進めました。

教職員研修では、校内研修をはじめ教育振興会を中心に「プログラミング教育」な

どの専門的な研修会を開催し、新学習指導要領に対応した指導力の向上に向けた取り

組みを行ってきました。

（２）国際理解力の育成

令和２年度からの小学校での英語の教科化に伴い、ＡＬＴ及び中学校英語講師の乗

り入れ授業により、担任との役割を明確にし、新学習指導要領への移行による指導体

制を構築してきました。さらに今年度から低学年児童を対象として花の里こども園の

外国語活動を担当する教員を非常勤講師として配置し、ＡＬＴ及び担任との３名体制

での指導を強化してきました。

中学校でも同様に、教科担任を含めた３名体制による指導を行うとともに、英検Ｉ

ＢＡに取り組み、授業で学んだ英語力を検証しました。結果、英語検定２級１名、準

２級に６名が合格、また小学校でも３級に２名が合格するなど英語力の定着がうかが

えます。

12



また、花の里こども園にＡＬＴを派遣し、「世界のじかん」の活動の中で外国人に触

れる機会を提供し、外国文化に触れる活動を支援しました。こうした基礎のもとに月

形高校でも月形中学校の卒業生４名が英語検定２級を取得するなど、こども園から高

校までの英語教育の充実が図られています。

（３）豊かな心と健やかな体の育成

心の教育については、「誰もが安心して豊かに暮らせる共生のまちづくり」をスロー

ガンに掲げる月形町のもと、全教育活動で行う道徳教育はもとより、地域にある福祉

施設と協力した教育活動等を充実させ、社会奉仕活動や就労体験などを通して、協力

することや支え合うことの大切さ、命を大切にする心、他人を思いやる心、善悪の判

断、郷土を愛する心など、豊かな心が身に付いてきています。

小学校での縦割り班の活動や、中学校では月１回の「なかよくなろうの会」が生徒

の自主的な運営により取り組まれ、学年を越えて子ども同士の好ましい関係が築かれ

ています。また、いじめの未然防止や早期発見・早期解決に向け、各学校では、いじ

めゼロ宣言や生徒会による自主的な交流活動、また「仲間づくり子ども会議」をもと

にした集会活動などを実施しています。

部活動については、新型コロナウイルスの感染拡大によって活動が制約され、中体

連や吹奏楽コンクールなど発表の機会が失われました。

児童・生徒数の減少により修学旅行にかかる費用が増加していることから、バス代

等の共通費用の助成を拡充し、保護者負担の軽減と平準化を図ってまいりました。

（４）安全安心な環境づくり

コロナ禍により町内でも複数の感染者が発生しましたが、幸い児童・生徒の感染は

ありませんでした。

学校には感染予防対策のため国の交付金を活用して、給気換気機能付きエアコンの

設置、ＡＩ体温検知カメラ、自動手指消毒器、図書消毒機の購入、自動水栓、洋式ト

イレへの改修など緊急に整備するとともに、スクールバスを増便するなど感染予防対

策に万全を図ってまいりました。

警察署や消防署など関係機関の協力をいただき、交通安全教室や防犯教室、心肺蘇

生・救命講習や避難訓練を実施しました。小学校では、町の危機管理担当部局の協力
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を得て防災カルタなどを活用した教育や避難所における段ボールベットの組み立て方

などを学ぶとともに、不測の災害に対応するため、給食センターに備蓄している非常

食などを活用し、防災教育に取り組みました。

また、懸案となっていた「月形町通学路安全対策会議」を機能させ、通学路の危険

箇所を洗い出し、関係機関に改善要望を行ってまいりました。

（５）地域とともにある学校づくり

将来の小中一貫教育を見据え、懸案となっていた小・中合同の学校運営協議会（コ

ミュニティスクール）を設置しました。委員の構成は社会教育委員を中心に各学校の

ＰＴＡ会長、地域の代表、各学校長、地域の団体からは、絆見守り隊や農協青年部、

また、学校間の連携を深めるため、花の里こども園、月形高校にも加わっていただき、

学校運営や学校評価について保護者や地域の皆さんから幅広くご意見をいただく体制

が確立されました。昨年度当初、児童・生徒用マスクの不足の際には、手づくりマス

クの寄贈や扇風機、加湿器、消毒用雑巾の寄贈など地域の皆様の多くの支援をいただ

きました。

月形町教育振興会は、これまで小・中学校の先生が中心で活動してきましたが、令

和２年度から花の里こども園と月形高校の教職員にも参加をいただき、学校間の連携

の強化と各部会の活動や研修会、講演会などの活動が活性化されました。また、学校

運営協議会、教育振興会それぞれに一貫教育部会を設け、一貫教育導入に向けた準備

を進めてまいりました。

引き続き「学校だより」や「コミュニティスクール通信」を全戸に配布し、町民皆

様の理解が深まるよう努めてまいりました。

（６）高等学校生への支援

道内の高校においては間口減等が進む中、月形高校には１５名の生徒が入学しまし

た。うち、月形中学校からは卒業生１５名中６名の入学に留まり、割合は昨年を大き

く下回りました。空知南学区や札幌市を中心とする石狩学区など全体の中学校卒業者

数の減少と共に、公立の各高校においても定員に満たない状況が発生していることに

加え、ＪＲ札沼線の廃止により、代替バスはＪＲ運行時よりも増便され、学校前に停

留所が設置されるなど利便が図られていることをＰＲしながら生徒募集活動を進めて
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いるものの、沿線からの通学生の足に対する不安が生じており、当別、札幌方面から

の入学生がいない状況となりました。

月形高校の存続は、地域の活性化のためにも重要な課題であり、この間存続に向け

て道教委と協議を重ねてきた結果、これまでの月形町人づくり振興協議会の学校に対

する支援や特色ある学校づくりの取組みが評価され、令和３年度から岩見沢東高校を

協力校として地域連携特例校が導入されることとなりました。

また、令和２年度から町外の学校に在籍する高校生に対し、各種模擬試験や検定試

験の受験料の一部助成を開始しました。

２ 社会教育活動の充実

（１）青少年健全育成の推進

昨年度から開始した「アフタースクール事業」は、新型コロナウイルスの影響によ

り１１月からの実施となりましたが、放課後の健全な活動を支援するため、竹馬・ゴ

ム飛び、トランプゲーム、ボール遊び、タグラグビーなど計５回の活動を行い延べ３

８名が参加しました。

「子ども会初級リーダー研修会」「中学生リーダー研修会」「子どもチャレンジ教室」

は実施を見送りました。道教委主催の「ジュニアリーダーコース」はオンラインでの

開催となりましたが、月形高校の生徒１名が参加しました。

子ども会唯一の親睦事業であるミニバレーボール大会はやむを得ず中止といたしま

した。

例年、学校の長期休業期間中に実施してきた水泳教室、冬季スポーツ教室及びスキ

ー教室は実施を見送りました。

なお、令和２年度は「青少年健全育成基金」の活用はありませんでした。

（２）生涯学習の推進

「生涯学習講座」は、町民のニーズに応えつつこれまでの成果をもとに合計３講座

を企画しましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、１２月にクリスマス

リースづくりの１講座のみの開催となり、講座には８名の参加がありました。

高齢者教育「ふれあい大学」は入学式・始業式を取り止め、予定より１カ月遅れて

６月から開校し、５２名の学生で活動しました。学生が最も楽しみにしていた親睦会、
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近隣市町研修、研修旅行、学園祭はすべて中止となりましたが、感染予防に十分配慮

しながら１０講座とクラブ活動を行ってきました。学生自らの企画、運営により積極

性と参加意欲が高まってきました。なお、卒業式・終業式も中止となりました。

令和３年月形町成人式は、感染予防対策のため来賓等の出席者を少人数に限定し、

検温、手指消毒はもとより、マイクの消毒やパーテーションの設置など、感染対策に

十分配慮しながら予定どおり実施することができました。残念ながら交流会を中止し

式典のみの開催となりましたが、出席した８名の新成人は、友人や恩師との再会を喜

び旧交を温めました。

また、２０２２年の民法改正により、成人年齢が引き下げられますが、本町におい

ては、さきに実施したアンケート調査の結果を踏まえ、成人式についてはこれまでど

おり現在の２０歳成人、１月（成人の日）の開催といたします。

（３）読書活動の推進

図書館の令和２年度の貸し出し実績は、７，０９３冊（前年８，２２７冊）２，９５

８人（前年３，５５１人）と前年を下回っていますが、これは緊急事態宣言により４

月・５月の閉館が影響したためです。そうした状況にあっても読書活動を保障するた

め、図書消毒機をいち早く導入するなど感染対策に取り組むとともに、リクエストに

より家庭に図書を届ける「うち読事業」を実施しましたが実績はありませんでした。

「読書ノート」の取組みは２年目となりました。８名が参加し、年間８０冊以上の

図書を読了した幼児、児童を表彰しました。ノートには３行感想文を記入させること

で読解力を養う効果が発揮されています。

「ブックスタート」は乳幼児健診の際に９名の幼児に２冊づつの絵本を配付しまし

た。同時に「おはなしじゃんけんぽん」の協力を得て、読み聞かせを実施しています。

移動図書は、図書館の蔵書を小・中学校で貸出及び返却ができるよう工夫するとと

もに、乳幼児健診や健康講座において貸し出しを行っています。小学校では貸し出し

が定着してきており、１２３人１８９冊の貸し出しがありましたが、町内行事での利

用はありませんでした。また、北海道立図書館から本を借用し、きららクラブや学校

に配置して有効活用されています。今後においても読書の普及・啓発に努力してまい

ります。
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（４）スポーツ活動の推進

「つきがた健康づくり・体力づくり推進事業」は、北翔大学の協力を得て、町民の

健康増進や運動機会の動機づけなどを目的として体力測定や健康づくり講話、運動教

室等を実施していますが、令和２年度は１０月に実施した体力測定に１８名、ヘルシ

ー・アカデミーには延べ４３名の参加がありました。

夏休み期間中のラジオ体操フェスティバルは回数を減らし、月形地区、札比内地区

それぞれ３日ずつ行い、延べ１６３人が参加しました。

「つきがたニュースポーツフェスティバル」は新型コロナウイルスの影響により中

止になりました。

総合体育館は緊急事態宣言による長期の休館や町外利用者の規制、毎週夜間に定期

活動が行われてきた各種スポーツ団体の利用の自粛、温水プールは約１カ月遅れの開

館になったことや、学校の授業が行われなかったことなどにより利用者は大きく減少

しました。

また、トレーニング室については感染予防対策のためトレーニング器具の間引きや

利用後の消毒を徹底したものの、感染の不安から利用者は減少しました。

スポーツ協会主催の行政区対抗「ソフトボール大会」や「ミニバレーボール大会」

「町民歩け歩け大会」は中止となりました。

子ども一人一人が運動の楽しさを味わい、運動が好きになるよう４歳児から小学校

２年生を対象に「子ども運動教室」に取り組んでいます。幼児クラスは５名の参加に

より延べ２１回、小学校１・２年生クラスは７名の参加により延べ２２回開催し、基

礎体力や運動能力の向上に取り組んできました。

保健福祉課や社会福祉協議会が実施する健康づくり事業へは、指導する職員を派遣

し、高齢者や障がいのある方々への運動能力向上のための取組みを支援しています。

（５）文化・芸術活動の推進

「芸術鑑賞事業」は、例年幼児、小学生、中・高校生、一般の部に分け、演劇や音

楽、古典芸能等の演目で実施していますが、比較的感染が落ち着いた９月に幼児の部

として劇団風の子北海道による演劇「かぜのしっぽ」の鑑賞会を開催しました。しか

し、小学生及び中学生・高校生は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、残念

ながら開催することができませんでした。
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一般町民を対象とした芸術鑑賞会や劇団四季ミュージカルのバスツアー、例年栗山

町で開催される「札幌交響楽団ひな祭りコンサート」は中止となりました。

また「町民文化祭」についても、文化連盟と協議した結果中止を決定しました。

本道を代表する彫刻家であり、本町出身の本田明二氏の遺作の寄贈を受け、開町１

４０年記念事業として特別展を開催することができました。

３ 教育委員会の活性化

教育委員会の開催状況は別紙のとおりとなっています。委員会の開催ごとに議会におけ

る一般質問や派遣している協議会での議論の内容などを報告しながら情報共有するととも

に委員の共通認識を深め意思統一を図っています。

また、学期末には学校訪問を実施して学校長から報告を受け、委員の見識を深めるとと

もに、児童・生徒や先生との距離が縮まるよう努めてきました。
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Ⅳ 別添資料

教育委員会会議議案

回 開催日 議 案 名

３ R2.5.21 修学旅行等の引率業務等に従事する月形町立学校職員の勤務時間の

割振りに関する要領の一部を改正する訓令の制定について

臨時代理の報告について（新型コロナウイルス感染症対策のための一

斉臨時休業期間等における月形町立学校職員の在宅勤務実施要領の制

定について

臨時代理の報告について（月形町立学校における働き方改革行動計画

の改定について）

臨時代理の報告について（月形町社会教育委員の委嘱について）

臨時代理の報告について（月形町スポーツ推進委員の委嘱について）

臨時代理の報告について（月形町学校給食センター運営委員の委嘱に

ついて）

臨時代理の報告について（月形町教育委員会事務局職員の人事異動に

ついて）

町内小中学校在籍児童生徒数（令和２年４月分・５月分）について

４ R2.8.17 令和３年度から使用する教科用図書の採択について

令和元年度月形町教育行政事務の管理及び執行状況点検及び評価に

関する報告書について

月形町立学校職員慰労金交付要領の制定について

臨時代理の報告について（月形町立学校管理規則の一部を改正する規

則の制定について）

令和２年度月形町一般会計補正予算（第４号及び第５号）教育関係予

算について

町内小中学校在籍児童生徒数（令和２年６月分・７月分・８月分）に

ついて

５ R2.9.4 月形町大学生等学生生活支援給付金事業実施要綱の制定について

臨時代理の報告について（月形町学校運営協議会委員の委嘱につい

て）

臨時代理の報告について（月形町通学路安全対策プログラムの策定に

ついて）

臨時代理の報告について（月形町通学路安全対策会議委員の委嘱につ

いて）

町内小中学校在籍児童生徒数（令和２年９月分）について

１ R3.2.18 令和３年度月形町教育行政執行方針について

令和３年度月形町一般会計予算（教育関係）について

月形町教育員会教育長の営利企業等への従事について
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月形町立学校における携帯電話（スマートフォン等）の取扱い及び情

報モラル教育の推進に関する基本方針の策定について

月形町大学生等学生生活支援給付金事業の実施結果について

町内小中学校在籍児童生徒数（令和２年１０月分・１１月分・１２月

分・令和３年１月分・２月分）について

令和２年度月形町一般会計補正予算（第６号及び第１０号）教育関係

予算について

２ R3.3.25 令和３年度当初公立学校教職員人事について

修学旅行等の引率業務等に従事する月形町立学校職員の勤務時間の

割振りに関する要領の一部を改正する訓令の制定について

月形町人づくり振興協議会設置要綱の一部を改正する告示の制定に

ついて

町内小中学校在籍児童生徒数（令和３年３月分）について
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