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午後４時 01 分  開会宣言 

〇小林教育長 

若干定刻の時間を過ぎましたけれども、只今より平成 30 年第３回秩父別町教 

育委員会定例会を開催いたします。 

委員の皆様におかれましては、お忙しい中本日も重要案件をご審議いただく 

ため教育委員会定例会に出席いただき誠にありがとうございます。 

また、６月 25 日の学校訪問、７月 12 日の全道教育委員研修会、さらには綾 

川町との姉妹町交流であります小中学校交流団訪問など多くの行事に出席いた 

だきまして心から感謝申し上げます。 

さて、ご承知のとおり文科省は、小学校６年生、中学校３年生を対象に行っ 

た平成 30 年度全国学力学習状況調査の結果を公表いたしました。道内の公立 

小中学校の平均正答率ですが、中学３年生が国語Ａと理科で全国を上回りまし 

た。２科目で全国を上回ったというのはこの調査が始まって以来初めてといっ 

たような快挙というように新聞等に載ってございました。一方小学６年生は５ 

科目全てにおいて全国を下回り、特に算数Ｂにつきましては全国と若干差が広 

がったという報告も聞いてございます。本町ですけども中３が５科目全てにお 

いて全国を上回りました。それから小学校６年生は反対に５科目全てにおいて 

全国を下回りました。ただ、下回ってもほとんど全国とわずか数ポイント、１ 

ポイントとか２ポイント下がるということで、大体全国平均だったというとこ 

ろではないでしょうか。中学校の学力は確実に改善されていると私は思ってお 

りますけれど、小学生につきましては特に応用力、そういったものが若干足り 

なかったのかな、課題があるのかなと思っておりますが、やはり 10 年前と比 

べると小学生についても改善の傾向にあるというふうに考えております。何れ 

にいたしましても今後は子ども達の直接指導を行う教職員の資質の向上にかか 

っているのではないかと考えております。 

さて、本日の議案は承認案１件、議案４件を上程しております。よろしくご 

審議いただきますようお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。 

 

（日程番号１番 会議録署名委員の指名について） 

〇小林教育長 

日程番号１番、会議録署名委員の指名について、笹木課長。 

〇笹木教育課長 

２番南委員を指名します。 

 

（日程番号２番 前回会議録の承認） 

〇小林教育長 



日程番号２番、前回会議録の承認についてを報告願います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

 先ほど確認させていただきました。間違いがなかったことを報告いたします。 

 

（日程番号３番 報告事項） 

〇小林教育長 

日程番号３番、報告事項について、最初は町内校長会です。 

まず、６月１日に定例会議がありました。 

【児童生徒の個人情報のため一部省略】 

７月 17 日定例校長会は、小学校が天候不順のため水泳授業を延期したこと、 

それから夏休みに向けて安全指導の徹底を図ったこと、教職員に対して飲酒運 

転をしないようにという啓発を行ったという話がありました。それから、中学 

校ですけれど、【生徒の個人情報のため一部省略】 

〇小林教育長 

 つづきまして、教育長会議等について笹木課長、報告願います。 

〇笹木教育課長 

（別紙により報告） 

〇小林教育長 

 次、３番町議会関係を笹木課長、報告願います。 

〇笹木教育課長 

６月１４日開催の第２回町議会定例会についてご報告いたします。 

町長の行政報告では、農作物の生育状況についてと、工事の入札結果につい 

てありました。工事の入札結果については、保養研修施設２号源泉配管設備工 

事と南２６号橋補修工事、町道２条路線法面復旧工事と町道南山南路線法面復 

旧工事、秩父別町図書館照明設備改修工事について報告がありました。 

一般質問では、２議員から質問がありまして、まず藤岡議員からは、スマー 

ト農業の推進による農業人口の減少対策についてどのように考えているかとい 

う事でした。 

これについて町長は、本町の農家戸数が平成 20年度から 44戸減少し、高齢 

化と担い手不足が課題となっており、今後更なる経営規模の拡大と労力の軽減 

対策などが求められていることを挙げ、現在、農地基盤整備や経営体育成支援 

事業による農業機械等の導入を進めていること。新規就農対策として、町独自 

に農業後継者奨学金貸付事業や産業後継者新規就農支援事業を創設し、過去５ 

年で１２名の新規後継就農者があったことと、北いぶき農協と共に施 設園芸 



ハウス補助金制度の創設により地域農業振興に努めている旨説明がありました。 

また、経営面積の大規模化と効率的な経営を行う法人化した農家に農地所有 

適格法人設立支援事業を実施し、昨年度からは北海道より職員１名の派遣を受 

け農業経営の法人化や新規就農、６次産業化等将来への農業対策に係る研修会 

を開催し検討を進めていることも説明し、本町もドローンや自動操舵の講演会 

や実演会を開催しており、今後の農業を取り巻く環境の動向に注視しつつ、農 

業者が意欲を持って農業が続けられるよう関係団体と連携を図りながら農業振 

興と農業所得の向上に取り組んでいく旨回答しております。 

次に大野議員からは、学校教育について質問があり、それについて教育長か 

らは、町が、少子高齢化が進みグローバル化や高度情報化など急速な社会変化 

に直面したこの激しい時代の中でこそ地域を支える人材育成の大切さを説明し、 

また、教育行政執行方針における施策の説明を具体的に説明するとともに、３ 

月に道教委より示された北海道アクションプランに基づき本町教育委員会でも 

教職員が健康で生き活きとやりがいを持って勤務出来ることで学校教育の質を 

高められる環境づくりを進めて参る旨回答しております。 

議案は、全部で６本が議決されております。 

議案につきましては、「秩父別町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型 

介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の 

設定について」と「秩父別町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条 

例の設定について」、「土地の無償貸付について」、「平成 30年度秩父別町一般会 

計補正予算（第２号）について」、「平成 30 年度秩父別町農業集落排水事業特別 

会計補正予算（第１号）について」、その中で教育委員会関連といたしましては、 

補正予算としてベルパークちっぷべつ屋外遊戯場管理に伴う増額補正やキャン 

プ場用品の貸出し品購入のための予算計上を提出し、承認をいただいておりま 

す。 

それらを含め、全て議決されております。 

以上、議会関係の報告とさせていただきます。 

〇小林教育長 

 次に、４番その他、行事関係について報告してください。 

〇笹木教育課長 

（別紙により報告、説明をする。） 

 



〇小林教育長 

これに係わって何かご質問等あれば。ありませんか。 

― 「ありません」の声あり ― 

 

（日程番号４番 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて「北海道

150 年事業に係る勤務時間の割振り等に関する要領の制定について」） 

〇小林教育長 

日程番号４番、承認第５号専決処分の承認を求めることについてを説明願い 

ます。 

〇笹木教育課長 

承認第５号、北海道 150年事業に係る勤務時間の割振り等に関する要領の制 

定について説明申し上げます。 

北海道では、北海道として命名より 150年を経た今年度、先人が積み重ねて 

きた偉業や歴史を振りかえり、次代につなぐとともに新しい北海道の創造に向 

け、本道の未来を担う人づくりを進めることなどを目的とし、かつ児童生徒が 

ふるさと北海道に対する関心や理解を深める事業を推進するに当たり、学校と 

して参加するなどの際、職員の健康及び福祉に資する対応が必要と考え当該要 

領を整備するものであるとされています。以上です。 

〇小林教育長 

只今事務局より説明がありましたが、本件は専決事項でありますので、委員 

の皆様方からご異議がございませんでしたら、承認とさせていただいてよろし

いでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

ありがとうございます。 

 

（日程番号５番 議案第 15 号 平成 31 年度から使用する中学校用「特別の教

科道徳」の教科用図書の採択について） 

〇小林教育長 

日程番号５番、議案第 15 号、平成 31 年度から使用する中学校用特別の教科 

道徳の教科用図書の採択についてを説明願います。 

〇笹木教育課長 

平成 31年度より教科化となる道徳の授業において使用する教科用図書が７ 

月 26日開催の平成 30年度第 3回北海道第５採択地区教科用図書採択委員会協 

議会で審議された別紙掲載の図書を本委員会に教科用図書として採択してよい 

か図るものです。ご審議の上決定いただけますようお願いいたします。 



〇小林教育長 

 ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 ― 声なし ― 

〇笹木教育課長 

学校教育法附則９条に規定する教科書とあるのが、こちらの方がこの別紙に 

なっております。内容としましては特別支援教育に係わる教科用図書となって

おります。 

〇梅澤教育長職務代理者 

星(★)印が採用ということですか。 

〇笹木教育課長 

星(★)印は、今回新規ということでなっております。それ以外は継続してこ 

ちらの方に掲載されております。 

〇小林教育長 

私の方からも補足なんですけれども。【説明事項一部省略】 

〇小林教育長 

 もし、意見等ないようであれば議案第 15号は可決するということで異議ござ 

いませんでしょうか。 

― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

それでは、ご異議がないということで議案第 15 号は可決といたします。 

 

（日程番号６番 議案第16号 平成31年度に使用する小学校用教科用図書の

採択について） 

〇小林教育長 

日程番号６番、議案第 16 号、平成 31 年度に使用する小学校用教科用図書の 

採択についてを説明願います。 

〇笹木教育課長 

平成 31年度に改定となる小学校用教科用図書について、先にありました北 

海道第５採択地区教科用図書採択委員会協議会で審議されたもののうち、別紙 

掲載の図書を本委員会に教科用図書として採択してよいか図るものです。 

ご審議の上決定いただけますようお願いいたします。 

〇小林教育長 

 これはですね、調査研究した校長先生から報告がありました。それを受けて 

説明があったんですけれど、実は平成 29年度、昨年度検定において新たな図書 

の採択がなかったんです。そういう時どうするかというとさかのぼって前回、 

平成 25年度の検定で合格した図書の中から採択をするというふうになってい 



ます。それで今現在使われている同じものが一覧で先ほどありましたけれど、 

採用していただいておりますという話がありました。新しい教科書がなかった 

ということでご理解いただきたいと思います。 

〇小林教育長 

それでは、ご意見ご質問等がありましたらお願いいたします。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

 なければ議案第 16号は可決とすることにご異議ございませんか。 

― 「なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

それでは、ご異議がないようですので議案第 16号を可決といたします。 

 

（日程番号７番 議案第 17 号 平成 30 年度教育関係予算の補正要求につい

て） 

（日程番号７番 追加議案第18号 平成30年度教育関係予算の補正要求につ

いて） 

〇小林教育長 

日程番号７番、議案第 17 号、平成 30 年度教育関係予算の補正要求について、 

追加議案第 18 号、平成 30 年度教育関係予算の補正要求についてを説明願いま 

す。 

〇笹木教育課長 

平成 30年度補正予算のうち債務負担行為に係るものよりご説明します。 

今回計上した秩父別町生涯学習センター管理運営費及び秩父別町パークゴル 

フ場管理運営費においては３年間の指定管理期間が今年度で終え、次年度以降

の指定管理に係る債務負担額を議会の議決を経て保証するものです。 

次に小学校費及び中学校費における補正要求の内容については、６月の定例 

議会一般質問の答弁でも申し上げた学校現場における働き方改革の一環として 

学校にタイムレコーダー一式と児童・生徒検査一式の予算を政策として措置す 

るものです。タイムレコーダーの設置により個々の教員の勤務時間の状況が一 

覧で把握出来きることで、教員の業務負担の片寄りや教頭の管理業務の軽減を 

期待できる。 

児童・生徒検査一式においては、児童生徒の精神状態や交友関係の状況を把 

握し、子どもたちの学校生活がより円滑に過ごせるようにサポートすることで 

生徒指導の一助となるだけでなく、子どもたち一人一人が夢や希望に向かって 

展望を抱き、健やかに生きることが出来ることにつなげることも期待できる。 

次に保健体育施設費における補正においては、今年度過去に類を見ない利用 



者数が激増したキャンプ場の改修に関わるものです。従前より水はけが悪く、 

至る所で降雨の度に水たまりが出来る場所の広範囲に暗渠を入れ直し改善する 

ものです。 

なお、グラウンドにも水たまりが出来ている場所についてもキャンプ場繁忙 

期にはグラウンドもキャンプ場として開放していることから併せて暗渠を入れ 

直し改善するものです。 

さらにキャンプ場炊事場改修工事においては、増大した利用者に対し既存の 

炊事場では小さいことから施設そのものを大きいものに更新し、利便性を図る 

ものである。 

追加議案第 18 号、追加提案理由は、生涯学習センター前消防庁舎横  

の立木の枝が折れ路面に落下した事案がありました。その後、総務  

課・建設課を交え安全に係る検討を経て今回急ではありますが、通  

路の上に覆いかぶさり、歩行者や通行車両に危険を及ぼす枝を剪定  

する対処に必要とする経費を計上するものです。  

以上、内容の説明を申し上げ第３回定例議会に提出するにあたりご審議の上 

決定いただけますようお願いいたします。 

〇小林教育長 

只今事務局より説明がありましたが、ご意見ご質問等がありましたらお願い 

いたします。 

〇田丸委員 

 キャンプ場は広くはならないですよね。 

〇笹木教育課長 

 ならないです。今まで使っているキャンプ場の川をまたいでグラウンドの方 

へ人が押し寄せている、膨らんできて最後は郷土館の横まできたというのが３ 

回ぐらいはそういう状況になっています。できれば、せせらぎをまたいでも、 

せせらぎの東側の木立の中で納まってくれるのがこちらとしてもいいのですが。 

中々うちはフリーサイトで予約とかもとっていないものですから、来た方を 

もう帰ってくれと押しとどめることもできないという状況です。 

〇田丸委員 

広げる場所は昔のゲートボール場は。パークゴルフ場をはさむが。 

〇笹木教育課長 

障がい者施設が２棟目の着工をする状況でございますので。 

〇小林教育長 

他にどうでしょうか。 

― 声なし ― 

 



〇小林教育長 

なければ、議案第 17 号、追加議案第 18 号を可決することでご異議ありませ 

んか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

 それでは、ご異議がないようですので議案第 17号、追加議案第 18号は可決 

といたします。 

 

（日程番号８番 協議案） 

〇小林教育長 

次に日程番号８番、協議案について、事務局より説明願います。 

〇笹木教育課長 

（１．次期委員会について、学校訪問や総合教育会議の開催予定も含めて提

案する。各委員と協議して日時を決定。） 

次期委員会は、10月 24日水曜日午後４時に決定します。 

（２．その他、行事予定について別紙記載行事を説明する。平成 30年度北空

知管内市町教育委員研修会の日程を提案する。） 

 教育委員研修会は 10月 16日 15時 30分を予定して、懇親会は温泉で 17時

20分頃を考えています。 

〇小林教育長 

全体を通して、ご質問等ございませんでしょうか。 

― 「なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

それでは、平成３０年第３回秩父別町教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

午後４時 35 分閉会 

 


