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午後３時 30 分  開会宣言 

〇小林教育長 

それでは定刻となりましたので平成 31年第１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、お忙しい中重要案件をご審議いただくため

にご出席いただき誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。 

さて、せっかくの機会ですから最初に私から一点お話ししたいと思います。 

一つ目は体罰についてであります。先般、児童生徒の保護者並びに教職員

から提出された体罰調査に関する調査票の確認を終え教育局の方へ結果を報

告したところでありますが、新聞報道等を見ましても相変わらず安易に体罰

を行ってしまう教職員が後を絶たない、そういう状況があるように見受けら

れます。本町におきましても、先般体罰ではありませんでしたが教師側の不

用意な指導から保護者・子どもに体罰ではないかと誤解を招いてしまった事

案が発生し、その詳細を確認したところそうした事実がないということが判

明し安堵したところであります。体罰は学校教育法で厳に禁止されており、

どのような事情が、また理由があったとしても絶対に許されないことを改め

て全ての教職員が常に認識するとともに、教育委員会といたしましても児童

生徒の生命・身体を守り、児童生徒が安心して学校生活を送ることができる

ようより良い教育環境の構築に努めてまいりますので、今後とも委員の皆様

のご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

二つ目は児童虐待防止対策の取組についてであります。このことにつきま

しては、委員の皆様におかれましても極めて重大な事態であると考えていた

のではないかと思いますが、先般千葉県野田市において保護者から虐待の被

害を受けていた小学４年生の女子児童が死亡するという大変痛ましい事故が

発生いたしました。この事故を踏まえ現在学校現場や教育委員会においては、

児童生徒の状況の把握、保護者の対応、児童相談所や警察など関係機関との

連携の充実が早急に求められているところであります。このため、今月 19

日に行われました町内校長会の中でも、学校においては今一度児童虐待防止

対策に関する体制の見直しを図るとともに子どもの安全確保を最優先に学校

等における児童虐待の早期発見、早期対策、被害を受けた児童生徒の保護者

等の適切な対応が如何なく行われるよう教職員が一丸となって万全な体制強

化を進めると同時に適切な対応に努めていただくようお願いしたところであ

ります。 

以上２点についてお話ししましたが、昨今の教育界が抱える課題が年々肥

大化し複雑化する中、そのためのスピーディーかつスムーズな対応の在り方

に大きな期待がかかっていることの現れではないかと私自身も考えていると



ころであります。 

今日は例年行っております新年度の教育行政執行方針はまだ提示すること

ができませんが、三か年の教育大綱が今年度で終了しましたので新たな教育

大綱として教育振興基本計画の概要について、それから教育関係予算の補正

要求、議会に提出いたします活動状況に関する点検評価報告書などご審議い

ただくこととしております。本日どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（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お願いいたします。 

〇笹木教育課長 

はい、２番南委員にお願いいたします。 

〇小林教育長 

  よろしくお願いします。 

 

（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お願いします。 

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。正確だったことをここでご報告させて

いただきます。 

〇小林教育長 

  ありがとうございます。 

 

（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、１番町内校長会、私からご報告させて

いただきます。 

  １月 16 日の町内校長会では小学校の上杉校長先生から３学期が始まって

すぐだったんですけども大きな事故もなく無事３学期を迎えられたことの報

告がございました。【個人情報のため一部省略】 

中学校の中島校長先生からは【個人情報のため一部省略】次年度、情緒学

級が新設されまして特別支援学級が２学級３定員になること、それからこの

時点での３年生の進学先が決定したといったことについて話がありました。 

２月 19 日の町内校長会では小学校の上杉校長先生からインフルエンザが

猛威を振るい１・２年生を除き学級閉鎖をしたこと、特に４年生は２回の学



級閉鎖をしたといったことも話されておりました。【個人情報のため一部省

略】 

中学校の中島校長先生からは【個人情報のため一部省略】 

 町内校長会からは以上です。 

 

〇小林教育長 

  ２番目教育長会議等について笹木課長から報告願います。 

〇笹木教育課長 

はい、２番教育長会議等について説明いたします。 

（別紙に記載のとおり説明） 

 

〇小林教育長 

  次に、３番町議会関係を笹木課長から報告願います。 

〇笹木教育課長 

  １月１９日開催の第１回町議会臨時会について報告いたします。 

議案は全部で２本で、秩父別町ふるさと特産物展示館設置条例の一部を改

正する条例の設定と、一般会計の補正予算の提案などがあり全議案が可決さ

れております。 

  次に１月２９日開催の第２回町議会臨時会について報告いたします。 

議案は全部で３本で、北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止に 

ついて、秩父別町ふるさと特産物展示館の指定管理者の指定について、一般

会計補正予算の提案などがあり全議案が可決されております。 

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 

  はい、次、４番その他の方に入ります。（１）行事関係についてお願いしま 

す。 

〇笹木教育課長 

  （別紙に記載のとおり説明） 

 

〇小林教育長 

  はい、次、５平成 31 年度教育予算要望結果についてお願いします。 

〇笹木教育課長 

  （別紙平成 31 年度教育予算歳入予算要求額明細書及び平成 31 年度教育予

算歳出予算要求額明細書により説明） 



 

〇小林教育長 

  はい、次に、６平成 31 年度学級編制についてお願いします。 

〇笹木教育課長 

  はい、資料の平成 31 年度学級編制表というのをご覧いただきたいと思い

ます。 

  まず、小学校といたしまして普通学級で 84 名、特別支援学級としまして

４名合わせて 88 名の児童が在籍することになっています。特別支援に係わ

りました教室の数は変更ございません。教職員数も平成 30 年度と同数とな

っております。 

  次、中学校です。中学校の方は普通学級在籍予定が 28 名、特別支援学級

が３名ということになっております。合わせまして 33 名の生徒数になりま

す。特別支援学級の教室が知的学級１と情緒が１というふうになります。教

職員数は２名の増となっております。 

 

〇小林教育長 

  はい、それでは最後、７秩父別町教育振興基本計画案の概要について私の

方からお話をしたいと思います。お手元にあるかと思いますけれど、今現在

秩父別町の教育大綱というのがありまして、これがちょうど平成 30 年度で

３年計画が終わりまして、それを受けて新年度が名称を変えまして秩父別町

教育振興基本計画という形にしたいと思っています。それで期間も前までは

３年でしたが、３年だと非常に期間が短いので、普通見ますと５年ぐらいが

いいかなと思いますので５年にさせていただきたいと思っています。これを

今日提示をして、実は４月 15 日に新町長に対しての総合教育会議に予定し

ているんですけれども、それに向けて早めに委員の皆さんに見ていただきな

がらこんなものがベースになっていくのかなということをご理解いただきた

いという意味で提示させていただいております。 

  まず、開いていただきまして目次がありますけれど、１ページ目第１章計

画の策定についてということで、１計画の策定の趣旨が書かれておりますけ

れど、今日取りも直さず高度情報化だとかグローバル化だとか言われており

ますけれど、社会情勢が大変変化していくんだと、その中で新たな教育委員

会制度の改革がされましたし改訂されましたし、それから新学習指導要領の

改訂も行われているといったような大変大きな変革期に至っているんだとい

うことをそこで触れております。このような時代だからこそ未来社会を切り

開いていくための資質や能力を子ども達に身に着ける必要があるんだという

こと、それからふるさとへの誇りと愛着を持っていいんだということ、将来



のふるさとを支えるたくましい人材を育てていくといったことを今求められ

ていますということで、本町ではこれまでも心身ともにたくましく誇り高く

生きる人として、子ども達の成長を願ってきたわけですけども、さらに基礎

的基本的な学力の習得だとか豊かな人間性を身に着ける行動、生涯に学び続

ける意欲や態度を身に着けるということも大事なのかなということです。中

段のところに、またと書いてありますけれど平成 31 年１月１日には子ども

子育て応援宣言がなされまして町内外に広くそういった取組、そういった町

づくりを進めていますということを発信したところで新たなスタートを切っ

たというそんな年になるわけです。今後それを受けまして子ども達としての

持続可能な社会の担い手として、その礎となる生き抜く力といったものを育

てるとともに、社会の形成者として必要な基本的な資質を養うことが重要だ

というふうに考えております。そういったことを受けましてふるさと秩父別

町の歴史だとか文化、そんなものを誇りに思いながら、そして地域の発展を

支える人材を育成したいといったことを目的とする秩父別町教育振興基本計

画を策定して教育施策の総合的、計画的な推進を図ることをいたしました。 

  この基本計画をベースにして今後、例えば平成 31 年度の教育行政試行方

針を作っていきたいと考えているところですし、これにつきましては後日提

示したいと思っているところです。そして２のところにはこの基本計画の位

置づけということで教育基本法の第 17 条２項のところに書いてありまして

２のところに地方公共団体はということで教育の振興のために施策に関する

基本的な計画を定めるよう努めなければならないということで一応努力義務

化になっています。それで大きな市全て作ってあります。それから大きな町

も作っているんですけども、やはりこういう教育を中期的長期的に考える上

でどうしても大切なバックボーンになってきますので、やはりきちんとした

ものがあった方がいいということで、その根拠みたいなことをここで触れて

ございます。３計画期間につきましては 2019 年度から 2023 年度までの今回

は５年間ということで考えているところであります。（以下資料「秩父別町教

育振興基本計画（案）」により説明） 

  こうした中身をこれで完璧だとか完成したものだとかいうのではなくて、

とりあえずこんなくくりを作って、作ったう上で今後教育行政執行方針等を

また、小学校・中学校へのいろいろなサポートもできるのではないかと考え

て、敢て今回お示しをさせていただきました。長くなりましたがこんなこと

でよろしくお願いしたいと思います。 

  では、報告事項で何かありましたら。いかがでしょうか。一応報告事項ま

でのになるんですけれどいかがでしょうか。 

 ― 声なし ― 



〇小林教育長 

  よろしいでしょうか。また、何かありましたら随時聞いていただいて結構

ですのでよろしくお願いいたします。 

 

（日程番号４番 議案第 1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 

次に、日程番号４番、議案第 1号、平成 30年度教育関係予算の補正要求に

ついて説明願います。 

〇笹木教育課長 

それでは、議案第 1号の平成 30年度教育関係予算の補正要求について。（別

紙議案について説明） 

〇小林教育長 

只今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したいと

思います。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

ありませんか。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

無いようですので議案第 1号は可決とすることでご異議ございませんか。 

― 「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すので、議案第 1号は可決といたし

ます。 

 

（日程番号５番 議案第 2 号 秩父別町教育委員会の活動状況に関する点検・

評価報告書の提出について） 

〇小林教育長 

次に、日程番号５番、議案第 2 号 秩父別町教育委員会の活動状況に関す

る点検・評価報告書の提出について説明願います。 

〇笹木教育課長 

それでは、議案第２号秩父別町教育委員会の活動状況に関する点検・評価

報告書の提出についてこちらは３月 7 日秩父別町議会定例会に提出するもの

です。（別紙議案について説明） 

〇小林教育長 

只今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したいと



思います。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

ありませんか。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

無いようですので議案第２号は可決とすることでご異議ございませんか。 

― 「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すので、議案第２号は可決といたし

ます。 

 

（日程番号６番 訓令第１号 秩父別町就学援助事務取扱要領の改正につい

て） 

〇小林教育長 

次に、日程番号６番 訓令第１号 秩父別町就学援助事務取扱要領の改正

について説明願います。 

〇笹木教育課長 

  訓令第１号秩父別町就学援助事務取扱要領の改正について説明いたします。 

 （別紙により説明） 

〇小林教育長 

只今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したいと

思います。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

よろしいですか。 

― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

無いようですので訓令第１号は可決とすることでご異議ございませんか。 

― 「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すので、議案第２号は可決といたし

ます。 

 

 

 



 

（日程番号７番 協議案） 

〇小林教育長 

次に、日程番号７番、協議案について事務局より説明願います。 

１番次期教育委員会について事務局より説明願います。 

〇笹木教育課長（３月中旬以降の開催を提案し協議） 

  ３月 27日水曜日で決定。 

〇小林教育長 

２番目その他、行事予定をお願いします。 

〇笹木教育課長 

  （記載のとおり説明） 

〇小林教育長 

  最後その他ということで、私の方から２点。先ほどお配りしました資料、

平成 30年度の全国体力運動能力・運動習慣調査の結果についてお話をさせてく

ださい。この結果が出ましたので皆様にご報告したいと思います。まず、本調

査ですけども、裏面小学校と中学校になってこういう形でもって今回形にして

ございます。これは道の資料ですけれど今回出る形です。まず本調査ですけど

も国が平成 20年度から小学校では５年生、中学校では２年生を対象に実施して

いる調査で、調査内容は例えば 50メートル走だとか立ち幅跳びだとかソフトボ

ール投げだとか小学校は８種目、中学校は９種目を児童生徒の体力、それから

運動能力、運動習慣の向上に係わる質問し調査から構成されております。本町

の状況でありますけれども８ないし９種目の体力テストの成績を得点化したも

のの総和というものがありまして、それを見ますと体力合計点というんですけ

れども、それによりますと中学校男子はほぼ全国平均、ただ小学校の男子・女

子と中学校女子につきましては全国・全道平均よりちょっと下回っている、そ

ういった結果でした。今度種目別に見ますと小学校では８種目の内男子が握力

とソフトボール投げの２種目で、女子はソフトボール投げの１種目で全国平均

を上回ったと、それから【一部省略】このことは平成 20年度から始まっている

わけですけども、そういった調査の結果を踏まえまして全校をあげて児童生徒

との体力運動能力の向上に努めてきたことだとか、家庭と連携した生活習慣や

食生活の改善などの取組が一定の成果を得ているのではないかと考えていると

ころであります。この調査の結果につきましては児童生徒の体型だとか肥満度

だとかこんなデータもあるんですけれども公表に当たっては十分配慮が必要じ

ゃないかなと思っているんですけれども 

、学力に関する調査同様に地域の学校教育の状況説明責任だとか、学校・家庭・

地域が連携して学校教育と家庭教育、地域の教育力の相互努力による体力向上



の一層の充実という観点から各種のそういった数値、それから質問紙の一部で

すね、そういったものについては先ほどお話ししたように句会したいというふ

うに考えているところであります。今後教育委員会といたしまして、引き続き

小中学校における適切な運動量を確保する、体力・保健体育課の授業の改善を

進めるとともに家庭・地域・関係機関と連携を図りながら児童生徒との運動や

健康の監視を高めて参る所存でありますので委員の皆様のご理解とご協力を賜

りますようどうぞよろしくお願いしたいと思います。以上体力・運動能力テス

トに係わる報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。何かこの

テストについてありますでしょうか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  ８名とか 14名でこういう言われるんですけれど、信じていいか。 

〇小林教育長 

  かなりそのレイダーチャートいびつになっています。このぐらい極端に出

る感じです。だから前にも申しましたけど 10人以下についてあげなくてもいい

んじゃないかなというものもありますので、そのあたりは臨機応変に対応する

ということでこれはこれでいいのかなと思ってますけれど、例えば運動が好き

かどうかという興味なんですけれど、うちの子供達は小学校も中学校も非常に

運動好きだなと、というところが特徴的かなと思いますし、将来小学生であれ

ば中学校に行っても、是非そういう運動ですね、もっとやってみたいという関

心が強いのかなと思ってますし、あと地域の中で学校だけじゃなくて少年団や

部活動とかそういった非常に熱心にやられている方も実際いらっしゃいますの

ので、そういう面ではそういったことに関心があるのかなという風に思ってい

ます。ただ前にも話したかもしれませんけども２極化している。好きなこと嫌

いな子が２極化しているという実態かと思います。特に中学校の女子について

はやはり特にその北海道はーーかい？運動したくない、ほとんど体育やる気「し

ないというそういった生徒さんもいらっしゃるように聞いておりますけどもそ

ういうなのも大きな課題となっておりますけれど、そのあたりの状況を子供達

の数なんかを見ながらどこかで話をしていければいいのかな、ついては、十分

慎重に思っておりますのでそのあたりもよろしくご理解いただきたいと思って

おります。よろしいでしょうか。 

― 声なし ― 

では、全体を通して何か質問等ございますか。 

声無 

よろしいでしょうか。 

無し 

無ければ、これで    閉会します。ありがとうございました。 



〇小林教育長 

他にございますか。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

  はい、では無いようですので第１回秩父別町教育委員会定例会を終了いた

します。お疲れ様でした。ありがとうございます。 

 

午後４時 29 分閉会 

 



 

 


