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午後 3 時 46 分  開会宣言 

〇小林教育長 

それでは令和元年第３回秩父別町教育委員会臨時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先ほどまで小中学校へ御足労いた

だきました。ありがとうございます。多少お疲れかとは思いますけれどこの

後引き続き臨時会を開催いたしますますのでご理解の程よろしくお願いした

いと思います。 

また、11月８日は栗山町において管内町教育委員会連絡協議会研修会、ま

た 11月 13日には妹背牛町において北空知管内市町教育委員会委員研修会と

続けざまに研修会が開催されましたが都合を付けられ参加いただきました委

員の皆様にはこの場をお借りし改めて感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。 

さて、先般の校長会議の折に以前あってはならない教職員の飲酒運転根絶

についての伝達・指導をしたところであります。このことに係わりましてこ

の 11月に道民挙げて大きな取り組みがございました。例えば北海道知事から

は 10月 30日から 11月 10日までの全道交通死亡事故多発警報が発令されま

した。また、11月 11日から 20日の期間には例年行われております冬の交通

安全運動の取組が先日終わったところであります。しかしながらこうした取

り組みがある中、残念ながら 11月１日深夜、オホーツク総合振興局職員によ

る酒気帯び運転事案が発生いたしました。本事案は自ら自家用車で運転して

飲食店へ出かけ飲酒後代行タクシーが混んでいたとのことから自家用車を運

転したというものであり、極めて遺憾な不祥事であったと受け止めておりま

す。本町の教職員は管理職を除いて全てが車を使用して町外から通勤してお

り本事案のような不祥事が絶対起きないようにという思いから二日酔いを含

めて再度絶対飲酒運転をしない、させない、許さないという危機意識を根付

かせるよう両校長先生にも再度ご指導をお願いしたところであります。合わ

せてこの町内校長会議の折にはですねコミュニティスクールへの円滑な移行

についてもお話をさせていただきました。これまでお話をさせていただきま

したけれどもコミュニティスクールへの移行につきましては既存の学校評議

員会のこれまでの取組をベースにしながら、その取り組みを生かし充実・発

展させていくこと、できる限り学校・保護者の方々には負担がかからないよ

うにとの思いから、まずは出来るところから時間をかけながら徐々に移行し

ていくということなどについて確認をしてまいりました。町議会での答弁に

おきましてもコミュニティスクールへの移行は来年３月の第３回学校評議員

会を持って導入したい旨お話ししたところであります。従いまして第３回学

校評議員会の際には校長先生から来年度の経営方針や学校運営の考え方など



を説明していただき委員の皆様に承認をいただくことになります。この承認

という手続きを持って実質的なコミュニティスクールへの移行としたいと考

えているところであります。合わせて教育委員会といたしましてはこれまで

の学校評議員会から学校運営協議会へと名称が変わりますので規則の改正に

ついて適宜実施していきたいと考えております。委員の皆様のご理解の程よ

ろしくお願いしたいと思います。本日の協議事項は来年度の予算が主なもの

になりますがご審議を賜りますようお願い申し上げ開会にあたっての挨拶と

させていただきます。それでは座って進め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お願いします。 

〇笹木教育課長 

はい、４番宮本委員でございます。 

〇小林教育長 

  はい、よろしくお願いいたします。 

 

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ご報告願います。 

〇田丸委員 

  まず会議前に前回の記録を確認させていただきました。適正に処理されて

おり、署名したことをご報告申し上げます。 

〇小林教育長 

  はい、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番町内校長会について私の方からご

報告させていただきます。 

11月 14日に町内校長会議がございました。【児童・生徒の個人情報のため

省略】簡単ではございますが私からは以上です。 

 

〇小林教育長 

  次に２番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 



（別紙に記載のとおり説明） 

 

〇小林教育長 

  次に、３番町議会関係について報告願います。 

〇笹木教育課長 

11月 5日開催の第６回町議会臨時会について報告いたします。 

  町長からの行政報告では、町有地の売却として字南山 4242番７、他３筆を

予てから籾殻堆積地として利用している芽室町の信栄工業株式会社に売却し

たことの報告がございました。 

議案は、一般会計補正予算と簡易水道事業会計補正予算の２本がいずれも

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 

  次に、４番その他（１）行事関係について報告願います。 

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、今報告がありましたけれども何かありますでしょうか。 

 ― 声なし ― 

〇小林教育長 

  よろしいですか。 

― 「はい」の声あり ― 

 

日程番号４番 議案第 12 号 令和元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 12号、令和元年度教育関係予算の補正要求に

ついて事務局より説明願います。 

〇笹木教育課長（別紙により「債務負担行為の補正」の説明） 

以上ご審議の上ご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。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

ありませんでしょうか。 



― 声なし ― 

〇小林教育長 

はい、ないようですので次の説明をお願いします。 

〇笹木教育課長（別紙により「歳入と歳出の補正」の説明） 

それぞれご審議いただきご決定いただけますようお願いいたします。 

〇小林教育長 

只今説明がございました。ご意見ご質問等ありましたらお受けいたします。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

いかがですか。 

― 「ありません」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、ご意見がないようですので議案第 12号は可決とすることにご異

議ございませんか。 

 ― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、ご異議がないようですので議案第 12号は可決といたします。 

 

日程番号５番 協議案 

〇小林教育長 

次に、日程番号５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番、令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報

告書」への市町村別結果の掲載について。 

令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査に係る「北海道版結果報

告書」への秩父別町の結果掲載について協議をさせていただきます。 

小学校５年生と中学校２年生が対象学年となっているが、中学校は２年生

が欠学年となっていることから掲載については北海道と全国の結果を掲載し、

本町の結果は取り組み概要を掲載するに留めるものとすると北海道教育委員

会と協議をさせていただいたところです。 

 なお、小学校は他市町村と同様の取り扱いとして掲載をさせていただきま

す。中学校は取り組み内容のみ掲載、小学校は従来通りの内容を掲載するこ

とでご理解いただけますようお願いいたします。 

〇小林教育長 

只今説明がございましたがよろしいですか 



 ― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

  では、２番、令和２年度教育予算要望についてお願いします。 

〇笹木教育課長 

  協議案の２番目令和２年度教育予算要望について簡単にご説明いたします。 

  先ず方法といたしましては今回要望一覧に載っているすべてをそれぞれ審

議するものではなく、先ず今回小学校、中学校を見た中で重点的に優先すべ

きことをご意見として拝聴させていただきたいと思います。この後、私の方

からポイントを絞ってご説明させていただきたいと思います。 

 （別添「予算要望一覧」により説明） 

〇小林教育長 

今説明がありましたけれども、委員の皆様方から何かこれこれについては

こうではないかというご意見がありましたら承りたいと思いますけれどもい

かがでしょうか。特にこれは是非というものがありましたら、はい、どうぞ。 

〇宮本委員 

小中学校のプリンターで特に中学校は要望が強かったので入れてあげて欲

しいと思います。 

〇小林教育長 

はい、中学校ですね。他にいかがでしょうか。今のようにざっくばらんに

言っていただければ事務局としてもこの後の作業を進めやすいと思いますの

で忌憚のないご意見をどうぞお出しください。 

〇笹木教育課長 

  小学校であったエアコンの設置等ですね、この辺はかなりの金額的なもの

で長期的な施設整備ということで町全体の事も絡めていかなければいけない

ということでよろしくお願いします。子供が熱中症になってからでは遅いの

ですが、けれども子供達がそういった危機に瀕しているかと、そういうリス

クが高いかというと実際問題はなくて子供達のアンケートということで上が

ってきていますが希望と健康被害のリスクはまたちょっと考え方が異なるし、

その辺を酌んで、また音楽室は温度が上がりやすいということは聞いている

こともあります。その辺財政的なことも含めながら優先度の高い方を踏まえ

て考え、これは門前払いということではなくこちらの方で留めながら事務の

方を進めたいと思っております。 

〇田丸委員 

  窓を開けれないとか蜂が入ってくるとかそういうことはないのですか。 

〇笹木教育課長 

  ありません。音楽室は窓を開けて活動できないんです。音が漏れるという



ことで。そして、アスファルトに面しているんです。カーテンを閉めないと

授業ができない。 

〇小林教育長 

音楽室南側に向いているので夏は本当に暑いです。30 度から 35 度位まで

あります。だからほとんど音楽室で授業をすることが無いのです、夏は特に。

熱中症対策ということであれば教室の中で熱中症というのは非常に考えにく

くて、校外で学習する時には、どうしても外を歩かなければいけないのでそ

ういった時にはそういった予防策を講じてやらなければいけないと思うんで、

いろんな方策もありますが予算的なこともありますんで、もしできるんであ

れば扇風機をあてがって、小学校は網戸が沢山ありますし中々恵まれている

なと私は思っているんですけれど。私が以前いた学校は網戸が無いんですよ。

窓を開けると蜂が入ってくるんですね。それでも簡単な物を業者に作って貰

って急をしのいだということもあります。もちろんその中でも毎年何個かず

つ買ってもらってやっているという学校もたくさんありますので、そういっ

た意味では非常にまた、うちの場合は恵まれているのかなと思いますし、い

ろいろな知恵を出し合いながら予算付けも厚く通っていくということが優先

される。そのあたりご理解いただきながらいい案を出していただきたい。よ

ろしくお願いしたいと思います。その他何かありますか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

小学校でエアコンの話が出ているが、逆に暖房もある程度考えて急に寒く

なっては困るし、確かにサンヨーの部品が無くなっているし、その辺を考慮

しながらやっていただければと思います。 

〇小林教育長 

今日小学校の校舎は何か涼しかった。光熱費を押さえているのかな。本当

にどこを大事にしているのかな。そのあたりが今日だったら涼しいくらいな

ので、前は暑いくらいの感じを持ったんですけれど、今日はすごく寒いくら

いの感じがした。そういった事も含めて子供達の健康管理の事を夏も冬も含

めて均等にしていくのが一番大事なのです。そういう一環の中で考えて行く

必要があるんじゃないかなと私なんかは今日見ていて感じたんですけれど、

ただ中学校の校舎もさすがに寒いな、あれを何とかいい形で。 

〇梅澤教育長職務代理者 

中学校は校舎がどうにかなるかという問題があるのでそれ以外で何か、中

学校で大事だなと思うのは、さっき話していたんですけれどねグランドピア

ノ、これは校舎を建て替えても使えるな、そういう方をちょっと見てあげれ

ばいいかなと思ったんですけど、後は出来れば建て替えしかない。 

〇小林教育長 



そうですね、私もピアノは大事かなと思ってきました。値段押さえた上で

大事だろうなと、無ければ音楽の指導に支障をきたすので。おそらく専門の

先生が聞いていて音がおかしいとか調子が悪いということが一番わかってい

るはずなので、そこは大事にしていく必要がございますね。 

  他にどうでしょうか。 

 ― 声なし ― 

〇小林教育長 

前回もそうだったんですが、簡単にこの後の進め方、そのあたりについて

事務局の方で説明願います。 

〇笹木教育課長 

はい。皆様方から意見ないし要望、特に強く進めていきたいというものを

聞いた中で、事務局の方で次回の教育委員会までにまとめ、そして町長の予

算査定に臨むということで進めさせていただきます。 

〇小林教育長 

はい、そういうことでよろしいでしょうか。 

 ― 「はい」の声あり ― 

〇笹木教育課長 

引き続き社会教育施設の方を担当から説明させていただきます。 

〇川尻主幹 

（別添「予算要望一覧」により説明） 

〇小林教育長 

只今説明がありましたけれども、この件に係わって委員の皆様のご意見ご

要望等がありましたらお伝え願えますか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

ベルパークのキャンプ場、色々トイレを作ったり街灯を直すんですけれど、

池の埋め立てをする。ミニゴルフ場のバンカーの撤去、キャンプ場をどのよ

うに私達は見ているのかなという、私達というか教育委員会若しくは町です

よね。どのような扱いにしてるのかなという、ちょっと疑問を持ってたんで

すよね。というのも、今キャンプ場は非常にうれしいことで予定よりも使用

料が 100 万円位増えたんですよね。ということでお客さんがすごい来ている

ということであって、これによって職員さん達の仕事も増えてるだろうし、

このまま教育委員会はこの人数でやっていけるのかどうかということも私の

方には分かりませんけども、そういうものを踏まえて、今、このキャンプ場

に対してちっくるも含めてなんですけれど、どのように私達は扱っていいの

か、基本的な方針が呑み込めないんです。これをもっともっとやっていくの

か、この辺で大変だなということになるのか考えないといけないというのが



私の疑問ですけれど、これ皆さん方に聞いてもあれなんですけれど。 

〇小林教育長 

  おそらくそういったキャンプ場の今後の在り方、中長期的な展望があって

それに倣って予算要望していくわけですから一番大事な部分ですよね。今後

キャンプ場がどうなっていくかということが全く見通しがないままにこうい

う風にやっていくのも、結局その先こうなっていくんじゃないかという色々

な不安材料も出てきますし、事務局で答えられる範囲で、どうぞ。 

〇笹木教育課長 

町長との話の中で今後の方向性ということで明確であった部分の計画を作

ってということではないんですが、考えているということを申し上げますと、

今キャンプ場は昨年に対しまして今年も増えています。人数でいくと１万人

を超えました。ということで、先程梅澤代理も仰った入場料だけでも 100 万

円を超えている。但し、これがそのまま 10 年 20 年続くかというと今は疑問

的なところであり、また道の駅も縮小になってそれに対しましても再整備と

いうものも言われています。前町長の計画ということで構想が上がっており

ましたリニューアルという、但しそれが今そのまますべてが動くということ

も財政的な視点から言いましてもかなり厳しい中でやっていけるのかやって

いけないのかの判断を要する状況であります。ということで、今後将来の事

は道路を挟んで向こうの観光施設ゾーンの整備、道路を挟んでこちら側の交

流施設ですね、それらを長期的に考えて今現状の中で数年をかけて入込状況

とどういうふうに変化するかっていうのを先ず現状維持のままやっていいの

か、ちょっと判断が分かれる状況ですね。トイレのリニューアルにおきまし

てはトイレそのものが老朽化している。また、ちょっと小さいということで

今の現状に合わせたベストとは言えなくてもベターなものとして再整備をし

たいという町長の方向である。池の埋設ということも安全的な部分、池の周

りにかなりの人が小さい子もいて、キャンプ場の施設として広げるというこ

とと２つの点から考えて埋めた方がいいのではないかということで話をして、

利用客を安全面での計画の２点が今回大きな変化・変更の理由での施設全体

の中での改修に計上させていただいております。また、ミニゴルフ場の利用

者が非常に少ない、もういないという中でそこら辺が使い勝手が悪いってい

うこととキャンプ場はどうしても夏場キャンプ利用者にどういうふうに指示

するのか非常に難しい。これ、そのままキャンプ場にしたらいいんではない

とか。後は野球場は野球場で残した方がいいんではないかという意見もござ

います。そういった中で、夏場７・８・９月はちょっと野球場は我慢してい

ただいて今対応させていただいておりますので７・８月だけはキャンプ場と

して公園全体を使う。そうなるとバンカーは非常にロスになる。スペース的



にロスになってくる。ということで今回上がってきたことでございます。そ

ういったことでですね、今現にある施設を有効に使いながら多少修正を加え

ながら今使えるまま実施し秩父別の観光・文化の交流する場所となることに

より再度検討していくということでつなぎであるという今の現状であります。 

〇梅澤教育長職務代理者 

分かりました。 

〇小林教育長 

いいですか。おそらくは将来的にはベルパークそれから道の駅構想とかひ

っくるめて考えていくことが先ずありますね。それプラス町長が変わったと

いうことで現状を見ながら出入りがどうだとか、駐車場が足りないとか色々

なことを含めてそのあたり睨みながら、おそらくこういった予算要望を上げ

てもそこで切られるっていうことはそれはちょっと早いんではないかとか、

これはちょっとやりすぎではないかとか、それでもまったくここだけのこと

でおそらくそういう判断のもとに今の現状を知ることができるんじゃないか

と思います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

今やれることはやっておくという。 

〇小林教育長 

  まあそうですね。そういうふうな押さえで。 

〇梅澤教育長職務代理者 

はい、分かりました。 

〇小林教育長 

  他には。 

〇田丸委員 

キャンプ場のテントの貸出で、その終わった時のその掃除だとか大分苦労

したという話を聞いたんですけど、その辺省力化とか、例えば洗車機を買え

ば早いとか、何かそんな要望はないんですか。洗車機なのか掃除機なのか何

かわからないですけどもうちょっと簡単に掃除できる道具なんかあればよろ

しいかと思うんですけど。 

〇笹木教育課長 

現状を申し上げますと、テント・タープそれぞれは手作業。洗濯機で洗う

ことはままならない。どうしても手作業で拭き取りつつ消臭スプレーをして

肉だけでなく炭の臭いが付くということで消臭スプレーをかけます。後はシ

ュラフ、寝る道具も特定の銘柄ですがファブリーズして対処する。洗濯すれ

ば綿が減って縮んでしまう。そういった限界がある中で手入れすることで長

く使うことができるというものだから中々我々も厳しいです。あとコンロは



手拭きということで対応しております。なのでローテーションを組みながら

貸出しています。それだけで夏場は汗だくになりながら次のお客さんに出せ

るようやっているのが現状なので機械等は中々使うことはままならないです。 

〇梅澤教育長職務代理者 

何百人来ていても６セットだけなら、無くてもいい数なのではないですか。 

〇笹木教育課長 

たまに来る人が借りるので、需要ニーズはごく一部です。 

〇梅澤教育長職務代理者 

無くすことはできないのですか。 

〇笹木教育課長 

   

〇梅澤教育長職務代理者 

体力的、仕事的に難しいとこちらから提案できないのですか。 

〇笹木教育課長 

   

〇梅澤教育長職務代理者 

１年だからやめられないというのならタイミングをみて。 

〇小林教育長 

経緯もあるので。 

〇田丸委員 

各納庫の屋根のペンキも早いサイクルで塗れば改修防げたかもしれない、

プラザも同じように早くすれば。 

〇笹木教育課長 

  管理不行の面は否めないです。 

〇田丸委員 

農家もペンキを塗れば納屋の屋根の雪落ちが違う。450 万円の改修よりも

ペンキ代を何十万円か見ていればいいのでは。 

〇笹木教育課長 

格納庫は日常の管理で見るようにしていきます。 

〇小林教育長 

早い段階から先を見越してやればよいという意見でした。他にご意見等あ

りますか。 

 ― 声なし ― 

〇小林教育長 

これは絞り込んで次回教育委員会で見ていただきます。 

他になければ３番次期委員会について。 



〇笹木教育課長 

（日程を提案し協議の上決定） 

１２月１８日（水）１５：００～１５：３０開始を予定 

〇小林教育長 

次、（４）その他、行事予定を説明よろしくお願いします。 

〇笹木教育課長（引き続き、４番その他、行事予定を記載のとおり説明） 

  町議会を中学校が見学します。中学校は来年子供議会を予定しています。 

１２月１５日少年スポーツ大会となります。 

〇小林教育長 

何かありますか。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

無ければ、全体を通して何かご質問等ありましたらお受けしたいと思いま

すがいかがですか。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

  はい、無いようですので第３回秩父別町教育委員会臨時会を閉会いたしま

す。お疲れ様でした。ありがとうございます。 

 

午後 5 時 08 分閉会 

 

 

 


