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 主幹    川 尻 智 志 

 主事    石 橋 美 佳 

 

会議録を作成する職員 

 主事    石 橋 美 佳 



午後 3時 59分  開会宣言 

〇小林教育長 

只今より第１回秩父別町教育委員会臨時会を開催したいと思います。 

本日委員の皆様におかれましてはお忙しい中、ご出席いただきましてあり

がとうございます。 

本来であれば、委員の皆様には卒業式や入学式に来賓としてご出席いただ

き、子どもたちを祝ってあげてほしかったところでありますが、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため大変残念ではありましたが、式典への参加を取

りやめにさせていただいたところでございます。残念ながら例年とは異なる

縮小ムードでの卒業式・入学式になってしまいましたが、それでも思い出に

残る貴重な式典を子どもたちは無事迎えることができました。 

学校は現在、新型コロナウイルス感染防止対策として３密いわゆる３密、

密閉密集密接といった３密を作らないようにですね、指導に配慮するととも

に手洗い・マスクの装着・換気・消毒等に気を付けながら学校生活を送って

いるところであります。教育委員会といたしましても、刻々と変わる状況を

注視したり情報を集めながら、学校に対して適切な指導をして参りたいと考

えているところであります。委員の皆様のご理解とご協力を賜りたく存じま

す。 

次に令和 2年度当初人事異動についてでありますが、3月の 6日に内示が

ありましたのでご報告したいと思います。 

まず小学校ですが、上杉晃弘校長が赤平市立茂尻小学校に転出されました。

後任に深川市立北新小学校の山田禎史校長が転入されました。次に、現在育

休中のですね、畠中由香里教諭の代替として期限付きの酒井陽太教諭が転出

され、後任に期限付きとして北野雄平教諭が着任されました。以上が小学校

であります。次に中学校ですが、長谷川剛教諭が美唄市立中央小学校に転出

され、後任に国立日高青少年自然の家より横山宏樹教諭が転入されました。

また、産休中の今西祐衣養護教諭の後任として期限付き養護教諭であります

市村佳子養護教諭が着任されました。以上が中学校でございます。 

本日は承認事項 7件になってございますけれども、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

 

 

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。 



〇塩地教育次長 

はい、３番田丸委員を指名します。 

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。 

〇南委員 

  先ほど前回の会議録について確認をいたしましたところ、適正に処理され

ていましたので承認したことをご報告いたします。 

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町内校長会についてご報告させてい

ただきます。 

3 月 3 日の臨時内校長会では、安倍総理により全国の小中・高等学校が春

休み前までの期間を休校にするという要請があったことから、本町におきま

しても休校措置を春休み前まで延長することといたしました。そのこととも

うひとつ、分散登校の対応についてこの中で確認したところであります。 

3 月 5 日の校長会では、新年度の教育行政執行方針について、私の方から

校長先生方にお話をいたしました。 

3月 9日の臨時校長会では、卒業式の対応について、在校生は参加させず、

保護者と卒業生、そして職員のみの出席で式典を行うことや会場でのスペー

スの問題、それから式典の時間の問題等について確認したところであります。 

4 月 2 日の町内校長会では、小学校の山田校長先生からは着任したばかり

でよく分からないけれども、職員室の、職員の雰囲気がとても良いというの

が印象に残っていますというお話がありました。中学校の小熊校長先生から

は【児童・生徒の個人情報のため省略】多少外出して体を動かすことも大切

なんだよと指導したということを話されていました。それから部活動につい

ては、新学期より他校との合同ではなく、自校のみの活動を始めたいという

お話がございました。この他、始業式・入学式の対応について確認をいたし

ました。例えばいわき市では、保護者の出席は原則 2 名以内とすること、在

校生は出席させないこと、保護者や新 1 年生が会場に入った際には十分なス



ペースを確保すること、それから来賓の参加については先ほど話したように

ご遠慮願い、式典の時間は 30分以内にすること、それから始業式では児童生

徒の健康観察を必ず行うこと、手洗い・咳エチケットを徹底すること、校舎

等の消毒を行うこと、必要に応じて補充的な学習を新年度に行うこと等につ

いて確認いたしました。 

私からは以上でございます。 

〇小林教育長 

  ２教育長会議等について報告願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙に記載のとおり説明） 

〇小林教育長 

  次に、３町議会関係について報告願います。 

〇塩地教育次長 

  3 月 10 日 11 日開催の第一回町議会定例会について報告させていただきま

す。町長からの行政報告では、職員の退職 2名と採用 2名および道派遣への

1 名と、出向者・派遣者 1 名の帰任についてご報告がございました。新型コ

ロナウイルス感染症に関する町の対応として行事会議等を原則中止または延

期とする、あと公共施設等について休館や開館時間の短縮延長等の措置をと

るということをご報告しております。小中学校は国の要請につき 2月 27日か

ら春休み前までの臨時休校としたこと、その間に合わせてちっぷっ子ふれあ

いスクールを開館したという形で報告しております。あと工事の入札結果と

して保養研修施設・宿泊棟の喫煙室の新設工事他 2件について報告がござい

ました。 

教育長からは、令和元年度全国体力運動能力・運動習慣等の調査の結果に

ついてと、令和 2 年度の児童生徒数、小学校の学級編成についての説明がご

ざいました。 

議案については全部で 22本ありました。令和元年度の一般会計と特別会計

等の全会計の補正予算、新年度予算に関わる全会計の予算案の提案がござい

ました。新年度予算の審議の前には、町長の行政執行方針及び教育行政執行

方針が表明されているところでございます。それ以外につきましては、条例

改正等の議案がございまして、その中で教育委員会の関係として前回の教育

委員会で審議しました秩父別町ベルパークちっぷべつ設置及び管理に関する

条例の変更に関わる条例改正を提案し、全案件を議決されています。 



引き続き 4 月 6 日開催の第一回町議会臨時会について報告させていただき

ます。町長からの行政報告では、新型コロナウイルスに関連し、閉館中の公

共施設の再開について行うということと、地域経済の活性化に取り組むべく、

地域振興券と町内の飲食店で使用できるクーポン券の発行に関する事項につ

いて報告がございました。議案は令和 2 年度一般会計補正予算第 1 号の提案

がございました。内容については、行政報告でお話がありました、地域振興

券とクーポン券に関わる費用の追加を提案し、議決をされてございます。 

以上を申し上げて、議会報告とさせていただきます。 

〇小林教育長 

  次に、４その他（１）行事関係について報告願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙に記載のとおり説明（卒業式・入学式の簡略化について）） 

〇小林教育長 

以上報告事項でした。ご意見ご質問等がありましたらお願いいたします。 

― 「なし」の声あり ― 

 

日程番号４番 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について〕 

〇小林教育長 

日程番号４番、承認第 1 号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について〕、事務

局より説明願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

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

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、異議なしとのことですので承認とさせていただきたいと思いま

す。 

 

日程番号５番 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

教育委員会の所管に属する職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規



則の制定について〕 

〇小林教育長 

日程番号５番、承認第２号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町教育委員会の所管に属する職員の職の設置に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について〕、事務局より説明願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

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

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「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６番 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について〕 

〇小林教育長 

日程番号６番、承認第３号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別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〕、事務局より説明

願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

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

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「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７番 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

教育委員会事務局庶務規定の一部を改正する訓令の制定について〕 

〇小林教育長 

日程番号７番、承認第４号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町教育委員会事務局庶務規定の一部を改正する訓令の制定について〕、事務



局より説明願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

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

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、異議なしとのことですので承認とさせていただきたいと思いま

す。 

 

日程番号８番 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

教育委員会事務決裁規定の一部を改正する訓令の制定について〕 

〇小林教育長 

日程番号８番、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町教育委員会事務決裁規定の一部を改正する訓令の制定について〕、事務局

より説明願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

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

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、異議なしとのことですので承認とさせていただきたいと思いま

す。 

 

日程番号９番 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

社会教育委員の委嘱について〕 

〇小林教育長 

日程番号９番、承認第６号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町社会教育委員の委嘱について〕、事務局より説明願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 



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

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、異議なしとのことですので承認とさせていただきたいと思いま

す。 

 

日程番号 10 番 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別

町スポーツ推進委員の委嘱について〕 

〇小林教育長 

日程番号９番、承認第７号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町スポーツ推進委員の委嘱について〕、事務局より説明願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

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

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、異議なしとのことですので承認とさせていただきたいと思いま

す。 

 

日程番号 11番 協議案 

〇小林教育長 

次に、日程番号 11番、協議案について、１次期教育委員会について事務局

より説明願います。 

〇塩地教育次長 

  例年、次の定例会につきましては 5月の下旬に開催してございました。昨

年をみると 5月 28日に開催をしてございます。こちらまた後日日程を調整し

て開催させていただくということでお願いしたいと考えてございます。以上

です。 

〇小林教育長 

  日程については後日調整ということで、昨年度の日程を参考にしながらと



いうことでよろしいでしょうか。ここで決めておきますか？ 

〇梅澤教育長職務代理者 

  まあだいたい決めておいた方がいいんじゃないかな？ 

〇小林教育長 

  出来ますか？いかがでしょうか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  月金以外だよね？ 

〇小林教育長 

  どうでしょうか、25日の週でしょうか。都合の悪い日はありますか。 

〇塩地教育次長 

  月金以外となると、26日 27日 28日あたりかなと思います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  仕事は？ 

〇宮本委員 

  大丈夫です。 

〇田丸委員 

  遅くしてもらった方が、28日にしておいてもらった方が可能性としては。 

〇小林教育長 

  では 28日にしておきましょうか。はい、とりあえず 28日とさせていただ

きたいと思います。 

  じゃあ次に２その他について、ありますか。 

〇塩地教育次長 

  では私の方からその他ということでお話させていただきたいと思います。 

 昨年から教育委員さんの研修で予定をさせていただいておりました中標津の

計根別学園の方ですね、問い合わせいたしましたところ、新型コロナウイル

スの関係で予定をしていました 6月までの受け入れができないということで

お断りされてしまいました。今後の状況を見て計根別学園も考えるというこ

とで、秋口くらいに再度状況を見ながら行おうと思いましてお伺いさせてい

ただきたいと考えてございます。昨年は 4月の 10日 11日で研修をしてござ

いますが、これの代わりになるものと考えてございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

〇小林教育長 

  今研修について話がありました。今年度はですね、いつも行っていた全道

の 1泊 2日で行くやつですね、あれに代えてですね、義務教育学校の視察と

いうことで少し遠いんですけれども中標津の方まで視察、中標津ともう一つ

白糠なんですけれども 2か所のですね、義務教育学校の視察として行きたい



と思っております。ちょっと遠いので 1泊では無理なので 2泊になるかなと

いう風に思ってはいるんですけれども、そんなこと含めてですね、時期につ

いては若干遅れるということで話がありましたけれども、とりあえず今年に

ついては全道大会は取りやめて、こちらの方に結集をしたいなと思っており

ます。理由なんですけれども、各市町でですね、こういった取り組みが進ん

でいるということもありますけど、うちの町として今後小学校・中学校の先

のこと、10年後を考えた時にどういった形で考えていけばいいのかなという

ことを、教育委員も含めて我々も研修したいということなんです。中学校の

校舎の改修の話もこの間話題に出ていましたけれども、校舎を改修するのか

どうかということもありますし、それから間違いなく、5年 10年先には子ど

もたちの数が減っていくといったことで、将来的には今の数の半分になって

いくのかなと考えております。そんなことを考えていくとしたら、今後です

ね、こういったような義務教育学校の選択肢もありますし、または各近隣で

すね、町と統合してですね、どこかに中学校を建てるとか、そんなこともあ

りますし、色々と選択肢もあると思うんですが、とりあえず今年度について

はみんなで新しいシステム、教育システムを視察をして、何だろうねとかう

ちの町に合っているかなとか、ぜひ研修してみたいなというのがあります。

実は昨年占冠のトマム学校に私と課長で二人で行ってきたんですけれども、

始め良く分からなくて一番近いところにしようと、一番近くてトマムだった

んですけれども、ところが行ってみたら全校児童が 6人という非常に小さい、

中学生 1 人、5 人が小学生の大変小さい学校だったものですから、ちょっと

これは参考にならないかなということで、出来ればうちと同じ規模でという

ことで、うちは現在 128 人なんで、計根別の学校はですね、125 人くらいな

んですね、大体規模的にも同じですし、しかも 4年目ということで北海道で

は一番古いというかですね、長い学校ですから、そういった意味でノウハウ

もありますし、大体 4年も経つときっとおそらく課題も出てきているんじゃ

ないかなという風に思いますので、その課題がどのあたりの課題なのかとい

うことですね、十分研修する価値があるんじゃないかと、それを見て来てで

ですね、そして今後どうするか参考にして行けたらいいんじゃないかなとい

うことで、議会でもそういった答弁をしていきますので、そのあたりしっか

り汲んでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

この件について何かありますか。時期はまだちょっとコロナの関係で決ま

ってないのですが。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  札幌の研修会は行かなくていいの？ 

〇小林教育長 



大丈夫だと思います。予算の関係があるものですから。 

〇梅澤教育長職務代理者 

泊まる泊まらないじゃなくて、研修会にずっと行ってたけど、パスしても

いいの？ 

〇小林教育長 

  個別にこういった事情でということでお話すれば、毎回やってるわけじゃ

ないので、大丈夫だと思いますきっと。これは次長にお任せして。勿論管内

の方は行きたいと思っています。全道の方だけ、予算の関係もありますから、

それに変えてそういう研修もたまにいいかなということで、よろしくお願い

したいと思います。 

後次長から何かありますか。 

〇塩地教育次長 

  （追加資料について説明（小中学校再開に向けた対応）） 

〇小林教育長 

  今の件について何かご質問はございますか。なければ次に行きたいと思い

ますけれども、他にまだありますか。 

〇塩地教育次長 

  本日この後懇親会、歓送迎会ですね、皆さまにご案内させていただいてお

りましたが、新型コロナウイルスの関係でこういった懇親会の方は控えさせ

ていただきたいということでご理解いただければと思います。何卒よろしく

お願いいたします。 

〇小林教育長 

  この点につきましては、本当にですね、歓迎会、大変だと思いますし、ま

あ先ほど笹木前課長からもこのまま居なくなるのは寂しいなとの話もありま

すので、少しですね、そのあたりの頃の感染の状況をみながらですね、また

いい日に改めて何かそういったものを考えておりますので、よろしくお願い

いたします。そういうことでじゃ、これについては先送りと。メンバーが大

きく変わることはないと思いますので。 

  じゃあ委員の皆様から何かありますか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  連休中のキャンプ場及び子どもの施設はどうなっていますか。 

〇塩地教育次長 

  パークゴルフ場につきましては 4月 18日から、キュービックだとかキャン

プ場については 24日から行おうかなと考えてございます。キャンプ場の方で

すね、整備ができ次第という形で 24日からと考えてございまして、5月の連

休中なんですけれども、ちっくるの方は入場制限をかけながら 1 クール 100



名という形で第 5クールまで、時間の方も現在 1クール 1時間 30分行ってい

たものを 1時間 15分に短縮をして、入れ替える時間にきちんと消毒等を行い

ながらやっていくという形でちっくるの方は考えているところでございます。

屋外につきましては特段の措置は考えてございませんが、また何かありまし

たら対応していきたいと考えております。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  体温を測るとかはそういうのはしなくて、時間を決めるだけで、換気をよ

くするとか。 

〇塩地教育次長 

  消毒等もきっちりさせていただくという形で、入口のところで案内させて

いただくという形です。 

〇小林教育長 

  よろしいですか。ほかにありますか。 

  ないようですので、これで以上を持ちまして第１回秩父別町教育委員会臨

時会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

午後 4時 43分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


