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午後 3 時 53 分  開会宣言 

〇小林教育長 

只今より第２回秩父別町教育委員会定例会を開催いたします。 

まず委員の皆様におかれましてはお忙しい中、本日も定例会にご出席いた

だき誠にありがとうございます。 

さて皆さんもご存じかと思いますが、現在本町におきましては６月１日か

らの小中学校再開に向け様々な準備を行っているところであります。この再

開にあたりましてこれまで校長会議等において確認してまいりましたことを

お話ししたいと思います。 

1つ目は基本的な感染対策の徹底を図ることについてであります。第 3次・

第 4次のさらなる感染拡大の可能性を考慮しまして、学校におきましてはこ

まめな手洗いや咳エチケット、定期的な換気をはじめ、3つの密を徹底的に

回避するための身体的距離の確保等、新しい生活様式が定着するよう努めて

いただくとともに、児童生徒が感染症について正しく理解し、感染のリスク

を避けることができるよう学校の再開後には速やかに感染症対策に関する指

導徹底を継続してまいりたいと考えております。 

2つ目は本町の感染リスクを踏まえた学校教育活動の推進についてであり

ます。今後学校において運動会や修学旅行等どのような教育活動や行事を実

施するか、教育委員会といたしましては、町の住民課をはじめ、道教委、保

健所等と連携の上いわゆる 1市 5町等の生活圏における今後の感染の蔓延状

況を踏まえましてその重大性・緊急性・波及性をしっかり見極め判断する等、

感染リスクを可能な限り抑えることを基本に、学校教育活動については、慎

重に安全に対応を検討していきたいと考えているところであります。 

3つ目は感染拡大に伴う今後の新たな臨時休業の実施についてであります。

児童生徒はもちろん教職員においても新型コロナウイルスの感染が判明した

場合には、学びの保障の観点から、直ちに地域一律に一斉の臨時休業を行う

ものではなく、道教委や保健所等からの助言を踏まえ、本町におけます感染

症対策本部会議においてとりわけ感染拡大の兆しがみられるなど状況に変化

があった場合には感染者を出席停止としたり時差通学や分散登校等の工夫を

しながら臨時休業の必要性について検討し判断したいと考えております。 

4つ目は児童生徒に感染等が確認された場合の対応についてであります。

児童生徒の感染等が確認された場合、国や道の学校における感染拡大防止対

策マニュアルに基づき、学校はもちろん保護者の皆様にも速やかな情報提供

等に協力をお願いしながら万全を期した対応を迅速に行ってまいりたいと考

えております。以上 6月 1日からの学校再開に向け現在教育委員会が考えて

いますことをお話させていただきました。委員の皆様のご理解とご支援を賜



りますようお願い申し上げ、初めの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お願いします。 

〇塩地教育次長 

はい、４番宮本委員を指名します。 

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。 

〇田丸委員 

  先ほど前回の会議録について確認をいたしました。適正に処理されていま

したので承認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、最初に町内校長会についてご報告させ

ていただきます。5月 11日に定例校長会を開きました。この中では、国の緊

急事態宣言が 5 月末まで延長されることが決まる中、本町においては今後の

国の動向を踏まえ、徐々に学校再開に向けた取り組みを進めていきたいこと

を確認いたしました。この時点で分散登校が週１回の実施でしたが、次週か

らは２回、再来週からは３回と段階的に増やしていくこと、また１日の授業

時間を３時間から４時間５時間と増やしていきたい旨をお話いたしました。

そのため、給食の開始時期について検討しました。町長をはじめ北空知圏学

校給食組合とも協議をし、先週は学校給食１回、町によるパンと牛乳の配布

等により、19日 21日 22日の３日間で４時間授業ができました。そして今週

は 26日 28日 29日に学校給食をスタートさせ小中学校ともに５時間授業が始

まりました。６月１日からは学校再開ということになりますので、子供たち

の健康面・安全面・学習面について学校の体制や指導の在り方等について確

認たしました。また 5 月 21日には教育局の教育委員会訪問があり、本町教育

委員会から３名と小中学校の２名の校長先生が参加して家庭学習やリモート



学習、教職員の勤務、臨時休業中や学校再開に向けた学習指導や生徒指導上

の工夫等について学校再開等に向けての協議が行われたところであります。

さらには５月２６日には新型コロナウイルス感染症への対応に係る市町村教

育委員会教育長とのテレビ会議があり、6 月 1 日からの学校再開に向けての

留意事項や学校再開後の児童生徒の心のケア、学校再開と学びの保障につい

て協議を行ったところであります。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 

4 月 6 日第１回町議会臨時会については前回報告させていただいたところ

です。4月 30日第２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感染症に関する町の対応について

の報告がございました。内容としましては、町主催の会議行事中止等の措置

を 5月 31日まで延長すること、全町民に１人１０枚、および小中学生に対す

る１学期中の登校日毎のマスクの配布に関する説明がございました。また 4

月 16 日に発出された国からの緊急事態宣言に伴いファミリースポーツセン

ター等公共施設の利用制限および北海道教育委員会からの要請に基づいた小

中学校について 5 月 6 日まで二度目となる臨時休業の実施についての報告が

ございました。 

議案については全部で５本ございました。秩父別町国民健康保険条例、後

期高齢者医療に関する条例、介護保険条例の３条例に関する一部の改正と、

保養研修施設の工事請負契約の締結に関するもの、また令和２年一般会計補

正予算の提案がございました。補正予算の内容としましては新型コロナウイ

ルスに関連した緊急経済対策として国民１人１０万円を支給する特別定額給

付金の支給および子育て世帯への臨時特例給付金に関するものを上程し、全

議案とも可決されております。以上内容議会関係の報告といたします。 

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、続けて（２）小中学校臨時休業中の分散登校に

ついても説明） 

 



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８号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について〕 

〇小林教育長 

日程番号４番、承認第８号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町いじめ問題対策連絡協議会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 

  はい、ありがとうございます。 

 

日程番号５番 承認第９号 専決処分の承認を求めることについて〔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秩父別町学校職

員の在宅勤務実施要領の制定について〕 

〇小林教育長 

日程番号５番、承認第９号、専決処分の承認を求めることについて〔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秩父別町学

校職員の在宅勤務実施要領の制定について〕、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 10 号 専決処分の承認を求めることについて〔令和２

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６番、承認第 10号、専決処分の承認を求めることについて〔令和

２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 議案第７号 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７番、議案第７号、専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、まずご意見ご質問等がございました

らお願いいたします。 

― 「ありません」の声あり ― 

〇小林教育長 

  はい、ご質問がないようですので議案第７号は可決とすることにご異議な

いでしょうか。 

― 「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可決といたします。 

 

日程番号８番 議案第８号 令和２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８番、議案第８号、令和２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、ご意見ご質問等がございましたらお

願いいたします。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  タブレットは学校内で使うのか。 

〇塩地教育次長 

  基本は学校内で使うことを想定していますが、臨時休業中に Wi－Fi環境の

あるご家庭であれば、持ち帰りをして Zoomでのリモート授業も対応出来るも

のを揃えたいと思っております。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  持ち出ししても OKってことで？ 

〇塩地教育次長 

  はい、本来であれば GIGAスクール関係は令和５年までに一人１台端末をと

のことで進めていたのですが、この新型コロナウイルスの関係で在宅でも授

業を受けられる環境を整えるよう令和２年中に一人１台用意するように、文

部科学省からの方針となっております。 

〇田丸委員 

  サーモグラフィーはちっくるに設置するだけか。スポーツセンターには？ 

〇塩地教育次長 

  スポーツセンターには非接触型の体温計を用意しようかと考えております。

利用者数の違いがありまして、ちっくるはお子さんだとか、利用者がとても

多いので用意しようと考えております。 

〇小林教育長 

  ほかはいかがでしょうか。もしなければ、議案第８号は可決とすることに

ご異議ないでしょうか。 

― 「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可決といたします。 

 

 

日程番号９番 協議案 

〇小林教育長 

次に、日程番号９番、協議案について、１教育委員の学校訪問について事

務局より説明願います。 



〇塩地教育次長 

  １教育委員の学校訪問についてですが、昨年７月１日に給食を試食して実

施してございますけども、今年度は新型コロナウイルスの関係で難しいのか

なと思っているところです。できれば、小中学校とも放課後に訪問して先生

方への聞き取りを行い、その後学校内を見学するといった方法でいかがかな

とお諮りさせていただきたいと思っているところでございます。 

〇小林教育長 

ちょっと例年と変則的にはなってしまうんですけれども、今の状況を考え

ますとなるべく時間とか接触する機会を極力減らして安全対策に向けていき

たいと考えているものですから、多少昨年度までとは違いますけども今年度

についてはこのような対応でよろしくお願いしたいと思っております。あと、

日程については後日ですか、７月頃と調整させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

では、２次期教育委員会についてお願いいたします。 

〇塩地教育次長 

２次期教育委員会についてすうけれども、昨年は８月 26日に開催しており

まして、最終週あたりがいいのかなと思っておりますが、本日お諮りさせて

いただきたいと思います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  8月 29日が小学校の運動会ですもんね。 

〇小林教育長 

  最終週あたりで都合の悪い日はありますでしょうか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  大丈夫です。 

〇小林教育長 

  大丈夫であれば日にち決めてしまった方がいいと思うんですけれども。今

年も 26日でいかがでしょうか。大丈夫であれば 26日で同じ時間で決定した

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

３その他についてお願いいたします。 

〇塩地教育次長 

  （別紙により説明） 

〇小林教育長 

  多少中止となっているものがありますけれども、このような日程でやりた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

全体通してご質問等ありますでしょうか。 

― 「ありません」の声あり ― 



〇小林教育長 

ないようですので、これで以上を持ちまして第２回秩父別町教育委員会定

例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 32 分閉会 

 

 


