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午後 3 時 57 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、お忙しい中本日も重要案件をご審議い

ただくため定例会にご出席いただき誠にありがとうございます。 

６月１日に学校再開されて約３か月が経過しております。この間学校はも

ちろんのこと、教育委員会としても様々な新型コロナウイルスの感染予防対

策をしてきたところでありますが、学校生活も一応は安定をしております。 

登校時の体温チェック、校内でのマスク着用、手は頻繁に洗い、給食は前

を向いて食べ友達のとの会話や接触は避け、学校によっては授業中顔面を透

明なシールド覆う、フェイスシールドを装着したり、個々の机を透明なシー

ルドで囲ったりするなど厳重な対策をとっている学校も見受けられます。 

学校を再開するにあたり、全国の学校が参考にしたのは文科省が５月２５

日に発出した衛生管理マニュアルであります。お手元に配布している別紙で

ございますが、１から３に分けて対応するなど具体的な方策が示されており

ます。 

たとえば、マスクについて常時着用が望ましいが、例外的に熱中症などの

症状が発生する可能性がある場合は外すこととされており、体育の授業など

は不要とされております。 

また手洗いは冷水と石鹸でしっかりと行うのが基本で、特殊な菌がない場

合は消毒液は不要としており、本町も登校後、トイレの後、給食前のタイミ

ングで手を洗うこと、あとはなるべく目や口、鼻などを触らないなどの注意

を徹底していると聞いております。 

また、教室との座席配置は密にならない様、隣との距離を１～２ｍ開ける、

向い合って大声で話さないなどの注意をしているところです。 

このほか教職員によるアルコールなどを使った消毒作業ですが、ドアノブ、

トイレ、階段の手すりなどは多くの子供達が触れる部分でありますので、十

分消毒が必要であります。 

登下校中についても、屋外ですのでマスクをして静かに話す程度なら、集

団登校しても問題ない認識しておりますが、マスクをしないで大勢の大声で

話ながら登校するのは避けてほしい旨伝えております。 

教育委員会としては、今後について感染予防策を過度に行えば行うほど逆

にその反動により新たな弊害が生じてしまうことも懸念しております。 

たとえば、子供たちのストレスであったり、学業不振であったり、友達同

士の人間関係づくりも停滞するなどが考えられますけれども、最近は学校行

事もどんどん減らされ、子供達が学校での充実感を得られなくなってしまっ



ているなどの課題もあるんじゃないかと考えております。 

子ども達にとって学校は楽しいところであり、真の学び場でもあるために

も、新しい生活様式を踏まえた学校の教育活動の在り方を今後も真剣に考え

てまいります。 

委員の皆様におかれましても、協力を賜りたいと思います。 

長くなりましたが、本日も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します。 

〇塩地教育次長 

はい、１番梅澤委員を指名します。 

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。 

〇宮本委員 

  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、報告事項についてですが、まず6月12日の定例校長会では、

小学校では６月に学校が再開されましたが、心配されていました不登校ぎみ

になる児童もおらず、元気に登校しているとのことでした。それから暑さ対

策として水筒を持参し登校するとのことでした。中学校では１年生の（個人

情報により掲載せず）さんが休みがちであること、同じく１年生の（個人情

報により掲載せず）さんが体力が落ちて部活動を休みがちなことといった話

がありました。 

また長期にわたって学校が休業のこともあり、全般的に体力が低下してい

ることを懸念しておりました。 

それから７月１２日の定例校長会では、小学校では楽しい学校生活を送る



ためのアンケートの結果ついて報告がありあました。このアンケートの結果

によりますと、いやなことをされたといった回答が９名ありましたが、教育

相談週間において全校児童と面談し回答のあった９名すべてにおいて、いじ

めと認識されるものは無かったと聞いております。 

今回のアンケートで気になった児童として、１年生の（個人情報により掲

載なし）さんが、複数の児童に嫌なことをしていることがわかり、担任から

指導を受けたということでありました。それから新型コロナウイルス感染予

防策としてズームミーティングを活用したオンライン授業の練習を少しずつ

始めているとのことでした。 

中学校では、１年生の（個人情報のため掲載なし）さんが、週の半分以上

休んでいるようです。自律性障害という病名がついたそうであります。１年

生の（個人情報のため掲載なし）さんは部活動についていくのが大変で、学

校を休みがちなこともあり、放課後に数学の勉強を頑張っているそうであり

ます。それから１年生の（個人情報ため掲載なし）さんは体育を頑張りすぎ

て熱中症のような症状がでたとのことです。 

２年生（個人情報のため掲載なし）くんは部活動についていけず、顧問と

相談したこと、また体育の時間に頭痛の症状を訴えているとの話でしたが、

原因はゲームのし過ぎによる寝不足だったのではとの話がありました。 

最後に７月１８日の校長会でありますけれども、小学校では６年生の（個

人情報ため掲載なし）くんが、１学期の後半から腹痛を訴えていたため、深

川市立病院へ行ったところ原因がわからず、８月１５日に旭川の病院を受診

したところ盲腸とわかり即手術をしたとのことでした。 

また、１年生に（個人情報のため掲載なし）くんが深川小学校から転校し

たそうであります。中学校では、１年生（個人情報により掲載なし）さんが

依然学校にこられない状況であり、３年生（個人情報により掲載なし）さん

が元気がないとのことでした。 

休み中に２年生の（個人情報により掲載なし）さんが熱を出したとのこと

でしたが、特に問題はなかったと聞いております。長くなりましたが私の方

からは以上となります。 

 

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 

６月 11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、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防の対応

について及び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、中央西 C 団地公営住宅長寿命化改修工事

及び町道１条路線舗装改修工事他５件について報告がありました。 

一般質問では、６議員から質問がありまして、まず中西議員からは、１つ

目にコロナウイルスによる緊急事態解除後の学校教育についてどのように考

えているかというものでした。 

それに対して教育長は、国や道の緊急事態宣言等に基づき集団による感染

拡大を防止するため、２月２７日から５月３１日までの約３か月間にわたる

臨時休業を実施し、休業期間中、学習に著しい遅れが生じることのないよう、

自宅では学習プリントに取り組む家庭学習と分散登校日には教師による学習

指導を効果的に実施し、児童の学習を支援するための必要な措置を講じると

ともに、６月の学校再開後には児童生徒が円滑に学校生活に適応できるよう

時間割や授業の進め方を工夫し学習の重点化を図っていく考え方を示してお

ります。 

また、パソコンやタブレット端末の導入による ICT 環境の積極的な活用を

促すとともに、様々な ICT コンテンツの利活用などを視野に置きつつ児童生

徒の健やかな「学びの保障を」着実に進める旨の回答をしております。 

２つ目は、真島議員から新型コロナウイルスの感染拡大の影響による本町

の支援対策について質問がありました。 

新型コロナウイルスの感染拡大による影響による景気悪化に伴う、本町の

基幹産業である農業に対する支援について町長の考えを伺いたいというもの

でした。 

これに対し町長は、町民の生活と地域経済の影響に対し、町内の商店で使

用できる「地域振興券」や飲食店で使用できる「グルメクーポン券」の発行、

子育て世帯支援として本町独自の「子育て応援給付金事業」、７月から９月ま

での支払いの上下水道基本料金の免除などの経済対策や、北海道休業要請延

長に応じた事業者に対する一律 20万円を支給する「秩父別町新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止協力金」、また国の持続化給付金の対象外の事業者に対す

る「商工業者等緊急支援金」の給付などの各種対策の実施について示し、農



業者については、価格の変動による影響を確認し、検討していきたい旨の回

答をしております。 

３つ目は、岡崎議員から農地（水田）売買価格の在り方について質問があ

りました。本町の農地売買について、様々な土地改良事業が実施された大型

圃場と未実施の圃場の売買価格の差に対する農業委員会の見解を伺いたいと

いうものでした。 

これに対し、農業委員会会長は農地売買の価格設定の実情について述べ、

改良事業実施済みの農地とそれ以外の農地について、今後担い手への農地集

積化を最重要要件と考え、様々な問題を客観的に評価しあっせん調整に取り

組んでまいりたい旨の回答をしております。 

４つ目は、前田議員から町車両センターのゴミ集積能力の増強について質

問がありました。現在、農村地域住民の多くが生き活き館横の車両センター

のゴミボックスにゴミ出しを行っていますが、満杯の状況が多く、入りきら

ないゴミがカラスやキツネにより飛散している現状もあるため、車両センタ

ーのゴミボックスの増設、大型化の対策について町長に考えを伺いたいとい

うものでした。 

  これに対し町長は、ゴミ収集に関する本町の現状を説明し、ルールを守ら

ないゴミの堆積量の増大によるゴミボックスの満杯状態を防ぐため、防犯カ

メラの設置や広報によるマナーの周知を行とともに、今後の利用状況を見極

めながら増設等について検討していく旨の回答をしております。 

５つ目は、大野議員から長期休校に伴う児童生徒の学力向上対策について

質問がありました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休業の実施に伴う学力低下を

懸念し、長期休校で遅れた学習時間を取り戻すため、学力向上のための取り

組みを教育長に伺いたいというものでした。 

これに対し教育長は、学力向上と「学びの保障」に向けた課題を克服する

ため、家庭学習との組み合わせや、指導内容順序の変更による授業における

重点化を図り、必要な授業時数を明らかにした上で、長期休業期間中の登校

日の設定について検討すること、年内に全ての児童生徒が学習指導要領に示

された内容を終了すること、１日の授業時間数を増やすなど時間割編成の工

夫を行うこと、ICT を活用した学習を進めるため個別の学習や遠隔授業の在



り方について検討を行うこと、学校行事の重点化について実施、延期、中止

に向けた検討を行うことの５点について示し、最大限の学びを保障するとい

う観点から、特に指導に必要な授業時間数を確保するように指示をした旨の

回答をしております。 

６つ目は、藤岡議員からオンラインによる学習支援の環境整備について質

問がありました。今後の新型コロナウイルス感染症の再拡大に備えたオンラ

イン学習等の環境整備について教育長の考えを伺いたいというものでした。 

これに対し教育長は、国の GIGAスクール構想の前倒しによる ICT環境の整

備に伴い、本町も児童生徒１人１台の端末と高速大容量の通信に対応した校

内ネットワークの整備について補正予算を計上し、分散登校を軸にしつつ、

分散登校が実施できない場合を想定したオンライン授業の検討なども行い、

子供たちの健やかな学びを最大限保障できる環境を整備する考えを回答して

おります。 

議案は全部で２７本が議決されております。 

議案につきましては、専決処分に係るものが３件、町出資法人の事業報告

に係る報告が１件、「秩父別町町税条例の一部を改正する条例の設定につい

て」ほか条例等に関するものが８件、「秩父別町防災行政無線デジタル更新工

事」に係る工事請負契約の締結に関するもの、「令和２年度秩父別町一般会計

補正予算（第４号）について」、人事案件として農業委員会委員の任命につき

同意を求めることについてが１２件、人権擁護員の推薦として中原隆賢氏の

選任同意がなされました。それらを含め、全て議決されております。 

７月 14日開催の第３回町議会臨時会についてご報告いたします。 

町長の行政報告では、新型コロナウイルス感染症に関する秩父別町の対応

についてと寄付採納について及び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、街路灯 LED 化改修工事とベルパークちっぷべつ歩道

設置外一連工事他 3件について報告がありました。 

議案は全部で１本が議決されております。 

内容につきましては、令和２年秩父別町一般会計補正予算（第５号）につ

いてであり、全て議決されております。 

８月５日開催の第４回町議会臨時会についてご報告いたします。 

町長の行政報告では、新型コロナウイルス感染症に関する秩父別町の対応



についてと寄付採納について及び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、令和２年度秩父別地区農業集落排水事業（機能強化

対策）電気設備工事及び秩父別温泉バス収納車庫改築工事他８件について報

告がありました。 

議案は全部で２本が議決されております。 

内容につきましては、秩父別町保養研修施設改修工事の工事請負契約の変

更についてと令和２年秩父別町一般会計補正予算（第６号）についてであり、

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、） 

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１１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ついて〕 

〇小林教育長 

日程番号４番、承認第１１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 

  はい、ありがとうございます。 

 

 

 



日程番号５番 議案第９号 令和３年度から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５番、議案第９号、令和３年度から使用する小学校用教科用図書

の採択について、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。 

― 「なし」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９号は可決とすることにご異

議ございませんか。 

 ― 「意義なし」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６番 議案第１０号 令和３年度から使用する中学校用教科用図書

の採択について 

〇小林教育長 

日程番号６番、議案第１０号、令和３年度から使用する小学校用教科用図

書の採択について、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。 

〇南委員 

  質問いいですか。中学校の国語が長い間「教出」だったような気がします

が、いつ変わったのでしょうか。空知が変わったということでしょうか。 

〇小林教育長 

  変わった理由はありますか。部会長の理由書があるはずなので、あれば読

み上げてほしいです。 

〇塩地次長 

  採択教育委員会協議会における小部会長の報告から説明させていただきま



す。 

  国語の教科用図書について、小委員長からの報告内容等を踏まえまして、

小部会で協議した結果、光村図書出版が適当であると考え推薦します。その

理由としては、「話すこと・聞くこと」では、話の構成を考えてスピーチし互

いに理解し合うことや、議論を深めることなど、話の構成を工夫しその手順

が細かく書かれている。「書くこと」では、課題に沿ってグラフを分析し小論

文を書くなど、多角的に分析をして書く、教科書の手順に沿って文章を書く

というような手順が工夫されている。子供たちが主体的に学習に取り組める

よう、「思考の地図」、「学習の窓」を掲載し、さらに学んだことを復習できる

「学習を振り返ろう」では、１人１台端末を活用した学習活動としてＱＲコ

ードを各所に配置するなど、充実が図られている。また北海道とかかわりの

ある内容の教材を多く取り上げている。 

 ということを記載しております。 

〇小林教育長 

  現状の教科書について資料はありますか。 

〇塩地次長 

  それまでは持参していません。 

〇小林教育長 

  事務所に行けばあります。現行がどの教科書か後ほど確認してお知らせい

たします。 

〇南委員 

  今回は変更が多いのでしょうか。 

〇小林教育長 

  今回私は技術家庭を担当したのですが、たしか開隆堂だったと思いますが、

技術家庭も変更しました。見てもわかりやすいし、北海道の教材をふんだん

に取り入れているとか、実際に調査をかけた先生方も皆さんこちらのほうが

いいよねという声が強いために、小部会の委員さんは現場の声を聞いて判断

するのでそのようなことが強かったのではないかと思います。だから変わっ

ているところ多い。 

  現状の教科書については調べて後ほどお知らせいたします。 

〇小林教育長 

それでは他に質問ありますでしょうか 

― 「なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、ご質問がないようですので議案第１０号は可決とすることにご

異議ございませんか。 



 ― 「意義なし」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７番 議案第１１号 秩父別町業務改善計画の改訂について 

〇小林教育長 

日程番号７番、議案第１１号、秩父別町業務改善計画の改訂について、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。 

  国とか道からの指針の数字が具体的に変わったものですから、その部分に

ついて変更するものであります。あと、当初平成３０年に策定したのですが、

今年で３年目となり終了の年なので、それをもって令和２年度に今後の部分

を修正したいと考え改訂したものであります。 

― 「なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、ご質問等がなければ議案第１１号は可決とすることにご異議ご

ざいませんか。 

 ― 「意義なし」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 協議案 

〇小林教育長 

次に、日程番号８番、協議案について、１秩父別町の義務教育学校開設に

向けてということですが、私から説明いたします。 

（別紙により説明） 

今年度１０月に予定している視察については説明をいたしました義務教育学

校を念頭におき行いたいと考えています。皆様にもご理解をいただきたい。 

この後、視察について塩地次長より詳しくご説明いたします。 

では２視察研修について説明願います。 

〇塩地教育次長 

  ２視察研修について説明させていただきます。１教育委員の学校訪問につ



いてですが、１０月１２日月月曜日から１４日までの３日間、白糠町立庶路

学園及び中標津町立計根別学園に視察ということで予定させていただいてお

ります。先日皆様に日程表を取り急ぎ送付させていただきました。 

  本日も配付しておりますが、２泊３日の視察として実施させていただきた

いと考えております。 

  （日程・概要については別紙のとおり説明） 

  以上で説明とさせていただきます。 

〇小林教育長 

それではここまでで、質問等がありましたらいただきたいと思いますが。 

〇梅澤代理 

  全部に対しての質問でもよろしいですか。 

〇小林教育長 

  はい。 

〇梅澤代理 

  タブレットは皆さんに配っているんですよね。 

〇塩地次長 

  まだ、手元には届いていない。もう間もなく届く予定。実物は業者に届い

ているので、９月中には来るのではと考えている。 

〇梅澤代理 

  どのような使用をしているかなと思って聞いてみた。 

  あと、マスク着用で、体調が悪くなる例は一切ないか。 

〇小林教育長 

  いまのところない。子供達が慣れている様子、しっかりマスクを着用し遊

んでいる。 

〇梅澤代理 

  あまりつけると酸欠状態になるのではと心配している。 

〇小林教育長 

  子供達はいたって普通にしている。 

〇塩地次長 

  小学校についても、熱中症の心配があるので無理やりつけているというこ

とはなく、緩和している。 

〇梅澤代理 

  小学校低学年は難しいのでは。 

〇小林教育長 

  学校のほうにも適宜お話しております。 

 



〇田丸委員 

  本日の議題にはないのだが、キャンプ場が密で町民はみんな心配している。

実際に容量オーバーといったことはないか。 

〇塩地次長 

  現在１０ｍ×８ｍの区画を１７０区画用意している。７月の４連休の際に

は満員になるかなと心配したが、ほぼ埋まっている状況だった。 

  入場時間も退場時間も特に決まっていない、入ってくる時間によってはテ

ントを張れない方がいるのではないかと心配したが、何とかギリギリ１７０

区画で問題がなかった。 

  １０ｍ×８ｍの区画割をしているが、外から見ると非常に密に見える。中

にいると、以前のどこにテントを張ってもよいパターンよりは密ではない。 

〇田丸委員 

  ある程度区画して、距離を置いて張ってもらう。 

〇塩地次長 

  ２ｍ程度通路を作り、その横に２区画を設置し、通路といった感じで区画

しているため、中ではそんなに密な感じではない。 

  外から見るとすごく密に感じると思う。 

〇田丸委員 

  温泉も込み合っている。 

〇塩地次長 

  そうですね。 

  温泉の対応も心配だと思う。その後キャンプ場は８月については区画がい

っぱいになることはなかった。お盆の際も天気もたまたま悪かったこともあ

るが。 

〇小林教育長 

  よろしいでしょうか。 

〇田丸委員 

  はい。 

〇小林教育長 

  他にはあるでしょうか。それでは、先ほどの教科書の件について説明願い

ます。 

〇塩地次長 

  現行の教科書は「教出」です。 

〇小林教育長 

  これまでやってきたのも長いので変えてもいいんじゃないかといった議論

は必ず出てくる。毎回ある。実際に調査している現場の先生の声を聞いた上



で検討している。教育長は中身をしらないので、現場の声をよりどころにし

ている。今回はたまたま声が大きかったので変更となった。 

では、３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 

３次期教育委員会についてですけれども、昨年は 10 月 25 日に開催してお

りまして、今年度は日曜日となっているため、その近辺で設定するのが良い

と思います。 

〇小林教育長 

  ではその近辺で、実施ということで。昨年は何曜日に実施していますか 

  金曜日ですか 

〇塩地次長 

  金曜日です。 

〇小林教育長 

  だいたいそのあたりが都合がいいということで。金曜日に実施したいとい

うことで、１０月２３日金曜日どうですか。 

  都合悪い方いらっしゃいますか。 

  とりあえずその日にしておいて、都合が悪い方がいれば調整ということで

お願いします。１０月２３日で時間も同じでいいですよね。 

３その他について事務局からなにかありますか 

〇塩地教育次長 

  （別紙により説明） 

〇小林教育長 

  行事予定についてなにかありますでしょうか。 

全体通してご質問等ありますでしょうか。 

〇塩地次長 

  １０月３～４日学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント南北海道大会

が苫小牧市で行われます。 

〇小林教育長 

他になにかございませんでしょうか。 

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 5時 2分閉会 


