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会議録を作成する職員 
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午後 3 時 59 分  開会宣言 

〇小林教育長 

  只今より第４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、お忙しい中本日も会議にご出席いただ

き心から感謝申し上げます。 

また１０月１２日から１４日までの３日間に渡り道東の庶路学園と計根別

学園を視察いただきありがとうございました。有意義な研修ができたのでは

ないかと思っております。今回の視察の結果から今後の見通しについては現

在整理しておりますので、次回の教育委員会で示したいと考えております。 

さて、子供達に目を向けますとコロナ禍にあっても様々な工夫を凝らしな

がら教育活動が順調に進んでいるとお聞きしております。 

小学校では１０月１０日に学習発表会を実施いたしました。新型コロナ感

染拡大防止対策の面から観客数を制限したり、ソーシャルディスタンスを考

慮するなど例年とは違う対応でしたが、それでも子供達の普段の学習の成果

を明るく元気に発表することができ、保護者の方々も大変喜んでいたと伺っ

ております。 

また中学校では９月２９日と３０日に町内の施設や民間企業等において職

場体験学習を実施いたしました。その際にも同じように感染防止及び拡大防

止対策を徹底するなど安全面に配慮しつつ、充実した学習ができたと伺って

おります。さらに今回の職場体験は、１１月１７日のこども議会体験活動に

つながる学習であり、総合的な学習の一環として、子ども議会の質問には私

自身も大いに期待をしているところであります。 

このようにこれまで学校行事が中止か延期になるケースが多かったわけで

ありますが、これからはウイズコロナの時代ということで、学校行事の実施

を前提とした教育活動が極めて重要であり、一層求められてくるものと考え

ております。 

いずれにいたしましても、これからの学校の判断や取り組みに大いに期待

するところであります。 

次に教職員人事についてであります。異動を希望しております管理職は（個

人情報のため掲載なし）と（個人情報のため掲載なし）であります。（個人情

報のため掲載なし）は本町２年目、それから（個人情報のため掲載なし）は

３年目となります。 

また一般人事では（個人情報のため掲載なし）先生が２年目ではあります

が、通勤時間の関係から、また、（個人情報のため掲載なし）先生はまだ２年

目ではありますが、ミニバスケットボールを指導したいという強い願いから

異動希望を出しております。 



なお、定数ですが、小学校は特別支援教室に２名が入学または転入いたし

ますと１名増となりますし、理科専科の加配を希望しておりますが、これが

通るとさらに１名増という形になります。 

また、中学校は次年度欠学が解消しますので、定位数は３増になりますが、

特別支援学級が１減になりますので差し引き２名の増が見込まれています。 

このあと１１月２日に教育局との第１回目の人事協議に入りますが、人事

が確定しましたら、委員の皆様にもご報告したいと考えております。 

委員の皆様にはご理解いただきますようお願いいたします。それではこの

後の審議についてよろしくお願いいたします。 

 

日程番号１番 議席の指定について 

〇小林教育長 

日程番号１番、議席の指定についてお願いします。 

〇塩地教育次長 

昨日行われました９月定例議会におきまして、教育委員の選任が行われま

して、田丸委員が１０月１日より再任されております。再任後初めての委員

会ということで議席の指定が必要となりますので、議案を提出しております。 

よろしくお願いいたします。 

〇小林教育長 

  議席番号ですが、再任ということになりますので、これまでと同じ３番で

指定したいと考えますが、いかがですか。 

― 「意義なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは議席番号は３番に決定いたします。 

 

日程番号２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２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、２番南委員を指名します。 

〇小林教育長 

  はい、よろしくお願いいたします。 

 

日程番号３番 前回会議録の承認 

〇小林教育長 

日程番号３番、前回会議録の承認についてご報告願います。 



〇梅澤委員 

  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４番 報告事項 

〇小林教育長 

  ９月と１０月に校長会がありました。その中でまず小学校では９月の会議

ですけれども、５年生の（個人情報のため掲載なし）がミニ運動会を体育館

で練習した際に足を捻挫したということ、それから２年生の（個人情報のた

め掲載なし）がキックボードで遊んでいて転倒し、左腕の骨にヒビが入った

こと、それから４年生の（個人情報のため掲載なし）と２年生の（個人情報

のため掲載なし）が元気に登校し学習発表会の練習に一生懸命取り組んでい

ることを伺っております。 

  それから、ちっぷっ子で利用児童が作った作品が紛失するといった事があ

りました。その後２年生の（個人情報のため掲載なし）が持ち出したという

ことで、関係児童と保護者に謝罪したという話がありました。 

  小学校では１０月１０日に学習発表会がコロナ対策を行い実施すること、

２年生では先ほどお話しております（個人情報のため掲載なし）が登校でき

ていないことが続いていると聞いております。 

  次に中学校ですが、９月の会議では１年生の（個人情報のため掲載なし）

が学校にうまく適応できていないこと、同じく１年生の（個人情報のため掲

載なし）が頑張りすぎて疲れ気味であること、同じく１年生の（個人情報の

ため掲載なし）が学校に登校していないこと、それから吹奏楽部の生徒が元

気だが、発表の機会がなく残念なことといった話もありました。あとバレー

部の保護者から顧問に対する不満の声があったが、現在は落ち着いていると

聞いております。 

  次に１０月の校長会ですけれども（個人情報ため掲載なし）登校時間に遅

れ２～３時間目の登校が続いたことも話されておりました。それから（個人

情報のため掲載なし）が販売実習には来たのですが、その後は以前と同様、

登校できていないこと、合わせて姉の３年生の（個人情報のため掲載なし）

最近２年生との学習活動が続く中で、ストレスが少したまっているのか、学

校に来たくない様子が見受けられるといったことも話されておりました。 

  それから最後にバレー部が新人戦に向けて練習を頑張っていると話があり

ました。私からは以上であります。 



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 

９月 10～11日開催の第 3回町議会定例会について報告いたします。 

  町長からの行政報告では、1 つ目に JR 留萌本線の存続問題の報告として、

８月 18日留萌市にて第５回 JR留萌本線沿線自治体会議が開催され、JR留萌

本線の存続問題の方向性について、具体的な協議を行ったところ、各市町で

の一部意見の相違があったことを受け沿線自治体での次のような考え方の統

一を図ることで合意を得たところであります。 

１点目は、JR留萌線問題については、JR北海道全体の経営改善策の一環と

して位置づけられて議論されるべき問題であること。２点目は、JR留萌本線

問題は、類似する根室線や日高線に係る路線問題の取り扱いと均衡のとれた

形の解決を目指すこと。３点目は現状では各市町の考え方に相違があるため、

全線存続の可能性の探求は困難であること。４点目は経営面の影響や利用状

況を考慮し、「留萌市・沼田町間の路線廃止と、深川市・沼田町間の存続」に

ついて４つの沿線自治体と JR北海道側とで具体的な折衝協議を行うこと。以

上４点を基に、９月中を目途に、沿線自治体会議に JR北海道及び道も交え協

議を行っていく予定となっております。 

２つ目として新型コロナウイルス感染防止に関する３件の寄付採納につい

て報告がございました。７月３１日に札幌市の株式会社昭和プラント様から

１０万円の寄付がありましたこと及び、８月２５日公益社団法人深川地方法

人会秩父別支部様から 4.5ℓ入りアルコール消毒液 4本及び９月３日には北空

知信金様から抗菌マスクケース 600枚の寄贈をいただております。 

３つ目として農作物の生育状況について報告がございました。空知農業改

良普及センター北空知支所発表の９月１日現在の水稲の生育状況及び小麦、

ブロッコリーの収穫量、花卉の取引価格について報告されております。 

４つ目として工事入札結果について秩父別小学校及び中学校校内ネットワ

ーク整備工事、他１件について、また非常時や災害の電源供給に対応した PHV

公用車の入札結果を申し上げ行政報告を終えております。 

一般質問では、４議員から質問がありました。 

まず、大野議員からは「ふるさと納税の返礼品について」質問があり、趣

旨は、昨年度の納税額が 3 億９２００万円と前年度に比べ３割程度減額した



ことに対して、キャンプ場にグランピング区画を整備し返礼品とするなど、

本町独自の返礼品メニューを増やす必要があるのではないかということでし

た。それに対し町長は、ふるさと納税について平成３０年度には５億円を超

える寄付を記録したところであるが、その後制度改正による返礼品寄付金額

の見直しを行ったことにより寄付件数が減少したことに対し、今年度は寄付

申し込みサイトの追加などを行い寄付件数の増加に対する対策を実施してい

ること、また返礼品のメニューについては以前も多くのメニューを設定し受

付を行っているが、少数の申し込みや総務省による返礼品の見直しなどによ

り取りやめにした経緯を説明し、今後は本町の特色を生かした農産物や農産

加工品の返礼を核としながらも、新たな返礼品について検討していく旨の回

答をしております。 

次に、前田議員から「雇用拡大に向けた諸対策について」という質問があ

りました。趣旨は、本町への移住・定住を決断する要件として、他町のシン

グルマザーに対する給与保障などの雇用対策などの例を挙げ、雇用の場の確

保が重要だと説明し、本町として今後雇用拡大についてどのような対策を講

じていくかというものでした。それに対し町長は、まず、従前より行ってき

た子育て支援策及び移住・定住策としての家賃助成や住宅建設補助などの施

策や、各事業所の誘致など雇用の場の確保を実施してきたこと、町内事業所

の人材不足の現状や過去の企業誘致の経緯を説明いたしました。また、議員

の質問にあったシングルマザーに対する給与保障などの雇用対策については、

本町への移住定住に伴う費用対効果の成果や一部業種への公費での給与保障

などの問題により慎重な判断が必要なこと、今後の雇用創出についての検討

を含め、本町を選択してもらうために、フェイスブックなど広報媒体を使用

した積極的な発信を行い、移住定住を推進していく旨の回答をしております。 

３つ目に真島議員から「他市町の農地の売買及び賃貸の斡旋について」と

いう質問が農業委員会にありました。趣旨は、離農者の増加による農地売買

等により、市町界を超えた農地斡旋について、地主の意向、隣地等の耕作者

の状況も考慮し斡旋してはどうかと農業委員会会長に対し問うものでした。

これに対し、農業委員会長は、農地売買が増加している現状を伝え、市町境

界を越えるあっせん調整の場合、近隣市町農業委員会と申し合わせにより、

基本的には対象農地の耕作者が帰属する農業委員会が主となり、隣地の耕作

者や帰属する農事組合等を対象に調整を行う旨を説明しております。今後の

市町を越えた農地のあっせん調整に関しては、担い手への農地集積集約化を

一番に考えあっせん調整に取り組んでいく旨の回答をしております。 

４つ目に「浄化槽汲み取り料を口座自動振替に」という質問がございまし

た。趣旨は合併処理浄化槽の維持管理料、汲み取り料の自動口座振替を求め



るものでした。これに対し町長は合併処理浄化槽の現状や保守管理内容、町

独自の保守管理費の補助について伝えたのち、合併処理浄化槽については個

人財産であり維持管理に係る費用である、汚泥の汲取りについては個別支払

いの旨説明し、自動振替については請負業者と設置者個人で協議をしていた

だきたい旨回答しております。 

議案では、条例の変更に関するもの１件、組合規約の一部を変更する規約

が３件、認定こども園の指定管理者の指定に関するもの、一般会計及び特別

会計の補正予算など議案が 10本。人事案件２本でいずれも可決されておりま

す。その中で、教育委員の任命について提案があり、田丸委員の再任につい

て同意がなされております。また、令和元年度の一般会計等６会計の決算が

認定されております。 

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５番 議案第１２号 秩父別町立学校における教職員のハラスメン

ト防止等に関する指針の制定について 

〇小林教育長 

日程番号５番、承認第１２号、秩父別町立学校における教職員のハラスメ

ント防止等に関する指針の制定について、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、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１２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 協議案 

〇小林教育長 

次に、日程番号６番、協議案について、１ 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 

１ 次期教育委員会についてですけれども、１１月の臨時会を予定しており

ます。次の施設関係の訪問に合わせて日程を決定いたします。 

〇小林教育長 

  去年はいつ頃でしたか。 

〇塩地次長 

  ちなみに昨年は１１月２６日です。 

〇小林教育長 

  何曜日ですか。 

〇塩地次長 

金曜日だと思います。 

〇小林教育長 

  ちなみに今年はいつですか。 

〇塩地次長 

  次の協議案２で協議いたします。 

〇小林教育長 

  この日は学校訪問等が終わってから教育委員会を行う予定ですか。 

〇塩地次長 

  学校訪問等を終了後予定しています。 

〇小林教育長 

  では２の協議案を説明願います。 

〇塩地次長 

 （別紙により説明） 

 一番有力な日程は１１月１９日又は２０日、次の週は中学校が対応が難しい。 

〇小林教育長 

 １１月１９日又は２０日が示されたが、いかがか。 

〇梅澤委員 

 できれば１９日に実施をお願いしたい。 

 



〇小林教育長 

 １１月１９日でいかがしょうか 

〇塩地次長 

 では１１月１９日に実施いたします。１３時１５分までに教育委員会に集合

願います。 

〇小林教育長 

他に何かございませんでしょうか。 

ないようですので、以上を持ちまして第４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。 

 

※会議終了後１９日の日程を確認したところ別行事があったため、実施日

を２０日に変更する旨了承を得た。 

 

午後 4時 55分閉会 


