
 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 秩父別町教育委員会臨時会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 11月 20日 

会 期 

令和 2年 11月 20日 

（会議日数 １日間） 



議事日程及び順序 

 

 １ 開会宣言  午後 3時 11分 

 

 ２ 開議宣告 

 

 ３ 会議録署名委員の指名 

 

 ４ 前回会議録の承認 

 

 ５ 報告事項 

 

６ 議案審議 

 

 ７ 協議案審議 

 

８ 閉議宣告  午後 4時 08分 

 

記録 別紙のとおり 

 

 

上記会議の次第を記載し、その適正であることを承認し署名する。 

 

令和 2年 12月 16日 

 

会議録署名委員 田 丸 政 彦 

 



第２回 秩父別町教育委員会臨時会会議録 

 

令和 2年 11月 20日（金曜日）  午後 3時 11分 

 

 

秩父別町教育委員会に召集 

出席 委 員 ４名 

梅 澤 大 観 

南   洋 子 

田 丸 政 彦 

宮 本 こずえ 

教育長 小 林 宏 明 

 

委員、教育長及び傍聴人を除く外議場に出席した者 

 教育次長  塩 地 勇 夫 

 主幹    植 田 一 至 

 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 11 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臨時会を開催したいと思います。 

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にご足労い

ただきまことにありがとうございました。多少お疲れとは存じますが、この

後引き続き第２回の臨時会を開催いたしますことにご理解をいただきますよ

うお願いいたします。 

さて、既にご承知の通り道は、新規感染者の拡大や全道域の感染拡大など

状況を総合的に判断し、11月 7日より道の警戒ステージをステージ２からス

テージ３に移行いたしました。またこれを受けまして町教育委員会といたし

ましても、11月 21日付で町教育委員会として改めて新型コロナウイルス拡

大防止のための文書を発出いたしましたが、その後も札幌市をはじめ全道域

で感染拡大が続き 11月 2日以降には新規感染者が全道で 200名を超える日が

続きくなど、先ほどテレビでも放送しておりましたが、本日は北海道が 290

名など極めて厳しい状況になっているなど危機感を持って受け止めていると

ころであります。 

また、空知管内におきましても、児童生徒が濃厚接触者に特定される事例

や感染事例が報告されております。本町におきましては今まで感染者がでて

おりませんが、児童生徒を含む感染拡大が毎日報道されるなど以前予断を許

さない状況が続いております。 

さらに感染拡大が続けば、いずれ近いうちに再び学校の休校という最悪の

シナリオ想定しなければならない事態になってしまうかもしれません。 

11月 18日の町内校長会議においては、こうした状況を回避するためにも、

これまで以上に地道ではありますが、３密を避けるなど徹底した予防策を学

校一丸となって取り組んでいただくとともに、万が一児童生徒及び教職員に

感染の疑いがある場合には速やかに教育委員会に連絡をいただくようお願い

したところであります。 

委員の皆様にも、教職員や児童生徒の感染予防の徹底など新型コロナウイ

ルス感染症対策への更なる対策へのご理解をいただければと思っております。 

今回の協議事項は来年度の予算が主なものとなりますが、ご審議を賜りま

すようお願い申し上げ開会のあいさつとさせていただきます。 

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、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。 

11 月 18 日に町内校長会を開催いたしましたが、その中でまず小学校では

学習指導員が入ること、この方は１年生のお母さんですが月曜日から金曜日

までの３時間目を１年・２年・４年の学習サポートをすることになりました。 

２つ目は購入したタブレットの活用を始めたということで、本日の教育委

員さんの学校訪問の際には、電子黒板を利用した授業と iPadを活用した授業

を見ていただきたいということで、本日ご覧になられたところであります。 

３つ目は教職大学院受験について、２年生担任の授業を見ましたが、桃木

教諭が教職大学院を受験するということで現在論文試験の対応に向け指導を

しているということでした。 

最後、この日 18日の児童の出席状況について話をされ、新型コロナ対策の

レベル２ということで家族が風邪の症状がみられる場合について、出席停止

措置としたということで、18 日は５人のお子さんが欠席ということでした。 

次に中学校ですが、11 月 17 日に子ども議会がありましたが、この日欠席

した２年生の（個人情報のため掲載なし）、同じく（個人情報のため掲載なし）、

（個人情報のため掲載なし）が風邪の症状が続いているといった話がありま

した。 

それから、１年生の（個人情報のため掲載なし）が朝起きられず登校でき

ていないということ、（個人情報のため掲載なし）教育実習生の最後の日です



が登校できていたとのことでした。  同じく１年生の（個人情報のため掲

載なし）が朝起きてからじんましんがひどく治まってから登校しているとの

ことでした。 

それから（個人情報のため掲載なし）教諭ですが、教員採用試験に登録で

きなかったため、道の再任用試験を待っているがまだ日程が未定だとの話が

ありました。 

それから最後に１２月５日に学校祭を控えていますが、校長としては是が

非でも生徒のみでも実施したいとの強い思いを持っているようです。 

私からは以上です。 

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 

  特にありません。 

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 議案第 13 号 秩父別町学校運営協議会規則の一部を改正する

教育委員会規則の制定について 

〇小林教育長 

日程番号４番、議案第 13号、秩父別町学校運営協議会規則の一部を改正す

る教育委員会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、ご意見ご質問等がありましたらお願

いいたします。 

 ないようですので、議案第 13号については可決とすることにご異議ありませ



んか。 

― 「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させていただきたいと思いま

す。 

 

日程番号５番 議案第 14 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５番、議案第 14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 

それでは、小学校・中学校・社会教育、保健体育施設を一括してご意見ご

質問がございましたら、ご意見ご質問等がありましたらお願いいたします。 

〇宮本委員 

  中学校の予算の関係で２点ほどあるんですが、１点目は建て替えなどがあ

りなかなか要望を聞いてもらえない部分もあると思うのですが、毎年計上さ

れているグランドピアノをぜひ購入してもらえればと思います。 

  新しくなってもそのまま使うことができるので、購入してあげてほしい。 

  もう１点はこれも毎年上がっているのですが、グラウンドの整備に関して

もすぐに建て替えなどがないのであれば、整備をしてあげてほしい。 

  小学校で全道大会に出場した子供達が入部する可能性があるので、少し整

備してあげてもいいのかなと思います。 

〇小林教育長 

  若干点数を上げてもいいのかなと。 

  ご意見を賜りました。 

〇田丸委員 

  中学校の防火水槽の水道管修理については、ホースの説明はあったが、防

火水槽は緊急性があるのか。 

〇塩地次長 

  今年度予算で残があれば実施できる予定。できれば今年度中に実施したい。 

〇梅澤委員 

  雨漏り部分は水道管が原因か。 

 

〇塩地次長 



  理科室の上の水道管から水漏れが発生し天井より漏れている状態。現在使

用していない部分のため、止水してこれ以上漏れないようにしている。 

〇梅澤代理 

  水道からさびが出てくるという話は。 

〇塩地次長 

  茶色い水の話は、全般的に水道管の取替を行わないと改善しない。 

  一部分だけ取り換えても全管自体が老朽化している状況であり、難しい。 

〇小林教育長 

  老朽化しその部分だけを取替ても難しいと思う。 

  当面はその都度、修繕などが必要となると考えている。 

  その他にはいかがでしょうか。 

  中学校は電子黒板の要望は出ていないのか。 

〇塩地次長 

  出てきていない。 

〇小林教育長 

  いらないのか。 

〇塩地次長 

  本来は小学校で慣れ親しんでいるので、中学校でも使用してもらうのが理

想的だと思うが。 

〇小林教育長 

  今の６年生が使い慣れている。あの子たちが中学校１年生でなかったら可

哀想だと思う。 

  少しずつ揃えていくことが理想。来年は無理でも、その次には中学校の部

分も含めて計上していけば、あまりにも小学校と中学校で違いすぎる。 

〇塩地次長 

  （電子黒板購入の）とっかかりが、小学校の校長から始まった。 

〇小林教育長 

  小学校からのつながりが大切。小学校で使用していたいのであれば、中学

校でも使用してほしい。中学校に対してもよいものであれば、ぜひ整備して

あげたいと思う。 

〇梅澤委員 

  ハードの面ではどうか。中学校の改築については早期の改修について、委

員全員意見が一致しているが、今後どのようにするつもりか。早めになんと

かしてほしい。 

 

〇小林教育長 



  当然そのあたりも十分考慮に入れ、状況を見ながら考えていきたい。 

〇塩地次長 

  先日の子ども議会でも話があった。どのような方法が一番良いのか、これ

からの財政的なものもある。人数の経緯もあるので。 

  例えばここ１・２年で建築することにもなかなかならない。 

〇小林教育長 

  先日のこども議会の答弁書を見てもらうの良い。 

  現在の状況は答弁書の内容が最前線である。 

  まだ議員さんには話していないが、かなり町としても前向きになっている。 

  答弁書を見てもらうと現在の状況がわかると思う。 

  他に何かないでしょうか。何か加味してでも結構です。 

〇梅澤委員 

  中学校改築の話がまとまらないと、体育館のＬＥＤ改修 400万円も前に巣

進まない。 

〇小林教育長 

  全てが中学校改築に繋がっている。 

〇宮本委員 

  小学校の新しいコピー機が計上されているが、中学校は新しいコピー機は

必要ないのか。 

〇塩地次長 

  小学校が使っていると、中学校も欲しいということになる。 

〇宮本委員 

  小学校と同時に購入するということはないのか。 

〇塩地次長 

  現在使っているコピー機の契約も関わってくる。 

〇小林教育長 

  小学校と中学校には違いがある、中学校がやってほしいことは小学校とが

若干違う。コピー機あれば良いとは思うが。 

〇梅澤委員 

  紙はどのようなもの。通常と同じか。 

  役場のコピー機にも適用になるのか。 

〇塩地次長 

  役場にも輪転機があるが、今回のエプソンのコピー機については学校専用

で、リース料金が安く設定されている。 

 

〇小林教育長 



  １２月に予算についてまた審議をお願いしたい。 

 

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 

  次期教育委員会ですが、12月の中旬程度を目途に実施したいと考えていま

す昨年をみると 12月 18日（水）に開催をしてございます。 

〇小林教育長 

  今年度は 12月 18日は何曜日か。 

〇塩地次長 

18日は金曜日です。 

〇小林教育長 

18日はいかがか。 

〇田丸委員 

18日は予定がある。 

〇小林教育長 

14日の週のいずれかで。都合の悪い日がありますか。金曜日以外で。 

  大丈夫ですか。では事務局で決定してください。 

〇塩地次長 

  16日ではいかがでしょうか。 

〇小林教育長 

  では、現段階では 16日の水曜日ということで、定例の教育委員会を招集し

たいと思います。 

〇塩地次長 

  時間は何時に設定したらよいか。 

〇小林教育長 

  この後、懇親会も予定している。 

  懇親会の実施も、状況によって変わると思う。 

  それを考えて、前回は夕方の時間帯にした。昨年はすごく早く終わった。 

  ４時でいいんじゃないか。では 16日４時からということで、よろしくお願

いします。 

  では次その他ありますでしょうか。 

 

〇塩地次長 



  それでは３のその他ということで、今後の行事予定について説明いたしま

す。 

（協議案行事予定について説明） 

 以上でございます。     

〇小林教育長 

  よろしいですか。全般を通じてほかにありますか。 

  ないようですので、これで以上を持ちまして第２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 08 分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


