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 １ 開会宣言  午後 3時 59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 5時 17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  年  月  日 

 

会議録署名委員 

 



第１回 秩父別町教育委員会定例会会議録 

 

令和 3年 2月 24日（水曜日）  午後 3時 59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 59分  開会宣言 

〇小林教育長 

只今から令和３年第１回秩父別町教育委員会定例会を開催いたします。 

委員の皆様におかれましてはお忙しい中、また悪天候の中、重要案件をご

審議いただくために出席いただきましたことに心から感謝申し上げます。 

さて、皆様もご承知のとおり道は新型コロナウイルス感染症対策本会議で

今月１５日までの集中対策期間について、首都圏などを対象にした緊急事態

宣言の期間に合わせて３月７日まで延長することを決めました。この会議で

はその他人の異動が活発になる３月・４月に向け感染拡大の防止のため、引

っ越し時期の分散や、卒業式・入学式における時間短縮などの要請がありま

した。とりわけ１か月後に迫りました、本町における卒業式におきましては、

例年であれば、委員の皆様には直接会場に出向き子ども達の卒業を祝ってあ

げるところでしたが、今お話ししたとおり、知事が現在新型コロナウイルス

感染をもう一段階抑え込むことが重要であり、ここで対策の手を緩めること

はできないと報道発表したこともあり、またその後、道教委からも要請文書

も届いているところであります。このため校長会でも相談した結果、今年度

の卒業式におきましても、来賓の出席を見合わせ、極力子ども達との接触リ

スクを減らすという苦渋の選択をさせていただきました。 

いずれにいたしまいても、感染リスクが減少し、こうした視点での対応を

一日も早く改善されるよう強く願うばかりであります。 

委員の皆様のご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

本日は、１つ目は議会に提出いたします、教育委員会の活動状況に対しま

す点検・評価報告書について、２つ目は令和３年度の教育行政執行方針につ

いて、最後に令和３年度の教育関係予算要求についてご審議いただくことに

なっております。 

限られた時間ではありますが、本日もよろしくお願いします。 

 

 

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 

  前回開催された第五回定例会の議事録の確認をいたしました。 

議事録の内容は正確に記載されていましたので、皆様にご報告いたします。 

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。 

１月１９日に町内校長会が開催されました。その中で、まず小学校山田校

長から冬休みが明けて２日目ということで、この間の子ども達の欠席状況に

ついて報告がありましたが、特に大きな問題もなく落ち着いた新学期になっ

たとの話しがありました。また２年生の【児童・生徒の個人情報のため省略】

が３月いっぱいで転出するとの話がございました。転出の理由は深川市に住

宅を建設するとのことで、一己小学校の地区に転出するそうであります。な

お、この【児童・生徒の個人状況のため省略】には弟がおり、新１年生に入

学する予定でありましたけれども、新１年生の入学が１名減ということにな

ります。 

中学校小熊校長からは、新年度の経営計画についてお話がありました。特

に次年度目指す学校の姿として、生徒一人ひとりの良さを最大限伸ばす学校、

もう一つは地域と目標を共有し協力して取り組む学校、最後の一つは教職員

の力量が発揮され充実感にあふれ生命輝く学校の３つの姿を目標に掲げてい

きたいということでお話がありました。 

次に学校の２学期制についてお話がありましたが、たとえば現在３学期制

ということで１学期から３学期となっているところですけれども、それを１

学期、２学期に移したいということで、当然始業式及び終業式の回数が３回

から２回へ、それからそのために行事の精選、見直しも行いたい、保護者に

届く通知表も記入作業が１回減るということで教職員の業務負担を減らすと

いったような狙いがあるということで話がありました。 

新年度に向けて具体的に中身についても一緒に考えていきたいというお話

をし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塩地次長から報告願います。 

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 

  ２月５日開催の第１回町議会臨時会について報告いたします。 

 町長からの行政報告では、米殻乾燥調製貯蔵施設の雪害による下屋の倒壊に

ついて報告がありました。１月３日に米殻乾燥調製貯蔵施設の指定管理者であ

る北いぶき農協から、施設の北側に設置し、荷受け所としている下屋が雪の重

みにより倒壊したとの連絡がありました。倒壊した下屋は北いぶき農協が独自

に設置したものであり、年末の大雪により倒壊したとのことでした。その後、

町と、農協で協議した結果、過去にも同様の被害があったことから、風雪害に

強い構造の施設を建設する方向で一致し、町が事業主体で建設することとして

おります。 

議案は１本で、一般会計補正予算の提案がされ、可決されております。 

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 

  次に、５番令和３年度教育予算要望結果について報告願います。 

〇塩地教育次長 

  まず予算概要について説明いたします。 

 （別紙予算概要に記載のとおり説明） 

  次に予算要望結果についてお知らせいたします。まず重点要望の結果です 

が、１２月の定例会で審議いただき、委員会としてのＡ判定～Ｃ判定までを

ご意見をいただき決定しております。その後、判定内容を参考に、予算査定

を実施し、本日の定例会で副町長及び町長査定を経た結果についてご報告申

し上げます。 

 （別紙教育予算重点要望書に記載のとおり説明） 

  続きまして、令和３年度の予算書ですが、１２月定例会で査定前の内容  

について説明を行っておりますので、今回は査定後の結果について、昨年に

比べ大きく変更のあった及び新規のもののみお知らせいたします。 



 （別紙予算書に記載のとおり説明） 

〇小林教育長 

  次に、６番令和３年度学級編制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） 

 

日程番号４番 議案第１号 秩父別町教育委員会の活動状況に関する点検・評

価報告書の提出について 

〇小林教育長 

次に、日程番号４番、議案第１号 秩父別町教育委員会の活動状況に関す

る点検・評価報告書の提出について、事務局より説明願います。 

〇塩地教育次長 

  行政評価一覧に令和元年度に実施した２８項目を掲載しております。 

  本日の会議にてＡからＣまでの判定を決定いただき、３月議会定例会に提

出を行う予定となっております。詳細についてご報告申し上げます。 

（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。 

― 「はい」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１号は可決とすることにご異

議ございませんか。 

 ― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、ご異議がないようですので議案第１号は可決といたします。 

 

日程番号５番 議案第２号 令和３年度秩父別町教育行政執行方針の策定に

ついて 

〇小林教育長 

次に、日程番号５番、議案第２号 令和３年度秩父別町教育行政執行方針

の策定について、私の方から説明いたします。 

（別紙により説明） 

〇小林教育長 

只今私の方より説明いたしましたが、ご意見ご質問等がありましたらお願

いいたします。 



― 「はい」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２号は可決とすることにご異

議ございませんか。 

 ― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、ご異議がないようですので議案第２号は可決といたします。 

 

日程番号６番 議案第３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 

次に、日程番号６番、議案第３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、ご意見ご質問等がありましたらお願

いいたします。 

― 「はい」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６号は可決とすることにご異

議ございませんか。 

 ― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

  それでは、ご異議がないようですので議案第６号は可決といたします。 

 

日程番号７番 協議案 

〇小林教育長 

次に、日程番号７番、協議案について事務局より説明願います。 

〇小林教育長 

  ２番、次期教育委員会についてお願いします。 

〇塩地教育次長 

  次期教育委員会に於きましては、昨年は４月１０日に１回のみ実施となっ

ております。当初３月２５日学校管理職の歓送迎会を予定しておりましたが、

見送りしたということもありまして、昨年は４月１０日のみとなっておりま

す。今年度も学校管理職の歓送迎会については現在の状況もあり、実施しな

い場合３月・４月と両方行う必要はないと考えております。 



〇小林教育長 

  学校管理職の歓送迎会については、今の時点では難しいとの判断もあり、

御理解をいただきたいと考えております。ということを受けまして、臨時会

の日程ですが、来月のいつ頃がいいでしょうか。 

〇塩地教育次長 

  ３月の末頃がよい。４月の上旬に補正を予定しておりますので、４月の第

１週か３月の最終週がよい。 

〇小林教育長 

  どうでしょうか。３月の最後の週か４月のはじめにするか。 

〇塩地教育次長 

  ３月の最終であれば２９日の週、４月１日・２日は木曜・金曜です。 

〇小林教育長 

  ２９日の週でいかがでしょうか。 

〇塩地教育次長 

年度末が迫っているので余裕がなければその前の週。 

〇田丸委員 

  できれば２９日の週でお願いしたい。 

〇小林教育長 

  ２９日でいかがでしょうか。月曜日です。あまり後になると４月に入って

しまう。 

〇宮本委員 

  ３０日か３１日のどちらかに会議が入りそうです。 

〇小林教育長 

  では今の時点では２９日でお願いします。 

  時間は同じでよいか。 

〇塩地教育次長 

  同じ時間でよい。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  次回の内容はどのようなものか。 

〇塩地教育次長 

  現在のところ補正のみを予定している。議案は少ないと思います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  今日のように４時に行ったら、説明だけで５時を過ぎる。質問どころでは

ない。だから３０分でも早くできるのであれば、早く行うようにしてほしい。

だから内容による。 

 



〇小林教育長 

  であれば、３０分早くしますか。補正の他にはあっても１つか。 

〇塩地教育次長 

  そうですね。委員の選任等があれば。 

〇小林教育長 

  では３０分早く午後３時３０分からにいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

  ではその他行事予定についてお願いします。 

〇塩地教育次長 

 （別紙のとおり説明） 

 あと総合教育会議についてでございますが、昨年はこの２月の会議に合わせ

て実施しております。今年度につきましては町長も出席するといったこともあ

りますので、学校の関係と公設塾についてある程度煮詰まってからと考えてお

ります。できれば夏休み明けを予定としたい。 

〇小林教育長 

  では全体を通して何かご質問等があればいただきたいと思いますけれども

何かございませんか。 

あと他にありますか。 

 ― 声なし ― 

〇小林教育長 

  よろしいですか。 

 ― 「はい」の声あり ― 

〇小林教育長 

  はい、大変時間が長くなって申し訳ございません。これで第１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 17分閉会 

 


