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令和 3年 3月 29日 

会 期 

令和 3年 3月 29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 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 4時 33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臨時会会議録 

 

令和 3年 3月 29日（月曜日）  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（欠席） 

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 

只今より第１回秩父別町教育委員会臨時会を開催したいと思います。 

本日委員の皆様におかれましてはお忙しい中、ご出席いただきましてあり

がとうございます。 

さて、この３月に卒業式が終わり、来月には入学式が予定されております

が、現在のところ入学式につきましても、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、大変残念ではありますが、規模を縮小し簡略化して、また来賓の参

加も取り止めにして実施する旨、小・中学校から連絡をいただいているとこ

ろであります。 

２年連続して寂しい入学式になってしまいますが、それでも想い出に残る

貴重な式典にしてもらいたいと、学校にはお願いしているところであります。 

また、新学期も始まることから、学校には継続して、新型コロナウイルス

感染症対策として３密（密閉・密集・密接）を作らないように指導に配慮す

るとともに、手洗い・マスクの装着・換気、消毒などに気を付けながら、学

校生活を安全・安心に送ってもらいたいと考えているところであります。 

教育委員会といたしましても、刻刻と変わる状況を注視したり、情報を集

めながら、学校に対して適切な指導を今後とも行ってまいりたいと考えてい

るところであります。 

委員の皆様の、御理解とご協力を賜りたく存じます。 

次に、令和３年度当初人事異動についてでありますが、３月５日に内示が

ありましたので、ご報告したいと思います。 

小学校は、田中 洋教諭が、滝川市の江部乙小学校に転校され、後任に滝

川市の第２小学校の、宮田千晶教諭が転入されます。 

次に桃木めぐみ教諭が、４月から教職大学院（札幌校）に派遣されること

になりました。その後任として、新任の林美沙教諭が着任されます。 

次に、加配による定数増になりましたので、再任用フルタイムで、以前小

学校に勤務しておりました、富樫淳一教諭が着任いたします。 

以上が小学校であります。 

次に中学校ですが、小熊孝一校長が、浦臼町の浦臼中学に転出され、後任

に北海道教育庁日高教育局の湊英樹校長が、採用校長として転入されます。 

次に、澁谷慎治教頭が美唄市の美唄中学校に転出され、後任に、以前中学

校に勤務しておりました、佐々木浩典教頭が転入されます。 

次に、欠学の解消と、町費負担教諭の退職に伴い、定数が２増となること

から、新たにお二人の先生が転入いたします。 

お一人は、新得町のトムラウシ中学校から、小林洋一教諭、もうお一人は



再任用フルタイムで、佐藤匡之教諭であります。 

また、育休代替え・期限付き養護教諭の市村佳子養護教諭の後任として入

山舞夏養護教諭が着任されます。 

以上が中学校です。 

なお、本日は承認事項２件になってございますけれども、よろしくお願い

したいと思います。 

 

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、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。 

〇塩地教育次長 

  会議録署名委員の梅澤委員については、本日欠席しておりますが、本日の

午前中に当委員会にお越しになり会議録について承認いただきましたのでご

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。 

3月 3日の校長会では、小学校山田校長先生からは、３月１日に授業参観・

懇談会があったこと、その懇談会の席上、中学３年生の学級では、【児童・生

徒の個人情報のため省略】君が、【児童・生徒の個人情報のため省略】さん、

【児童・生徒の個人情報のため省略】さんの３人の保護者から、担任の話し

方について、ゲームでのトラブルについて、学校の対応についての担任の指

導に対する不信感から苦情が出ておりましたが、話し合いの結果、現在は落

ち着いているとのことであります。 



また、５年生の【児童・生徒の個人情報のため省略】君が長期に渡って欠

席していること、その後病院に行ったり、教育専門家との面談も実施した結

果、春休み直前の週には、登校できるようになったと聞いております。 

中学校の小熊校長先生からは、不登校気味の１年生の【児童・生徒の個人

情報のため省略】が元気に卒業式に出席してもらいたいと、話されていまし

た。この他、入学式の対応について確認をいたしました。対応としては、卒

業式と同じ対応をするということになりました。 

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 

  ３月１０～１１日開催の第１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、職員の動静として当教育委員会白木主査及び押野

主事補をはじめ職員４名の退職についてと、一般事務職１名を採用したこと、

住民課の太田主幹を社会福祉協議会への派遣したこと、住民課の山本主事補を

北海道空知総合振興局に派遣を申請中であること、また北空知学校給食組合に

派遣していた末津主幹及び北海道に派遣していた斉藤主事が派遣期間を終え、

当町に帰任するする旨報告しました。 

また、土地の無償譲渡について、旧東コミュニティ会館敷地について、芽室

町の信栄工業株式会社に宿舎用の営業所用地として無償譲渡する契約について

報告をしました。 

寄付採納では、北海道新聞社様から新型コロナウイルス感染予防対策に使用

する手指消毒用の除菌ジェル 20本を寄贈いただいた旨報告をいたしました。 

その他、工事入札結果３件について報告しております。 

また、教育長からの行政報告として、令和３年度の児童生徒数、小・中学校

の学級編成について報告がありました。 

令和３年度の児童生徒数、小中学校の学級編成について報告があり、小学校

の全児童数は、令和２年度と同数の 100名で、教職員数は 14名となり、中学校

では、令和２年度より 20名増の生徒数 48名、教職員数は道費負担教員の増加

に伴い１名増員となり 11 名の配置となり、30 年度から実施している１名の町

単独での配置については３月で退職することとなりました。 

 一般質問では、大野議員により「小中一貫教育制度について」の１本のみ質



問がありました。 

 質問の内容ですが、中学校の校舎を検討する過程で、小中一貫教育制度が重

要な検討課題となることを見据え、今後の教育長の考えを問いたいといったも

のでした。 

 この質問に対し、教育長は、まず、昨年の子供議会であった、中学校校舎に

関する生徒の質問に対し、町長から今後の生徒数の推移や施設整備の方法等

様々な課題を十分に検討するという答弁内容を述べ、その後、現状の小中一貫

校の導入状況やメリット・デメリットを上げ、現在まで教育委員会で行った義

務教育学校の視察の状況を説明し、今後は教職員の意識の醸成を図りながら、

中学校校舎の問題と関連させ、小中一貫教育の導入について積極的に検討して

いく旨の回答をしております。 

議案は全部で 26本、令和２年度の一般会計と特別会計の補正予算、条例の改

正に伴うものが９本、債券の放棄についてが１本、新年度予算に係る全会計の

予算案の提案、監査委員、副町長、教育長の選任について議案がありました。

新年度予算の審議前には、行政執行方針が表明され全議案が可決されたほか、

議会会議規則の改正に関する発議、コロナ禍による地域経済の活性化と米価暴

落対策を求める意見案が採択されております。 

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 議案第４号 秩父別町社会教育委員の委嘱について 

〇小林教育長 

次に、日程番号４番、議案第４号 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、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４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４号は可決といたします。 

 

日程番号５番 議案第５号 秩父別町教育関係予算の補正要求ついて 

〇小林教育長 

次に、日程番号５番、議案第５号 秩父別町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５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５号は可決といたします。 

 

日程番号６番 議案第６号 秩父別町学校管理規則の一部を改正する規則の

設定ついて 

〇小林教育長 

次に、日程番号６番、議案第６号 秩父別町学校管理規則の一部を改正す

る規則の設定について、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。 

― 「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 議案第７号 修学旅行の引率業務等に従事する秩父別町立学

校職員の勤務時間の割振り等に関する要項の一部を改正する訓令の設定つい

て 

〇小林教育長 

次に、日程番号７番、議案第７号 修学旅行の引率業務等に従事する秩父

別町立学校職員の勤務時間の割振りに関する要項の一部を改正する訓令の設

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。 

― 「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７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７号は可決といたします。 

 

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 

  例年、次の定例会につきましては 5月の下旬に開催してございました。昨

年をみると 5月 28日に開催をしてございます。以上です。 

 

 



〇小林教育長 

  日程については、昨年度の日程を参考にしながらということでよろしいで

しょうか。ここで決めておきますか？ 

〇小林教育長 

  どうでしょうか、昨年同様 28日の金曜日 

〇田丸委員 

  遅くしてもらった方が、28日にしておいてもらった方が可能性としては。 

〇小林教育長 

  では 28日にしておきましょうか。はい、とりあえず 28日とさせていただ

きたいと思います。 

  その他行事予定について次長からよろしいですか。 

〇塩地教育次長 

  （行事予定について説明） 

〇小林教育長 

  今の件について何かご質問はございますか。他になりかありますか。 

  ないようですので、これで以上を持ちまして第１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 33分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


