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 教育次長     塩 地 勇 夫 

 主幹       植 田 一 至 

 会計年度任用職員 四 十 坊 文 枝 

 

会議録を作成する職員 

 会計年度任用職員 四 十 坊 文 枝 



午後 3時 58分  開会宣言 

〇小林教育長 

それでは定刻より若干早いんですけど、皆さんがお揃いですので、ただ今

より第２回秩父別町教育委員会定例会を開催したいと思います。 

まず委員の皆様におかれましてはお忙しい中、本日も定例会にご出席いた

だき誠にありがとうございます。 

さて、皆さんもご存じのとおり、当初、緊急事態宣言の期間が今月３１日

までになっていましたが、ニュースなどを見ますと全道的に新型コロナウイ

ルス感染症の拡大が収束方向に向かっていないということから、どうやら国

は来月の２０日まで緊急事態宣言期間を延長し感染症対策を継続することを

本日にも決めるものと考えております。 

本町におきましては、昨年はコロナのため実施できませんでした小中学校

の運動会と体育大会ですが、開催を午前日程にするとともに観客数を制限し

たり、開催種目を減らすなどして今年度はなんとか実施することができるよ

うになりました。 

また、部活動や少年団活動においても練習時間を少なくしたり、また、屋

内外遊戯場や公共施設の使用を町民に限定するなど、様々な感染予防対策を

講じながら本日に至っているところであります。 

この度、緊急事態宣言期間が来月の２日まで延長されることになりますが、

感染リスクの高い学校行事の中止や延期を視野にいれながら、感染対策を十

分講じて実施できる学校行事等につきましては、縮小、短縮して実施したり、

また、児童生徒に一人一台端末が整備されましたことを踏まえ、端末を自宅

に持ち帰えさせるなどを検討し、家庭での学習支援体制の確保に努めていき

たいと考えているところであります。 

いずれに致しましても学校に対しましては、新しい学校生活様式のレベル

３を踏まえた行動基準が継続することから、この基準に応じた感染対策をあ

らためて確認のうえ徹底した指導を継続して参りたいと思います。 

委員の皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ初めの挨拶と

させていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いたします。 

 

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、日程番号１番、会議録署名委員の指名について３番田丸委員をご指



名いたしします。 

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報告願います。 

〇南委員 

  前回会議録の承認ということで、本日、南委員が欠席してございますが、

先日ですね、お越しいただいきまして承認をいただいていることをご報告さ

せていただきます。 

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 報告事項 

〇小林教育長 

次に日程番号３番、報告事項について、１最初に町内校長会について私の

方からご報告します。 

４月２日の定例校長会議では小学校の山田校長先生からは富樫先生、宮田

先生、林先生の３人の先生をお迎えし、新年度をスタートできたことを大変

喜んでおりました。それから１年生担任の吾子先生が１０月の学習発表会後

に足の手術のために４ヶ月間入院する予定であること、そして吾子先生が不

在の間は知的学級の橋本先生に１年生の担任をお願いするとのことでした。 

次に昨年から行ってきた得意分野を生かした、例えば音楽と図工とか、そ

れから体育と外国語などの授業交換を今年度も実施したいというふうに話さ

れていました。それから中学校の湊校長先生からは、校長先生の思いという

ことで職員に伝えたということについて話がありました。例えば、生徒たち

の読書不足を補うために道立図書館で行っている図書の貸し出しサービスを

活用することや、それから優先業務の管理の重視をしたり、教師の授業力の

向上を目指したり、それから在校時間が長い教職員の働き方改革を着実に取

り組んだり、それから、ＧＩＧＡスクール構想を加速化するため教職員のＩ

ＣＴ活用能力の向上をスタートさせたり、それから義務教育学校を見据えた

新たな小中連携の強化を目指すなど学校運営、経営に対する意欲を語ってお

りました。 

次に５月１０日の定例校長会議では、小学校の山田校長先生からは４月２

６日の月曜日に風邪症状の児童１４名、その兄弟１２名が風邪症状のため全



校児童２６名が欠席したそうでありますが、２８日には風邪症状の児童３人

に減り、まあ一安心したということであります。また４月７日の入学式、４

月９日の１年生の授業参観日、それから４月１２日の１年生の初めての給食

の様子、４月１６日の交通安全教室、５月７日の１年生を迎える会など、行

事について写真を交えながら詳しく説明がありました。 

次に中学校の湊校長先生からは、４月１２日に実施したＣＲＴの結果から、    

本校の生徒が書くことを苦手にしている子が多いということがわかり、短文

を書く場面を目的に各教科等の指導に位置付けたこと、また、次に課題掲示、

まとめ、振り返りの場面というのがあるんですけれども、そういったものを

ですね、必ず授業に位置付けるとともに、子ども達には、生徒には自己解決

と集団解決をといったような授業づくりを目指すと、そういうようなことも

話されておりました。それから 1 学期中に各教科指導において、週 1 回は必

ず端末を使用した学習場面を作ることを確認しております。それから校内掲

示板を活用し、切り抜いた新聞記事を掲示するなど読書活動の向上に向けた

取り組みを進めていること、それから生活面では【生徒の個人情報のため一

部省略】さん、３年生の【生徒の個人情報のため一部省略】さんが４月の欠

席日数が多く不登校傾向にあるということについてもお話がありました。 

私からは以上であります。 

〇小林教育長 

  次に２の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町議会関係お願いいたします。 

〇塩地教育次長 

それでは３町議会関係でございます。 

４月１日開催の第２回町議会臨時会についてご報告いたします。議案は令

和３年一般会計補正予算のみの提案でございました。補正予算の内容といた

しましては４月１日付け人事異動にともなう会計年度任用職員費用の補正、

また新型コロナウイルスに関連する各種対策費用を上程し可決をされてござ

います。 

４月２８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、４月１日以降の工事入札結果について報告があったのち、籾

殻乾燥貯蔵施設の荷受場の建築工事の工事契約について上程をし可決をされ

てございます。 

以上議会関係の報告といたします。 



〇小林教育長 

  次、４その他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、続けて（２）緊急事態宣言に伴う措置（５月１

６日～５月３１日）についても説明） 

〇小林教育長 

ただいま報告事項が終わりましたけど、何かご質問等がありましたら承り

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

― 「ありません」の声あり ― 

 

日程番号４番 議案第８号 秩父別町社会教育委員の会議運営に関する規則

の一部を改正する規則の設定について 

〇小林教育長 

それでは次に行きたいと思います。日程番号４番、議案第８号、秩父別町

社会教育委員の会議運営に関する規則の一部を改正する規則の設定について

お願いいたします。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

〇小林教育長 

ただいま説明がありましたが、まず、ご意見ご質問等がありましたらお願

いいたします。 

― 声なし ― 

ないようですので、議案第８号は可決することにご異議ありませんか。 

― 声なし ― 

それでは異議がないようですので議案第８号は可決といたします。 

 

日程番号５番 議案第９号 秩父別町業務改善計画の改訂について 

〇小林教育長 

次に日程番号５番、議案第９号、秩父別町業務改善計画の改訂について、

お願いいたします。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明） 

〇小林教育長 

それではまず、ご意見ご質問等がありましたらお願いいたします。 

はい、どうぞ。 

〇梅澤教育長職務代理者 



  最後の方の６ページの学校行事の見直しなんですけれど、外部委託を活用

するとはどういう外部でどういうことであって、例えば部活を誰かの人に頼

むとかそのようなこともあり得るのか。 

また、②で小中学校の行事を合同開催するということは運動会とかも午前

中、午後と、合同というのかな、一日で終わらすということも含まれている

のかどうかということも、お聞きしたいんですけど。 

〇小林教育長 

  まず一つ外部委託ですね、外部委託、それを言っているのはおそらく部活

動になるんじゃないかと思うんですけども、過去にもそういった要望があっ

てですね、例えばこういう部活の先生がいたらという話もありました。それ

を受けてですね、教育委員会としてできる範囲の中でそういったことを検討

していきたいなというふうに考えています。ただ、実際問題としてなかなか

そういう方が近くにいらっしゃらないというまた大きな問題があるものです

から、そのあたりをですね、努力目標として一応こう文言だけ入れさせてい

ただきましたけども、まあそういう方法で考えているとご理解をいただきた

いというふうに思います。 

  それからですね、ええと、もう一つどこでしたっけ。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  その下、行事の合同開催。 

〇小林教育長 

  これはですね、これもですね、できるだけというか、今年は出来なかった

んですけども、今回の運動会とか体育大会とかああいうものが合同で出来な

いかだとか、それからもちろん研究事業に交流事業についてもですね、乗り

入れできるものについてはそういった形をもってやるとかですね、それから

秋の何かそういった一日防災学校ってあるんだけど、去年はその一日防災学

校を小学校と中学校と合同でやったんです、そうしてできたんで、今年はで

すね、プラスアルファ何かひとつ一緒になって出来るものがあればそんなも

のもですね、取り組みに一つとしてやることによって学校の先生方の軽減に

なっていくんじゃないかなということで、ちょっと理解を得たいです。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  分かりました。 

〇小林教育長 

  他にいかがでしょうか。  よろしいでしょうか。 

 ― 「はい」の声あり ― 

それじゃあないようですので、議案第９号を可決することにご異議ござい

ませんか。 



― 「はい」の声あり ― 

  では、ご異議がないようですので議案第９号は可決といたします。 

 

日程番号６番 議案第１０号 令和３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１０号、令和３年度教育関係予算の補正要求に

ついて、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 

ではまず、何かご意見ご質問等がありましたら承りたいというふうに思い

ます。 

さきほど延期した経緯等含めて話がありましたし、そのことによって生じ

たキャンセル料ですね、その４割を負担するということでという説明であっ

たというふうに思います。ちょうどその１９日だったか１１日だっけ検討し

たというのは、ちょうど明日かな、明日出発するというの日のときに緊急事

態宣言が出るというような国の方から話が入ってきたものですから、それで

急遽どうするかということになって、本当であればそのまま行って、例えば

その中でそういったことになればいろいろと難しいということで、管内の学

校ですね、修学旅行を中止するところがあるかなと調べたら、岩見沢で２校

ほどがやっぱり中止したところがありました。もう一校は行ったんだけれど

も、そういう話もあったものですから、あえて無理しなくても良いんじゃな

いかということで、最終的にはそういう判断をさせていただきました。多少、

保護者の方からですね、なんでこんな時間に急に延期になるんだという話も

あったんですが、そのように聞いてます。それでもこればっかりはですね、

そういった本当に緊急事態だったと思ってあえてそういう形をもって延期と

いうふうにさせていただきました。その点もご理解をいただきたいというふ

うに思います。その中でのいただいた助成金ということで理解いただきたい

と思います。 

いかがでしょうか。よろしいですか。 

― 「よろしいです」の声あり ― 

では、無いようですので、議案第１０号は可決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、無いようですので議案第１０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。 

〇塩地教育次長 

  それでは日程番号７番、協議案ということで説明させていただきます。１

の教育委員の学校訪問についてということで、こちらを記載をさせていただ

いてございます。こちらのほうですね、昨年の７月の１７日、６時間目の授

業を見学したのち、学校経営計画の説明を両方からいただいたというような

形になっていたと記憶してございます。こちらの方、レジメの方にですね、

小中学校の放課後と記載してございますけれども、あくまで緊急事態宣言の

部分に関しての提案ということで、この７月の頃なので、実際に授業を見た

方が皆さんも、まあ、理解が深まるのではないかと、また、ＩＣＴの活用の

部分だとかも、実際に見た方が分かりやすいんじゃないかなと思いますので、

今後の状況にもよりますけれども、また昨年同様にですね、６時間目等を活

用しながら実施をできればなと、今のところは考えてございます。   

以上で協議の方よろしくお願いいたします。 

〇小林教育長 

  ええと、時期は。 

〇塩地教育次長 

  時期は７月かなと、昨年は１７日ですね。 

〇小林教育長 

  ７月の１７日。 

〇塩地教育次長 

  昨年ですね。 

〇小林教育長 

  大体同じぐらいの時期にしたいと思いますが、いかがですか。 

〇塩地教育次長 

  夏休み入る前、前回は。 

〇小林教育長 

  ７月１７日、今回は土曜。 

〇塩地教育次長 

  金曜。 

〇小林教育長 

  どうですか、７月の１２日の週で。 

〇梅澤教育長職務代理者 



  南さん、どうでしょうかね。 

〇塩地教育次長 

  そうですね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  このころワクチン、午後から。私１７日じゃない、何日だったか。６月で

２回目が７月２０日だかって、多分この頃だと思うんだけど。 

〇塩地教育次長 

  この場で、この日というのを決めなくてもまた後で、このあたりというこ

とで提出させていただいてよろしいでしょうかね。学校の都合もありますの

で。 

〇小林教育長 

  １２日の週で。１２日の週で休みの前というと、その次といったらあまり

ないので。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  じゃあ１２日の週で。 

〇小林教育長 

  じゃあ、１２日の週で事務局とちょっと調整していただきますね。よろし

くお願いしたいと思います。あと前回と同じように放課後と時間帯は同じ。 

〇塩地教育次長 

  ６時間目。 

〇小林教育長 

  ６時間目ね。 

〇塩地教育次長 

それで全体に行って６時間目の授業をちょっと見て、また小学校なり中学

校に移ってっていう形の方が見やすいのかなと思うんですけど。 

〇小林教育長 

はい、その点もよろしくお願いしたいと思います。じゃあ、この件はよろ

しいでしょうか。  

 ― 「はい」の声あり ― 

はい、じゃ、次、２の次期委員会についてお願いします。 

〇塩地教育次長 

はい、それでは次期教育委員会ということで、ご説明させていただきます。 

８月の下旬ごろということでですね、昨年は８月の２６日、４時からとい

うことで開催をさせていただいてございます。また同じ時間、日にちが良い

のかなと思って考えてございますので、よろしくお願いします。 

〇小林教育長 



  これも良いですか、大体同じようなことで調整して。 

〇塩地教育次長 

  ちなみに２６日、今年は木曜日。 

〇小林教育長 

  木曜日ね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

２６日過ぎると私はちょっと難しいです、２７日以降。 

〇小林教育長 

  はい、以降は難しいんですね。これも併せてあとで、またあれすることで、

大体そのあたりをお願いしたいと思います。 

〇塩地教育次長 

  はい、分かりました。 

〇小林教育長 

  では、この件を終えたいと思います。 

  最後、３その他お願いします。 

〇塩地教育次長 

  （別紙により説明） 

〇小林教育長 

  はい、何か委員の皆様方ありますでしょうか。特にありませんか。 

― 「はい」の声あり ― 

それでは全体を通して何かありましたらお願いします。よろしいですか。 

― 「はい」の声あり ― 

それではすべての提案が終わりましたので、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 4時 33分閉会 

 

 


