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午後 3時 32分  開会宣言 

〇小林教育長 

定刻より若干過ぎましたけれども、只今より第３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、皆様におかれましては、お忙しい中、本日も重要案件をご審議いた

だくため本会議にご出席いただき誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の拡大に備え、本道におきましても５月

９日からまん延防止等重点措置や緊急事態措置、そして８月２日から再びま

ん延防止措置等特別措置が適用、さらには、来月１２日まで延長となる中、

本町の小、中学校におきましては、これまでも適切に対応いただいており、

おかげさまで大きな混乱もなく無事に夏休みを終え、今月１７日から２学期

が始まったところであります。 

依然新型コロナウイルスの感染拡大の猛威を振るう中ではありますが、本

町の小、中学校におきましては決して子ども達の学びを止めないという強い

思いのもと、本町の強みでありますＩＣＴを活用した学習指導の取組や二学

期最大の行事である学芸会や学校祭、そして延期していた修学旅行や宿泊学

習などの学校行事をどのようにして行うかなどについて早急に検討をいただ

いているところであります。 

子ども達の健やかな学びを保障する一方で、心身への影響も十分に配慮し

ながら教育活動を続けていく必要がありますことから、教育委員会といたし

ましても引き続き各学校への適切な支援、指導を行ってまいりたいと考えて

いるところであります。 

次にこの場をお借りし教職員の服務規律について情報提供したいと思いま

す。 

委員の皆様もご承知のとおり教職員の服務規律の保持につきましては、教

育委員会といたしましても学校に対して、これまで機会があるごとに徹底し

た指導をしてきたところでございますが、本道におきましてまたも次のよう

な事案が発生いたしました。 

まずは、６月４日に石狩管内の中学校教諭が車の中で女子中学生に対して、

いかがわしい行為をしたとして道の青少年健全育成条例違反で逮捕されまし

た。 

６月９日には空知管内道立学校教頭が元交際相手の女性を「リベンジポル

ノするぞ」「写真をばらまく」などと脅迫の疑いで逮捕、６月１３日には釧路

管内の中学校教諭が市内の飲食店から帰宅途中、酒を飲んだ状態で車を運転

したとして検挙されました。 

残念なことに本町におきましても教職員が８月１８日に、１８日で良かっ



た。新十津川町内で法定速度５０キロのところを１９キロ超過で走行し、速

度警戒中の警官に速度違反のため検挙されました。 

こうした道民の信頼を大きく損なう許しき事態があとを絶ちません。教育

委員会といたしましては改めて法令順守を指導する立場にあるすべての教職

員に対して不祥事の再発防止に向けた対策を実施するとともに道民の信頼を

損なう行為を絶対しないよう意識が徹底されるよう校長会を通してお願いし

たところであります。委員の皆様からのご理解を賜りたくお話しさせていた

だきました。 

本日もどうぞ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 

それでは日程番号１番、会議録署名委員の指名についてお願いいたします。 

〇塩地教育次長 

はい、それでは日程番号１番、会議録署名委員の氏名についてでございま

すけれども、４番宮本委員をご指名いたします。 

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。 

〇田丸委員 

  先ほど前回の議事録の内容を確認させていただきました。適正に処理され

ていることを確認し署名いたしま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した。 

 

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町内校長会についてであります。 

町内の校長会議ですが、前回の教育委員会後６月１１日、７月８日、９月 

１８日の３回の校長会議を実施いたしました。 

  ６月１１日の校長会議では、小学校では現在教職大学院に行っている桃木

先生と６年生がズームを使って授業をしたこと。 

次に避難訓練や防災教室を行ったこと、そして次に火災予防標語の表彰式



を行ったとのことでした。ちなみに最優秀賞は６年生の【児童・生徒の個人

情報ため掲載なし】君、優秀賞が６年生の【児童・生徒の個人情報ため掲載

なし】君と５年生の【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんでした。 

最後に全国学力状況調査を実施したのですが、自己採点の結果として報告

があり国語の平均正答率では５９．７パーセント、算数の平均正答率は８８．

４パーセントだったと話されておりました。 

次に中学校ですがＣＲＴ検査と言って、何ていうかどこまで子ども達がで

すね、どこまで到達できたかということを把握するために作られたテストで、

主に絶対評価ということを中心に行っているテストなんですけれども、その

ＣＲＴ検査の結果について話がありました。国語では特に書くことそれから

数学では資料の活用が課題になっているとのことでした。 

次にＩＣＴ教育の推進についてということで端末の基本操作から踏み出せ

ない実態があることからＩＣＴの活用について教育用アプリの活用など   

生徒が日常的に活用する場面を増やすように取り組んでいるそうであります。 

また、スクールカウンセラーによる教育相談の状況についての話があり、

その時には２年生は【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんと保護者の

方が、また【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんが、３年生では【児

童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんと保護者の方が教育相談を受けたそ

うであります。 

関連しまして、【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんにつきましては

ウエブ会議システムを用いた学習サポートを開始したというような情報提供

もいただきました。 

最後に３年生引退後の部活動についての話があり、まずバスケットボール

部は現１年生の【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】君が退部していなく

なるため休部、次にバレーボール部は現２年生の【児童・生徒の個人情報た

め掲載なし】さんと、現１年生の【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さ

んがいるため継続、野球部は７名が残るため継続という説明がございました。 

次に７月８日の校長会議でありますけれども、小学校では認定こども園で

ノロウイルスが発生したことで、兄弟関係つながりで学校を休む生徒が出た

ことや、またその際には給食指導において、お盆の上で給食を食べさせる指

導を徹底したというお話がございました。 

それから５年生の【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんが、５年生

になってから特に算数の学習についていけず、保護者の方からも特別支援学

級に移籍したいという相談がございましたが、医療機関での診断を待ってか

らになるということでございましたが、旭川療育センターでは予約がいっぱ

いで１年後になるということで待っておりました。 



次に中学校ですけれども、まず、全国学力学習調査の自己採点を行った結

果について説明がございました。２年前の中学３年生と比較するとというこ

とで国語では書くことが３０ポイント低いこと、数学では図形が２２ポイン

ト低いということ２年前と比べるとですね、という報告がございました。 

中でもですね、数学の使用活用が先ほどお話したＣＲＴ検査の結果と同様、   

これにつきまして５５．９ポイントということでやはり低い結果だったそう

でございます。 

次に８月１８日の校長会議ですが小学校では、不登校ぎみの６年生の【児

童・生徒の個人情報ため掲載なし】くんが始業式と本日８月１８日ですけれ

どもこの２日間登校し通常の在校時間まで頑張って勉強したとのことですが、

次の日から欠席というふうに聞いてございます。 

それから５年生の【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんですけども、

先ほどお話した、現時点で医療診断がないということから北空知の就学  

指導委員会申請しても通らないということで、特別支援学級の在籍変更がで

きないことが想定されることから、早めに医療機関に診断してもらえる、再

度保護者にお願いしたという話がございました。 

次に教職員のワクチン接種の状況について情報提供がございました。２回

接種済みの先生が９名、教職員がですね、それから１回接種済みが５名、そ

れから接種を様々な理由等からしていないという職員が５名ということで報

告がありました。 

それから最後にですね、まん延防止重点措置の地域に小樽市と旭川市が追

加されるということを受けまして、６年生の修学旅行、５年生の宿泊学習、

１年生から４年生の見学学習について見直しが必要であり検討したいとの話

しがありました。 

最後に中学校ですけども夏休み期間の中で行った、７月２６日から３０日

まで行った学習会に参加した１年生から３年生の数が延べ８８名だったとい

うことで、校長先生もですね、予想以上の参加ができたということで大変驚

いたというお話がございました。 

また不登校傾向のある生徒の７月の出席日数にご報告がありました。 

２年生【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さん７月の出席日数が５日、

７月は５日だと、それから【児童・生徒の個人情報ため掲載なし】さんが出

席したのが０ということになってます。３年生の【児童・生徒の個人情報た

め掲載なし】さん３日というお話がありました。      

  それから最後の最後で、その他としてですね、空知の吹奏楽コンクールで

吹奏楽部が１５年ぶりに金賞を受賞したこと。それから北海道教育大学釧路

校の学生であります、【個人情報ため掲載なし】さんが１０月２５日から１１



月１５日まで中学校での教育実習を受けるという話がありました。 

長くなりましたが以上でございます。 

 

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 

６月９日開催の第２回町議会定例会についてご報告いたします。 

町長の行政報告では、町職員の新規採用、名誉町民の急逝（きゅうせい）

に伴う合同葬儀、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防の対応について

と、寄付採納及び農作物の生育状況、工事の入札結果についてありました。工

事の入札結果については、秩父別町除雪ステーション改修工事、特定空き家解

体工事及び農業集落排水施設機能強化対策機械設備工事他７件について報告

がありました。 

一般質問では、６議員から質問がありまして、まず真島議員からは、１つ目

にコロナ禍における大学・短期大学並びに専門学生のいる世帯への支援につい

てどのように考えているかというものでした。 

それに対して町長は、文部科学省の新型コロナウイルスの影響を受けた学生

への支援状況等に関する調査の実態及び国の学生に対する経済的支援制度の

内容についてと、現在までに行ってきた新型コロナウイルス関連の町独自対策

を述べ、今後対象世帯が、国の支援策でカバーしきれないケースがあった場合

に対応を考慮する旨の回答をしております。 

２つ目は、藤岡議員からデジタル技術の町民福祉の向上について質問があり

ました。 

町民のデジタル技術の習得を促す講習会やパンフレット周知等の実施につ

いて町長の考えを伺いたいというものでした。 

これに対し町長は、デジタル化による国民の利便性の向上の反面ネットト

ラブルなどの懸念について理解はするものの、町民のデジタル技術の習得を

促す講習会については、スマートフォンなど所持している機種がそれぞれ違

うことから、家族や友人などに操作を教わり、まずは慣れることが肝要であ



る旨と、紹介パンフレットについても、行政手続きなど現状の利用が限られ

ていることから、広報を活用し、今後の利用手続きが増加した場合に検討す

る旨回答しております。 

３つ目に、岡崎議員からコロナワクチンのキャンセル分の接種についての

質問がありました。ワクチンの現状の接種率やキャンセルによる余剰のワク

チンがあった場合の取扱いについて町長の考え方を伺いたいというものでし

た。 

これに対し町長は、６月４日現在の６５歳以上の対象者の予約率や７月に

３回実施する集団接種について報告したのち、ワクチンが余った場合の対応

方法や周知などについて回答しております。 

４つ目に、同じく岡崎議員から認定こども園の増改築についての質問があ

りました。 

現在の入園者増加に伴い手狭になったこども園について、児童や職員の環

境改善のため増築してはどうかといった提案をしております。 

これに対し町長は、施設建設の需要予定数から現在までの増加の背景につ

いて説明や、現在までの改築等の状況や子育て支援センターの移転などによ

り保育環境の改善を図ってきた経緯を説明した後、議員からの提案のあった

改築について敷地面積や２階建てにした場合の問題点などを挙げ、現在の施

設がベストではないがベターな方法であり、今後の出生数の状況によっては、

施設の余剰スペースがあることが予測されることなどを挙げ、改修について

は難しいとの考え方を示しております。 

５つ目に、前田議員から合同墓の新設についての質問がありました。 

今後、高齢化やお墓の継承が難しくなった墓の問題を解消すべく、自治体

による合同墓を設置する考えについて質問しております。 

これに対し町長は、現在の町営墓地や、全国的な永代供養の増加などの状

況を説明し、町営墓地に関する相談等がなく、本町における合同墓の需要が

少ないことや設置の費用や民間の利用を鑑み、現時点での合同墓の新設は予

定がない旨の回答をしております。 

６つ目に中西議員からコロナ禍でのストレス対応についての質問がありま

した。 

行動自粛等により心身にストレスを抱えた町民に対し、小規模なイベント



を実施してはいかがかというものでした。 

これに対し町長は、現在までのイベントの中止の状況や町民の感染防止に

対する感謝を述べた後、今後の状況を見ながら、町民を対象にしたイベント

を検討する旨の回答をしております。 

議案は全部で１５本が議決されております。 

議案につきましては、専決処分に係るものが２件、令和２年度繰越明許費

及び町出資法人の事業報告に係る報告が２件、「秩父別町町税条例の一部を改

正する条例の設定について」ほか条例等に関するものが６件、「令和３年度秩

父別町一般会計補正予算（第２号）について」、工事請負契約の締結に係るも

のが２件、意見案が２件提出されております。 

それらを含め、全て議決されております。 

７月３０日開催の第４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、寄付の採納について及び工事の入札結果についてあ

りました。工事の入札結果については、２条排水機場長寿命化防災減災機械

設備工事他１２件について報告がありました。 

議案は全部で１本が議決されております。 

内容につきましては、令和３年秩父別町一般会計補正予算（第５号）につい

てであり、全て議決されております。 

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。 

〇田丸委員 

  中学校２年生の登校拒否というか、先ほど何名か名前が出ていたと思うの

ですが、この間【個人情報ため掲載なし】さんと話していたら、「息子さん学

校行ってないんだよな」と言われ何名か登校拒否しているとの話しを聞いた

んですけれども。そういう報告は受けていないですか。 

〇小林教育長 

  受けています。校長会でも報告しておりますし、そのあと、担当者とＰＴ

Ａの役員会の話し合いの場を持ちまして、そのあと教育委員会に来まして、

いろいろ課題はあるのですが、何とかいい形で進めていければいいよねと確



認できたところであります。 

  そういった段階で進行中ということで、様々な要因がありますが、解決に

向けて委員会でもいろいろな知恵を出しながらバックアップしていきたいと

考えております。 

  まあ話し合いを持っているということで、御理解いただきたいと思います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  先ほど中学生の方でも、資料の活用がされていないという話が出ていたん

ですけれども、必要ではない。どのような資料。 

〇小林教育長 

  そうですね数学ですから、いろいろあると思うんですけれども、具体的に

は思い浮かばないですが、おそらく統計的な、どうしても資料を読み込んで、

ある程度把握してから問題を解くといった、子供達の思考を問うような問題

が増えていますので、単発的な計算をすれば良いとったものではなくて、そ

の資料にどんなことが書かれているかというような要素を、引き出し、見つ

けて整理しその中から、問題を解くといった作業があるものですから。 

  今回は数学だけですけれども、それ以外にも社会科とか資料を見る力とか

要求されますので、普段からそういう練習とか、または指導をしていないと、

なかなか身に付かなくて難しいんです。我々もありますように、どんな風に

読み取って行うか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  資料を与えてそれを活用しないのか、資料を作るのに活用できていないの 

かその資料があって、今回タブレットを渡しましたよね。子供達はきっとタ

ブレットだと触るのでないかなと勝手に思えるんですけど、そのタブレット

の活用はしているのかどうかなと、その中に資料というものは膨大に入って

いるから、いろいろみる機会が多くなるのではないかなと。 

〇小林教育長 

  確かにそうだと思います。タブレットの活用を通して、そうした力をつけ

る効果があると思うのですが、中学校は先ほど話しましたけれどもまだそう

いったＩＣＴの活用については、遅れているということで、先生自身もそう

いった扱いになれていない、子供達はすごくやりたがっているんですが、そ

この部分をどういう風にうまくつなげていけば良いかなということで校長先

生自身も悩まれているところです。だからこれからそのあたりに力を入れて

いきたいという話があり、タブレットを使ってということで今後また同じよ

うな話がでてくるとその折にまた話をしたいと思っております。 

  他にありますか。次に行ってよろしいでしょうか。 

― 「はい」の声あり ― 



 

日程番号４番 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

学校運営協議会規則の一部改正について〕 

〇小林教育長 

日程番号４番、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町学校運営協議会規則の一部改正について〕、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、本件は専決事項でありますので、委

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  はい、ありがとうございます。 

 

日程番号５番 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて〔秩父別町

学校運営協議会委員の委嘱について〕 

〇小林教育長 

日程番号５番、承認第２号、専決処分の承認を求めることについて〔秩父

別町学校運営協議会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、本件は専決事項でありますので、委

員の皆様からご異議がなければ承認とさせていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

― 「異議なし」の声あり ― 

〇小林教育長 

  はい、ありがとうございます。 

 

日程番号６番 議案第１１号 令和４年度から使用する小学校用教科用図書

の採択について 

〇小林教育長 

日程番号６番、議案第１１号、令和４年度から使用する小学校用教科用図

書の採択について、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１１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７番 議案第１２号 令和４年度に使用する中学校用教科用図書の

採択について 

〇小林教育長 

日程番号７番、議案第１２号、令和４年度に使用する小学校用教科用図書

の採択について、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、ご質問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８番 議案第１３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 

日程番号８番、議案第１３号、令和３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、ご質問等がなければ議案第１３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９番 協議案 

〇小林教育長 

次に、日程番号９番、協議案について、まず１公設学習塾についてという

ことで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 

  今年度からということで、公設学習塾が開設されることとなりますという

話でございました。なにかお聞きしたいことがありましたらいただきたいと

思いますが。 

〇宮本委員 

  あの、これ以前に英語の教室が開かれていると思うのですが、いまどれく

らい参加されているでしょうか。お子さんは。 

〇塩地教育次長 

  英語教室ですが、ＡＬＴの教室ですね。 

〇宮本委員 

  多いですか。 

〇塩地教育次長 

  こども園で行っていると思うのですが、正確な人数までは把握していない

ですが、結構来られていると思います。ちっぷっ子でも行っていますが、ち

っぷっ子に参加されているお子さんは、こちらにも参加されています。 

〇小林教育長 

  競合するということでしょうか。 

〇宮本委員 



  いや、どれくらい参加者がいるのかなと。今回も募集をしたらどれくらい

くるのかなと思い、参考になればと。 

〇小林教育長 

  おそらく初めての試みなので、学年が下がるにしたがって興味を持つ子が

増えると思っています。多くても半分はいかないかなと思うぐらいですが。 

〇塩地教育次長 

  以前保護者向けにアンケートした際も、かなり関心は高かった。 

〇小林教育長 

  そうですね、関心はかなり高かったです。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  先生方はどうですか、担任の先生が進めてもらうことはどうか。開設した

わ、少ないでは、さみしいかなと。 

〇塩地教育次長 

  中学校では学習会みたいのをやってはいるんですが、１年生の人数が十数

名来られているということもあり、学校の担任がすごく勧めていたこともあ

り、かなり人数が来たという話は聞いております。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  ただ一つ気になっていることが、しかたがないのかもしれないですが、学

習塾にいって学力を上げるのは当たり前ですが、中学２年、３年で行くとき

は、高校受験を目指していく人が多いと思うんですが、学力増進よりもどの

高校に入るかという勉強の仕方を塾で教えてくれる、勉強の仕方というか、

その辺はどうなのかなと、この中学３年生の１１月から部分については。 

〇塩地教育次長 

  中学校３年生はほぼ受検のシーズンに近づいてくるので、実際にたとえば

旭川に行かれる方は、自分で民間の塾に行かれていることが多い。受検対策

的なものをちょっと織り交ぜればよいのですが、基本的には復習塾のスタイ

ルなので、今学校で行っている勉強の復習、理解力を高めるための内容にな

ってくる。受検対策についてどれくらい効果があるのか微妙なところであり

ます。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  だから中学１、２年生に、重点を置いたほうが良いのかなと。 

〇小林教育長 

  今のところは、未知数なんですよね。掲げる目標については、どの時点か

ら行えばよいのかということもありますがけれども、最終的には高校受験を

意識して、公設学習塾が近隣の町からも脚光を浴びて、どこの高校に行ける

よねと、高校受験に特化していけたら良いよねということは、あると思いま



す。しかし、スタッフの整備などまだできていない部分があるので、とりあ

えずやってみて子供達のニーズ、保護者の声なども聴きながら、少しずつ改

善して、より良いものになっていくようにつなげていければ。そういう部分

も含めて、まず走りだしてみるという考えであります。 

〇南委員 

  学力テストは算数が結構点数を取れていますよね。国語はあまり取れてい

ない。 

〇小林教育長 

  そうですね。この教科を算数・数学に絞ったのは、やったことがすぐ学力

として反映しやすい、把握もしやすいということが一つにあります。最初講

師がこうしなさいというのではなく、子供達が自分たちでドリル的にやって

みたものを講師の先生が見てチェックするという形にするので、そこで国語

的な内容のものを読解して、取り込んでいるかどうかとうのは時間もかかり

ますし、なかなか端的に指導しにくいだろうということで、算数・数学であ

れば、見てすぐ〇を付けられるのでそこからはじめて、それから余力があれ

ば英語だとか国語にも派生させていきたいと考えています。長く考えていき

たいと思います。何かいいアイデアがあれば、言ってください。よろしくお

願いいたします。他にありますか。 

  よろしいですか。 

  それでは次に視察研修について説明願います。 

〇塩地教育次長 

  ２視察研修について説明いたします。今年度昨年同様宿泊は難しいとのこ

とから、雨竜町の小中一貫校こちらのほうを拝見させていただくといったよ

うな内容で、日帰りでということで協議をさせていただきたい。日程等につ

いては雨竜町と調整し詰めて、お諮りさせていただきたいと。いまのところ

１０月頃が良いのではないかと思っております。 

〇小林教育長 

  新型コロナ関連で、全道研修及び管内研修も中止ということで、決まって

おります。それから北空知の関係はやるということで動いていますが、その

あとの例年であれば懇親会はやらないということで、そういう状況の中で昨

年度大変楽しかったのですが、一つは町が目指す小中一貫教育の部分ですね

そこを見たいというのと、一つはうちの町の中でも特別支援の子ども達が、

かかわってグレーゾーンですね子供達も増えているというこで、我々も研修

していく必要があるのかなとそのあたりをちょっと見てみたい、しかもあま

り遠くなくて研修したいとの考えで、御理解を願いたいと思います。 

  あと日程については時期が迫ってから調整したいなと。 



 

〇塩地教育次長 

  受け入れが厳しいといった場合には調整したい。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  あそこは一貫校ではないですよね。 

〇塩地教育次長 

  小中一貫校です。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  一緒に建っているだけだよね。 

〇塩地教育次長 

  同じ建物にある小中一貫校です。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  何か資料みたいのを欲しいよね。 

〇塩地教育次長 

  わかりました。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  沼田も一貫校、別々に建っているが。 

〇塩地教育次長 

  そうですね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  あの辺の資料も見てみたい。事前にもらって比べてみてみたい。 

  せっかく去年あれだけ見てきたので。 

  比べてどうあるべきかを考慮したい。見てみたいなと。 

〇小林教育長 

  では、資料についてそろえてみたいと思います。 

  では時期教育委員会について説明願います。 

〇塩地教育次長 

  昨年は１０月２３日に実施をしております。また同じ時期程度で実施をし

たいと考えております。 

〇小林教育長 

  １０月の２２日は金曜日だが、まだ先のことなので、米のほうも大体収穫

をしているところかなと、そのあたり近くなったらまた調整したいと思いま

す。とりあえず抑えていただければと。 

〇梅澤教育長職務代理者  

  ４週目になったら厳しい。これ３週目だよね。３週目は大丈夫です。４週

目はいろいろある。 



 

〇小林教育長 

  ずらすとしても、その前の週にいたします。確認しておきたいと思います。 

〇塩地次長 

  視察の部分もあるので、再度確認をいたします。時間も内容によって３時

半から行うように設定させていただきます。 

〇小林教育長 

他になにかございませんでしょうか。 

〇塩地教育次長 

  その他行事予定について説明いたします。 

 （別紙協議案により説明） 

〇小林教育長 

  それでは、これで以上を持ちまして第３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２８分閉会 


