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第５回 秩父別町教育委員会定例会会議録 

 

令和３年 12月 14日（火曜日）  午後 3時 26分 

 

 

秩父別町教育委員会に召集 

出席 委 員 ３名 

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 

 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 26 分  開会宣言 

〇小林教育長 

それでは定刻より若干早いですけれども、只今から令和３年第５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師走のお忙しい中、重要案件をご審議

いただくために出席賜りましたことに心から感謝を申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の流行拡大が長期に渡り教育活動等に

様々な悪影響が及ぶ中、小中学校におきましては子ども達の命と心身の健康、

そして学びの機会を守るため教職員による知恵と工夫を重ねることで、どう

にか今年も無事一年の締めくくりが迎えることができるのではないかと考え

ているところでございます。これも偏に学校関係者や保護者の皆様、地域の

皆様はもちろん教育委員の皆様のおかげと改めて感謝申し上げる次第でござ

います。 

さて、現在全国や道内における感染状況は低い水準で推移しておりますが、

オミクロン株による第６波を見据え、気を緩めることなく引き続き学校にお

ける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理対応マニュアルに基づき、

密状態の回避や人と人との距離の確保、マスクの着用、手の消毒を初めとし

た基本的な感染防止行動を徹底することが何よりも重要であります。とりわ

け屋内で窓を閉めて活動することの多い、本格的な冬を迎えるこの時期には、

感染防止対策を講じても、なお、感染リスクが高まる状況がみられますこと

から小中学校の校長先生には明日開催します町内校長会議において、これま

で継続してきた段階的に日常に戻していく分と合わせて、換気などの感染予

防を重視していただくようお願いしたいと考えているというところでござい

ます。 

また、社会教育関係の事業も中止、延期、内容の簡素化、ちっくるやキュ

ービックコネクションなどの施設の利用制限など本当に厳しい対応を予見さ

れる事態までなりましたが、感染予防対策を徹底したり、運営の仕方を工夫

することで緊急事態宣言が解消されてからは、少しずつ本来の事業運営に戻

ってきているのではないかというふうに思っております。 

今年も昨年同様、本当にコロナに振り回された一年となりましたが、すべ

て来るべき新しい年が子ども達にとって、町民にとって明るく希望に満ちた

素晴らしい年になることを願うばかりであります。 

本日の審議が円滑に進みますよう最後にお願い申し上げまして、開会の挨

拶といたします。 

本日は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します。 

〇塩地教育次長 

それでは、日程番号１番、会議録署名委員の指名について、３番田丸委員

を指名いたします。 

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お願いします。 

〇南委員 

  先ほど前回の会議録について適正に処理されていることを確認し、署名し

ました。以上ご報告いたします。 

〇小林教育長 

  はい、有難うございました。 

 

日程番号３番 報告事項 

〇小林教育長 

では次、日程番号３番、報告事項について、１ 町内校長会について。 

校長会につきましてはですね、１２月の定例校長会は明日１５日になって

おりますので、本日ご報告することがありません。明日の校長会議の内容に

つきましては次回の委員会の中で報告したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

〇小林教育長 

  次に、２ 教育長会議等についてお願いします。 

〇塩地教育次長 

（別紙に記載のとおり説明） 

〇小林教育長 

  続きまして、３ 町議会関係についてお願いします。 

〇塩地教育次長 

  １２月９日開催の第４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、まず黒田卓夫様所有の宅地の寄付について報告が

ありました。 

また、農作物の出荷状況として、水稲は夏場の好天と高温に恵まれたこと



で生育がよく、北空知の作況指数は 108 の良で、北いぶき農協における取扱

数量は 210万 7,787俵で 10a当たりの収量は 655kgとなりました。 

秋まき小麦も天候に恵まれ増収したこと、そばについては干ばつの影響か

ら昨年より減収となったこと、花卉は 8,802 万円の販売となり出荷量、売上

額とも昨年を下回っております。 

ブロッコリーは 7 月から 8 月の高温少雨の影響を受け品質の低下と病害虫

の発生により、収量は昨年の７割程度に留まっております。また販売価格も

平年より安めに推移しております。 

また令和４年産米の生産の目安について合わせて報告されております。 

工事の入札結果として、9/4 以後の建設工事等の入札結果について札幌市

の株式会社電業社機製作所北海道支店が落札した「２条排水機場長寿命化防

災減災機械設備その２工事」他３件の工事発注の報告がなされました。 

そして、教育長からの行政報告では、北空知信金の営業エリア内の企業経

営者により組織する「きたしん異業種交流会アクセス」様より創立２０周年

を記念して、秩父別小学校児童に対し 1,000 円分の図書カード１００枚の寄

贈をいただいた旨報告しております。 

議案は全部で１０本、意見案が３本で、指定管理者の指定が５件、一般会

計及び国民健康保険事業、介護保険・農業集落排水特別会計の補正予算の提

案、公平委員の選任同意が１件、コロナ禍による米の需給改善と米価下落の

対策を求める意見書などがあり全議案が可決、決定されております。 

  一般質問では、岡崎議員から「個人所有溜池の管理について」として質問

がありました。 

趣旨は、地球温暖化の影響により、大規模災害が例年発生している状況の

中、町内にある溜池については、大雨や地震による氾濫の危険性があると同

時に、利用していない溜池に貯水することによってアズマヒキガエルなどの

発生につながるため、適正な管理を町が主体となり指導徹底してはいかがか

といったものでした。 

これに対し、町長は東山貯水池のハザードマップに記載している溜池は参

考情報であり、現在町が把握している溜池については、自然の形状を利用し

堤体などを作ったものではないため、大規模な災害が発生することは考えに

くいこと、その他把握していない溜池については来春後ドローンなどを活用

し調査を実施し、危険なため池が確認された場合には土地所有者に対し注意

喚起を行う旨の回答をしております。 

またアズマヒキガエルの対策については、深川市の例をとり、深川市では

有志の団体が所有者の許可を得て水を抜く活動をしているものであり、町に

より実施するものではない旨説明しております。 



今後も防災上の観点から適正な管理に向け啓発や助言を行っていく旨の答

弁をいたしました。 

  次に真島議員からは、「米価下落と営農対策及び干ばつ被害対応について」

として質問がありました。 

 コロナ禍や米離れにより米の消費量が減少し、米価の下落が見込まれるとと

もに、ブロッコリーなども気候変動の影響により減収しているが、本町の基

幹産業である農家に対し、なんらかの支援を検討してはいかがか、町長の考

えを伺いたいというものでした。 

  これに対し、町長は米の国内需要の現状について示し、国による支援の内

容や町が設定している支援の状況を説明し、今後も空知町村会等で国による

支援に関する予算の確保を要望するほか、町としても本年度実施した「農業

経営持続化補助金」を来年度も継続実施し農業経営を支援する旨の答弁を行

っております。 

  ３つ目として同じく真島議員から「ケアラーへの支援制度の創設に向けて」

として質問がありました。 

  趣旨は、所管事務調査で本町の高齢化や介護事業所等の現状について調べ

た結果について説明し、北海道や栗山町でケアラー支援条例の施行など、高

齢化社会に向けた積極的な施策を展開している例を挙げ、今後本町のケアラ

ー等に対する高齢者福祉施策の対応を問いたいといったものでした。 

  これに対し町長は、全国的な家族介護を担うケアラーや、若年層のヤング

ケアラーの増加など社会問題化している状況に対し、北海道や栗山町での取

り組みを説明し、本町の介護困難家庭に対する対応や、ヤングケアラーの対

象者の不在を示し、今後北海道のケアラー支援条例に対し適切な対応をして

いきたい旨の回答をしております。 

  ４つ目として、大野議員から「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目

指すことについて」の質問がありました。 

  趣旨として、国の 2050年までの二酸化炭素排出実質ゼロ運動に対応し、町

長より今年大規模停電時における代替エネルギーインフラの整備と脱炭素社

会への取組を合わせたマイクログリッドの導入を検討している旨説明をいた

だいたが、これを本町でも実質ゼロを表明し、町民が一丸となって運動に取

り組んでいけるような街づくりを目指すきっかけとしてはいかがかという質

問でありました。 

  これに対し町長は、国や北海道において 2050年までにカーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指すことを表明している現状の中、本町において

も 2050年ゼロカーボンシティの実現を目指す旨の表明がなされました。 

  また、今後改訂予定である「秩父別町地球温暖化対策実行計画の事務事業



編」において取組の方向性を示すと同時に、各種施策を進めていきたい旨の

答弁をしております。 

  ５つ目として、前田議員から「灯油高に伴い町民への灯油代の助成につい

て」の質問がありました。 

  趣旨として、北海道の冬には必要不可欠な灯油ですが、現在の原油高の上

昇により、灯油価格も高騰し、今後さらに値上がりする可能性あり、町民の

家計費への負担の増加が見込まれる中、町独自での灯油高騰に対する対策が

必要でないか、町長の考えを伺いたいといったものでした。 

  これに対し町長は、世界的な原油価格の高騰に伴う、灯油価格の現状を説

明し、町独自の施策として施行中の「高齢者等冬の生活支援事業」の詳細に

ついて説明したのち、令和２年度は基準単価の１００円を超過していない状

況にも関わらず特例で事業を実施したこと、今年度についてはすでに基準価

格を超過しているため、実施予定であり、現時点では支給額の増加や対象者

の範囲拡大は考慮していない旨の回答をしております。 

  ６つ目として金子議員から「冬の交流人口増加対策について」の質問があ

りました。 

趣旨として、これまで本町はローズガーデンや屋内外遊戯施設など交流人

口の創出により人口抑制を図ってきたが、冬期間の利用ができないこと、ま

た昨年スノーモービルを使ったアクティビティ体験事業を実施しているが、

親子が好きな時遊べないなど十分な環境とはなっていないとし、三点の質問

をしております。 

一つ目は、温泉の二階の旧脱衣室・風呂場を活用した集客、二点目として

レストランメニューの拡充、三点目はベルパークちっぷべつ内に排雪を利用

し、そり遊びなどできる築山を作ってはいかがかといったものでした。 

これに対し町長は、現在までの交流人口拡大の事業を説明し、１点目の２

階旧浴場については、利活用を従前から検討しておりましたが、それぞれに

メリット・デメリットがあることから、実現には至っておらず、温泉棟の老

朽化も進んできたところから、施設の在り方を総合的・全体的に検討するこ

とが必要であると判断し、将来に向け検討を進めていく旨の回答をしており

ます。 

２点目につきましては、コロナ禍による利用客の減や調理の担い手不足に

より従前のメニューから厳選した旨説明し、今後振興公社と相談しコロナの

状況を鑑みながら、従前のものに戻すことで検討する旨の回答をしておりま

す。 

３点目につきましては、以前より外で遊べる雪山等の検討を行ってきたと

ころであるが、常設設置での事故など懸念があった旨を説明し、今後スノー



モービル体験と合わせ教育委員会と振興公社と相談しながら総合的に検討し

ていく旨の答弁をしております。 

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）行事関係についてお願いいたします。 

〇塩地教育次長 

（別紙に記載のとおり説明） 

〇小林教育長 

  はい、只今報告事項があったわけですが、委員の皆様から何かご質問等が

ありましたら承りたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 ― 声なし ― 

  特にありませんか。 

― 声なし ― 

 

日程番号４番 議案第１７号 令和４年度教育関係予算要求について 

〇小林教育長 

それでは、日程番号４番、議案第１７号、令和４年度教育関係予算要求に

ついて説明願います。 

〇塩地教育次長 

（別紙により説明。別添資料「令和４年度教育予算重点要望書」） 

〇小林教育長 

只今事務局より説明がありましたが、まず、ご意見ご質問等がありました

らお願いしたいと思います。 

〇田丸委員 

  ひとつ、いいですか。 

〇小林教育長 

  はい、どうぞ。 

〇田丸委員 

  重点要望書の１４ページの７番の教室の床のゆがみの補正で、これ椅子が

ガタガタしたり虫が出てくるというのはどういう感じなの。 

〇塩地教育次長 

  その点なんですけど、総合的な構造の部分もありましてですね、簡単にち

ょっと直るものではないとうようなことで言われているんです。直さないと

いけないとは思ってはいるんですけれども、増築の時にもですね、小学校と

も一緒に改修を行ってもらっていけないのかなと思ってますけど、その時に

また考えていきたいと思います。 



〇田丸委員 

  虫ってどんな虫が出てくるのか。 

〇塩地教育次長 

  小学校はまだ新しいが、なぜ虫が出てくるのか。 

〇田丸委員 

  ハエとかアリとかそういうのじゃないの。 

  床が抜けるとかそんなことではないのか。 

〇塩地教育次長 

  いいえ、そんなことはないと思います。 

〇小林教育長 

  他にいかがでしょうか。 

〇宮本委員 

  中学校の予算で１５ページの１１番の小中学校。 

〇小林教育長 

  何ページ。 

〇宮本委員 

  １５ページの中学校の予算で、１５ページの１１番。 

〇小林教育長 

  １１番。 

〇宮本委員 

  エアコンなんですけど、新校舎移転まで年数もあるのでやっぱり猛暑の中

での授業は本当につらいのかなというのもあり、遅くなると多分もう付けて

もらえなくなるのかなと思うので、できれば付けてあげてほしいなと思うん

ですが。 

〇塩地教育次長 

  中学校も建て替えするということで、保健室の窓枠に付けるエアコンを設

置しているのが１台あるのですけれども、もしですね、エアコンを設置する

のであれば移動型の簡易型のものが使えるのかなというのが正直なところで

すよね、あそこにやはり固定をしてしまうとまたエアコン自体が無駄になっ

てしまうので移設が可能であれば要望し、検討したいなと思います。 

 

〇小林教育長 

  予算を上げるのはやぶさかではないんですけれども、おそらくかなり厳し

いのかなと、去年も設置を検討をしていただきたいなと、理事者に確認させ

ていただいているのですが、やっと保健室が設置できた経緯があります。ま

あもちろんそういうのも含めてですね、繰り返しお願いしようとは思ってま



す。ご理解いただきたいなと思います。 

  はい、いかがでしょうか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  中学校の校長室の雨漏りだとかあったんですけども、これ見てると５年先

だから我慢するとか多々あるような気がしまして。５年といっても、けっこ

うな時間があるような気がします。それでどうにか改修というか雨漏りしな

いような形をとるべきじゃないかなと考えているんですけども。 

それともうひとつ最後のキャンプ場の件なんですけども、これちょっと聞

きたいんですけれど、利用増加でセイコーマート、ニコット、エーコープが

利用増加になっていると言ってるんですけれど、道の駅なんかはどうなんで

しょうかね、増加になってないんでしょうかね。 

〇塩地教育次長 

  あまりキャンプ場の利用者での増加がみられないです。      

〇梅澤教育長職務代理者 

  農家の方々が野菜とかも置いてますよね。 

〇塩地教育次長 

  はい、置いてますね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  是非そういうものも活用できるような方法を少し考えたらどうかなと、そ

の２点。 

〇塩地教育次長 

  はい。 

〇小林教育長 

  はい、どうでしょうか。 

〇塩地教育次長 

  まだ当初５年あるので最低限の更新をしていかなくてはいけないのは重々

承知していて、校長先生からも最低限寒さであったりそういうものだけには

対応できるように暖房であったり、更新をお願いされております。中学校の   

雨漏りの部分についてもですね、コーキングが大分痩せたりしているような

ところもあるので、全体的に直さなくてはいけないところもあるので、まあ

その都度補修になってくるのかなと思うんですけれど。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  その都度でもね、補修でもしていただければ良いかなと思います。 

〇塩地教育次長 

  あと、２点目のキャンプ場の道の駅についてはですね、やはりキャンプ客

にうけるような野菜であったりそういったものがやっぱり一番売り上げが上



がるのかなと私的には思います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  私も思いますよ。 

〇塩地教育次長 

  その分また違った形で進めていければと考えてます。よく道の駅に行くと

小さなお米の、無洗米の１食１合炊きだとかそんなの売ってるんですよね。

そんなのを置けば多分けっこう買っていただける方がいるんじゃないかと思

ってはいるんですけども。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  肉を置けないにしても野菜はたくさん作っている方がいらっしゃるから、

どうにか活用できればなと思うんですけども。 

〇小林教育長 

  このあたりで、道の駅でアイスはよく買って、お土産みたいなものはあま

り買わないですよね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  実際として農協のところで売れるんであれば、売ってるよと安いものでお

いしいもの売ってますよということを周知さえできれば買っていただけるん

でないかなという気がします。 

〇小林教育長 

  ＰＲします。 

〇塩地教育次長 

  どちらかというとエーコープ、ニコットだったりするのはお肉であったり

あとはアルコールであったりそういう部分の食料費問などの購入が多いです。 

〇小林教育長 

  中学校についてはその都度、修繕等で対処していきたいと思ってます。 

 新しく設置するものについては、金額的にも難しいかなと、ご理解いただき

たいと思います。 

  これこのあとあれかい、予算については確認したりする場面はあるの。 

〇塩地教育次長  

とりあえず次回の教育委員会の方では、もう町長査定終わった後の金額を

記載する形になってしまうので、今回の意見を副町長査定で考えていくとい

うようなことで。 

〇小林教育長 

  まあ基本的なスタンスこういう形をもって書いてますけども、ただこれに

ついては、本日の意見等について十分お聞きしますし、その通り理事者に伝

えたいなと、ただこのあと次回の教育委員会で最終的なものとなるものです 



〇塩地教育次長 

  とりあえず今年、中学校あまりにも熱すぎて、急遽扇風機を購入し入れた

んですよね。 

〇小林教育長 

  クーラだと、私のところもポータブルのクーラー付けているんですけども、

安いんですよね、大体、十数万円で入るんですけども、大きさも広いから十

分に対応できるのかなと。 

  あとで一生懸命お話させていただきます。 

  他にいかがでしょうか。 

― 声なし ― 

  よろしいでしょうか。 

〇小林教育長 

  ないようであれば議案第１７号は可決とすることにご異議ございませんか。 

― 声なし ― 

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１７号は可決といたします。

有難うございました。 

 

日程番号５番 協議案 

〇小林教育長 

それでは、日程番号５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 

 はい、それでは、日程番号５番の協議案でございますけれども、１の秩父

別町教育委員会の活動状況に関する点検・評価についてということでご説明

をさせていただきます。こちらの資料の方をご覧ください。 

 １ページ目をお開きください。点検・評価の概要でござますけれども、教

育委員会は毎年その権限に属する事務管理及び執行状況について点検・評価

を行い、作成して議会に提出するものとされてございます。こちらの方です

ね、例年させていただいているとおりでございます。２番目の評価対象でご

ざいますけども、２ページ目の方に記載をしてございます、２８事業を実施

をしてございますが、そちらの方について、評価を行うといったようなもの

とさせていただきます。 

評価の方法につきましては、実施内容については明らかにするとともに課

題と方向性を示すといったような内容となってございます。評価の基準でご

ざいますけれども、ＡからＥ判定の５段階評価を行っているということでな

ってございます。Ａにつきましては計画以上の成果が得られたということで、



Ｂについては概ね達成できた。Ｃについては一部課題が残ったといったもの

でございます。Ｄ、Ｅにつきましてはまた見直しが必要であるといったよう

な内容となってございます。 

２年度分のですね、評価分について掲載をしてございます。今年について

も委員会よりご意見をいただきまして評価を実施していきたいということで

ございます。内容につきましてはですね、事前に資料の方を投稿させていた

だいておりますので、詳細についてはこの場では割愛をさせていただければ

ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

本日のご意見を基に判定を行いＡからＣまでの判定の記載をしたものを２

月の定例会でお示し、訂正していただいたのちに３月議会の定例会で提出を

行う予定となってございます。ご審議の方をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

以上でございます。 

〇小林教育長 

 はい、今回事業評価ということで掲載しておりますので、その中で、昨年

は、ほとんどＡなんですけれども、若干の事業についてはＢとＣに分かれて

ございます。このあたりが一番の評価ポイントと思いますけれども、また、

Ａの中でもですね、これＡなんじゃないか、Ｂなんじゃないかがもしありま

したらちょっとね、委員さんのご意見等もいただければ大変有難いなという

ふうに思うのでよろしくお願いしたいと思います。 

 是非これはＣにしてほしいとか。これは絶対Ａにあげてもらいたいとかお

気づきの点があれば、ぜひお願いしたいと思います。 

〇塩地教育次長 

  ２年度はコロナでかなり事業をやってないものもありますので、判断も付

けづらいところもあるんですけれども。 

〇小林教育長 

  この中で出来なかったというものについては。 

〇塩地教育次長 

  生き活き公演会と夢の教室はやっていないですね、あと体育協会の事業で

あったり、大人数や外部講師などで対応できないものもあって。 

 

〇小林教育長 

  これ、やってないものについては、評価できるのか。 

〇塩地教育次長 

  評価できないですね。 

〇小林教育長 



  評価できないということであります。 

  何か気になる部分はございませんでしょうか。 

  これいつまでに上げればいいんですか。 

〇塩地教育次長 

  ええとですね、評価ですね、２月の時には教育委員会内で職員の中で評価

したものをまたお示しするような形になると思います。 

〇小林教育長 

  それでは、ご意見をいただければ反映できると。 

〇塩地教育次長 

  また考えていただければ、またお示しいたしますので。 

〇小林教育長 

  なので、今この場でどうということではなくてですね、後日また改めて皆

様の方で色々とありましたら、なければこれを参考にしながらですね、そこ

で最終的な答えを示したいと。 

  よろしいですか。 

― 声なし ― 

〇小林教育長 

  では、よろしいということでしたので、この様にさせていただきたいと思

います。 

有難うございました。 

〇小林教育長 

  次、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 

  それでは次期教育委員会でございますけれども、２月の定例会を実施した

いということで考えてございます。前回については２月の２４日でございま

した。２月のそのあたりの週で考えていきたいと考えてございます。 

以上でございます。 

〇小林教育長 

２月の２４日の週ね。 

〇塩地教育次長 

  ２１の週ですね。 

〇小林教育長 

  ２１の週ですね。都合の悪い日ありますでしょうか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  何曜日が良いとかあるんじゃないの、無いんですか、事務局の方で。 

〇塩地教育次長 



  特には。 

〇梅澤教育長職務代理者 

無いんですね。 

〇小林教育長 

  この時は送別会もやるの。 

〇塩地教育次長 

  まだですね。 

〇小林教育長 

  やってない。 

〇塩地教育次長 

  やってないです。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  ２３日が休みだよね。 

〇小林教育長 

  １３日の週ですね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  大丈夫です。 

〇小林教育長 

  いつでも良いですか。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  いつでも良いです。 

〇小林教育長 

無いですね、都合の悪い日は。それでは金曜日どうですか。 

〇塩地教育次長 

  出来れば前の方が。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  私は金曜日はちょっと。 

〇塩地教育次長 

  そうですよね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  ２１日でしょ。 

〇小林教育長 

  そうしたら２１日、月曜日、良いですか。 

〇塩地教育次長 

  月曜日でもよろしいですか。 

〇小林教育長 



  じゃあとりあえず今のところ２１日が良いんじゃないかと。月曜日ですね。 

〇塩地教育次長 

  時間は３時半から。 

〇小林教育長 

  ３時半から。 

  有難うございます。よろしくお願いいたします。 

  じゃあこの件は終わりまして次、３ その他行事予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 

  はい、今説明がございましたけれども、これについて何かありますでしょ

うか。 

〇塩地教育次長 

  すいません一点ちょっと間違っていました。１８日ですね、始業式。１８

日ですね、火曜日。 

〇小林教育長 

  １月１８日、火曜日が始業式。 

〇南委員 

  成人式が入ってません。 

〇塩地教育次長 

  成人式入れてなかったですね。１月の９日ですね。 

〇小林教育長 

  すいません。１月の。 

〇塩地教育次長 

  ９日ですね。 

〇小林教育長 

  成人式はどうか  委員の皆さんは全員参加ということでよろしくお願い

いたします。 

〇塩地教育次長 

  違いますね、１月８日ですね、失礼しました。土曜日です。 

〇小林教育長 

  すいません何回も、１月８日、土曜日、２時から。 

〇塩地教育次長 

  ２時からですね。 

〇小林教育長 



  ということで、出席いただきたいと思います。 

もしまた何か都合が悪くなればまた伺いたいと思います。よろしくお願い

したいと思います。 

それとですね、先ほどなんですけども卒業式ですね、卒業式に来賓を入れ

るか入れないかできたのですが、先般校長と意見交換をしたんですけども、

今まだ確定はしておりませんが成人式は大体例年通り来賓を入れるとなって

おります。 

卒業式についてはこれからいろいろな状況があるわけですけども、とりあ

えず昨年より少しは前進するのかなということで実施したいと聞いておりま

すので完全に前のように１００パーセント前と同じようにするというふうに

は出来ないと思うんですけども、去年よりちょっと前進するような形で調整

しているというふうに話をしているものですから、おそらく皆様の出席はな

いと思うんですけども、そのあたりもですね、もう少し時間が経ってからで

すね、話が出てくると思いますのでその辺はよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  はい、それじゃあ行事予定は終わりまして、何か全体を通して委員の皆様

の方から何かありましたらお聞きしたいと思います。 

〇南委員 

  話が戻るんですけど、報告事項の中で１２月１日に保護者へ、小学校保護

者へ、それから６日に教職員、中学校の教職員に義務教育学校の説明が行わ

れているんですけども、何かその中で質問だとかそういった話があれば聞か

せていただけたらと思います。 

〇小林教育長 

  状況も含めて今小・中の協議をやっているのでその時の状況とそのあとの 

関係があればということをちょっとそこを説明してもらいますか。 

〇塩地教育次長 

  この１日と６日でございますけども、小学校の参観日の全体懇談会の前段

でですね、説明をさせていただきました。時間としては１５分程度の説明を

させていただいたんですけれども、その場ですぐ質疑ということは出ずです

ね、今アンケートを皆さんにお配りをしてどういった意見や質問事項がある

かを主で回収させていただくことで進んでおります。１７日に小学校の方は

上がってくるという話は、１７日までを締切にして要望が上がってくるとい

う話を聞いてございます。 

６日の教職員の方についてはですね、小中一緒の教員の皆さんを一堂に会

して町の教育研究会をその場でやった前段に義務教育学校を令和８年に開設

しますということで若干お話をさせていただいてます。そのあと中標津の計



根別学園の校長のズームの講演会をしてですね、それを終わってまたアンケ

ート方式で皆さんにも、また意見をいただくというようなことで進めていた

だいております。 

１６日も同じような形で保護者説明会をやってアンケートを回覧していた

だくといったことで進めております。まだ、意見等については上がってきて

いないのでそういうものがあったというのはこれからです。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  アンケートは保護者のみ。 

〇塩地教育次長 

  教職員も回してございます。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  全員の保護者。 

〇塩地教育次長 

  はい、全員ですね。当日来ていなかった方にも説明資料と一緒に、皆さん

に配布しているということを聞いてます。 

〇南委員 

  アンケートというのは教育委員会が行うものですか、町ですか。 

〇塩地教育次長 

  教育委員会で。あと、学校を通じて配布してもらっている。   

〇南委員 

  そして今後、そこでどういった方向性を町の方にしてということですか。    

〇塩地教育次長 

  まああの、質問だった意見であったりを集約してですね、意見については

今後の学校の建設案の参考意見にさせてもらうのと、あと質問事項について

は文書で回答を行おうと考えています。 

〇小林教育長 

  アンケートが上がってきた段階で、集計整理し調査結果についてお話しし

たいなと思いますし、おそらくこの次の教育委員会の中で議題に提出できる

と、もうしばらく時間をいただきたいなというふうに思います。いろんなご

意見がでてくるのではないかと期待もしてるんですけども、そのあたりを受

けながら次のまた定例会もあるものですから、もうしばらく時間をください。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  計根別の校長先生の講演。 

〇塩地教育次長 

  ズームの講演ですね。 

〇梅澤教育長職務代理者 



  それを保護者の方々に聞いてもらった。 

〇塩地教育次長 

  いいえ、教職員ですね。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  教職員のみ。 

〇塩地教育次長 

  のみです、そこは。 

〇小林教育長 

  この間、私も参加してみたんですけども、ズームだと限界があるんですよ

ね。先生方に大変申し訳なかったんですけども、こっちの会話の通話に直接

伝わってないものですから、ただやっぱりカメラに向かって自分で話をして

いる感じのような説明があったものですから、マイクの調子があまり良くな

くてはっきり声が聞きにくいなということもあったりして、資料もですね、

本当は事前に配ってそれを見ながらできれば良かったが、それができなかっ

たものですからかなり先生方から不満がある、そんな感じがしました。です

から、そんなところも含めて、もし保護者を対象にやるとなると思うんです

けども、その時は直接来てもらってやるようにした方が良いなと思いました。   

おそらく臨場感がですね、なかなか理解してもらうのは大変難しいだろうな

と、特に保護者の場合、不安があろうかと思いますのでそんなのを考えなが

らズームの会議も今回聞いてて思いましたので反省しながら先生方にもです

ね、そのあたりも十分理解できなかったところもあったと思いますので、今

後、直接先生方にも、昨年我々が実施した研修をタイミングで予算を付けて    

実施できたら良いなという形で理解していただきたいと思います。 

〇梅澤教育長職務代理者 

  できれば保護者に聞いていただきたいし、教職員と保護者とは丸っきり見

方が変わってくると。 

また、保護者の方って漠然と義務教育といっても、んっという感じで分か

らないと思うんですよね。ならば、計根別の校長先生のお話を聞く前にアン

ケート出しても良いんですけども、終わってからまた新たなアンケートもあ

りかなと思うんですけども。 

 

〇小林教育長 

  今回のアンケートはあくまでも令和３年の一番最初の時だという     

中での最初のアンケートなので、これから例えば校名をどうしますだとか、

校歌はどうしますだとか、具体的な内容が出たときにいろいろまた意見もも

らってこれからも継続してその都度またアンケートを何回か実施していきた



いと思ってます。 

〇塩地教育次長 

  講演の内容としてはズームだったですけどもこの間、私たちが聞いてきた

ようなお話しでしたが、やはりなかなか聞き取りづらいくて良くないなと思

ったんですよね。やっぱり中学校は体育館でやると響いちゃって何しゃべっ

ているのかあまり分からないというのもあったので、教職員は直接見ていた

だくとか、あとは講師を呼ぶなどで来年は対応したい。今回はコロナの影響

で講師を呼ぶということにもならない状況であったので。 

〇小林教育長 

  きっと調整する我々話聞いたんである程度内容が分かっているから、それ

で聞いててもちょっとわかりづらい部分が結構あったので、初めて聞いた先

生方たちも凄く聞きづらかった、まあそのあたりも含めて改良して、できる

だけ直接、理解してもらえるように取り組んでいきたいと思います     

じゃあ、あと他にありますか。よろしいですか。 

― 声なし ― 

 〇小林教育長 

はい、それではないということですのでこれで実施したいと思います。 

それでは、第５回秩父別町教育委員会定例会をこれで締めたいと思います。 

本日はお疲れさまでした。 

 

午後 4 時 37 分閉会 

 


