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令和３年 第５回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和３年４月２１日（水） 午後２時３０分 

場  所  役場３階中会議室 

出 席 者  本庄教育長、武岡教育長職務代理者、寺田委員、小林委員、佐々木委員 

出席職員  大畑教育部長、髙田学校教育課長、大山学校教育課参事、石川社会教育課長、

山下子ども未来課長、玉木学校教育課主幹 

傍 聴 者  なし 

【開会の宣言】 

教育長 

 

ただ今、委員全員出席しておりますので、これより令和３年第５回当別

町教育委員会定例会を開催致します。 

【議事日程】 

教育長 

 

日程につきましては、各委員に配付しています日程表により議事に入り

ます。 

【日程第１】 

教育長 

 

日程第１、報告第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１号当別町保育支援者配置事業補助金交

付規則制定につきまして、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、１頁をご高覧下さい。 

 本件につきましては、令和３年第４回当別町教育委員会定例会におきま

して、協議案第１号として提案、委員各位の了承をいただきました規則制

定であります。 

 内容につきましては、新たな保育支援者配置事業に係る補助対象事業の

対象金額等を定めるための規則であります。 

本規則につきましては、令和３年３月２５日付けで制定されましたの

で、委員会に、これを報告し、ご承認をいただこうとするものであります。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認を お願いいたします。 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１号は原案の

とおり承認致しました。 
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【日程第２】 

教育長 

 

日程第２、報告第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第２号当別町子育て短期支援事業実施要項

制定につきまして、提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、２頁をご高覧下さい。 

本件につきましては、令和３年第４回当別町教育委員会定例会におきま 

して、協議案第２号として提案、委員各位の了承をいただきました規則制

定であります。 

内容につきましては、子育て短期支援事業（ショートステイ）に係る事 

業を新たに設けるための規則であります。 

本規則につきましては、令和３年３月２９日付けで制定されましたの 

で、委員会に、これを報告し、ご承認をいただこうとするものでありま

す。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第２号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第２号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第３】 

教育長 

 

日程第３、報告第３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第３号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、３頁から５頁まで、別冊では、１頁から３頁ま

でをご高覧下さい。 

内容につきましては、当別町教育委員会行政組織規則において、社会教

育課の生涯学習係と文化財保護係を、社会教育係に改め、分掌事務を整理

することについて、臨時に代理したので、委員会に報告するものでありま

す。 
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 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

小林委員 

 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

教育長 

 

社会教育課長 

 

小林委員 

 

 

 

教育長 

 

 

寺田委員 

 

 

 

 

 

社会教育課 

 

 

 

 

 

教育長 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 一点確認したいことですが、５頁の⑼ 女性教育に関することですが、

改正文の中に女性教育に関することとありますが、様々な世間の流れ等々

を鑑みてあえて改正するのでしょうか。 

 

 基本的に今まで行っていることをそのまま実施しているところでござ

います。取り立てて女性という特化したものではありませんが、女性団体

の連絡や女性同士の活動ということで、社会教育係に組織を改編するにあ

たり、引き続き所掌事務にしているものです。 

  

 前回から入っているものを、そのまま追加したということでしょうか。 

 

 そのとおりです。 

 

 成人教育ですべて収まると思います。何かしら今後またこの流れが進ん

でいくと、これがあることで何かというのが起きると困るので、成人教育

ということで、すべてまとめてしまえばいいのではないかと思います。 

 

 その意見を踏まえて⑴から(23)までありますが、見直すことも必要かも

しれません。 

 

 まだまだ議員や各団体の委員でも女性が現状少ないようです。本当にこ

ういうことになりましたら、削っていいと思いますが、今はまだあったほ

うがいいと思います。そもそもそういうところが気になりますし、教育に

関しては、まだまだ必要であるという気持ちがあります。より平等となっ

てきたときには、安心して削れると思います。 

 

 町長部局の方では、環境生活課町民生活係の中で、男女共同参画を所掌

事務として自治体の業務として携わっているところでございます。教育委

員会の中で所掌する教育の部分においても、ご発言のとおり、男女共同参

画の理解を深めなければならない状況にもありますので、町長部局と連携

しながらご指摘の点について取組んでいきたいと思います。 

 

 ここで言う女性教育とは何を指しているということを踏まえて実施す

るということです。 
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 男女共同参画という観点での女性教育なのか、不明な点がございますの

で、それを含めて整理すべきご意見ですので、課題として受け止めて、行

ってください。 

 

他にございませんか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第３号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第３号は原案の

とおり決定致しました。 

【日程第４】 

教育長 

 

日程第４、報告第４号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案説明） 

只今、議題となりました報告第４号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、６頁から１１頁までをご高覧下さい。 

本件は、令和３年４月１日付け教育委員会事務局職員の人事異動につい

て臨時に代理したので、委員会に報告するものであります。 

詳細につきましては、議案書の７頁から１１頁までに記載の「教育委員

会事務局職員の人事調書」のとおりでありますが、学校教育課長には高田

が学校教育課参事には大山が着任しております。 

また、町長部局より新たに５名が教育委員会に配置となり、教育委員会

からは４名が町長部局に出向となりました。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第４号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第４号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第５】 

教育長 

 

日程第５、報告第５号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 
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教育部長 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第５号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、１２頁から１３頁まで、別冊では４頁をご高覧

下さい。 

内容につきましては、令和３年３月３１日付け職員の退職に伴い、当別

町教育支援委員会委員の解職について、臨時に代理したので、委員会に報

告するものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第５号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第５号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第６】 

教育長 

 

日程第６、報告第６号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第６号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、１４頁から１６頁まで、別冊では、５頁をご高

覧下さい。 

 本件は、令和３年４月１日付け、当別町要保護児童対策地域協議会委員

の委嘱について、臨時に代理したので、委員会に報告するものであります。 

 詳細につきましては、議案書の１５頁から１６頁に記載の「当別町要保

護児童対策地域協議会委員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第６号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第６号は原案の

とおり承認致しました。 
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【日程第７】 

教育長 

 

日程第７、報告第７号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第７号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、１７頁から１８頁まで、別冊では、６頁をご高

覧下さい。 

本件は、令和３年３月３１日付け教職員等の人事異動に伴い、当別町立 

西当別小学校・西当別中学校区域学校運営協議会委員の解職について、臨

時に代理したので、委員会に報告するものであります。 

詳細につきましては、議案書の１８頁に記載の「当別町立西当別小学

校・西当別中学校区域学校運営協議会委員」をご高覧いただきたいと存じ

ます。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第７号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第７号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第８】 

教育長 

 

日程第８、報告第８号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第８号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、１９頁から２０頁まで、別冊では、６頁をご高

覧下さい。 

当別町立西当別小学校・西当別中学校区域学校運営協議会の新たな委員

として、小関展彰氏、木瀬尚貴氏の２名を委嘱するため、委員会の議決を

得ようとするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 



- 7 - 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第８号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第８号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第９】 

教育長 

 

日程第９、議案第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明）  

只今、議題となりました議案第１号当別町義務教育学校教育課程編成委

員会設置要綱を廃止する訓令につきまして、提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、２１頁から２２頁までをご高覧下さい。 

本件は、平成３１年４月２４日付けの教育委員会定例会議案第２号で制

定いたしました当別町義務教育学校教育課程編成委員会設置要綱を廃止

することについて委員会の議決を得ようとするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案の

とおり決定致しました。 

【日程第１０】 

教育長 

 

日程第１０、議案第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第２号当別町一貫教育推進委員会設置要綱

の制定につきまして、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、２３頁から２４頁までをご高覧下さい。 

 本件は、令和３年第４回当別町教育委員会定例会におきまして、議案第

１２号として提案いたしましたが、議決に至らず、要綱の内容を精査し、

再提案させていただくものです。 
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学校教育課参事 

 

 

 詳細につきましては、学校教育課参事より説明申し上げます。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

 ご説明申し上げます。 

議案書につきましては、２３頁から２５頁までをご高覧下さい。 

当別町一貫教育推進委員会設置要綱の制定につきましてご説明いたし

ます。 

本委員会は、町の教育政策に係る取組み状況や教育課程の編成のあり方

について情報を共有し、調整を図るための委員会です。 

教育課程につきましては、学校長の責任の下で、編成されるものであり

ますが、本委員会では、当別町教育推進計画にのっとり町内全校で取組む

一貫教育に係る教育活動についての共通理解を図り、その質的向上を目指

すものであります。 

また、幼保小の接続や中高の連携、接続など当別町で推進している生涯

学習を念頭に置き、教育活動や教育編成のあり方について扱うこととして

おります。 

構成員でありますが、校長会からの意向もあり４校の校長、教頭、教務

担当者、地域学校共同本部推進委員とし、必要に応じてアドバイザーを招

くことができるよう整えました。目的と手立てを明確にし、情報共有を進

め本町の教育と事実発展へと繋ぐ組織といたします。 

以上、簡単ですが、説明とします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第２号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第２号は原案の

とおり決定致しました。 

【日程第１１】 

教育長 

 

日程第１１、議案第３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第３号第１地区教科用図書採択教育委員会

協議会委員の選任につきまして、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、２６頁をご高覧ください。 

 第１地区教科用図書採択教育員会協議会規約第４条の規定に基づき、 
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委員となる代表１名を選任するため、委員会の議決を得ようとするもので

あります。 

 よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第３号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第３号は原案の

とおり決定致しました。 

【日程第１２】 

教育長 

 

日程第１２、議案第４号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第４号当別町社会教育委員会委員の委嘱 

につきまして、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、２７頁から２８頁、別冊では、７頁をご高覧く

ださい。 

 当別町社会教育委員会委員は、令和３年４月２３日をもって任期満了と

なりますので、当別町社会教育委員会条例第２条及び第４条の規定に基づ

き委員１０名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするものでありま

す。 

 詳細につきましては、別冊７頁に新旧委員を掲載しておりますが、当別

青年会議所での後藤尚範氏から藤原啓輔氏に交代になっております。 

 任期は令和５年４月２３日までの２年間となります。 

 よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第４号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第４号は原案の

とおり決定致しました。 

【日程第１３】 

教育長 

 

日程第１３、議案第５号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 
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教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第５号当別町教育支援委員会委員の委嘱 

につきまして、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、２９頁から３０頁まで、別冊では４頁をご高覧

ください。 

 当別町教育支援委員会委員は、令和３年４月３０日をもって任期満了と

なりますので、当別町教育支援委員会規則第４条及び第６条の規定に基づ

き、委員１４名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするものであり

ます。 

 詳細につきましては、別冊４頁に新旧委員を掲載しております。 

 任期は令和５年４月３０日までの２年間となります。 

 よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

教育長 

 

ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、議案第５号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第５号は原案の

とおり決定致しました。 

【閉会の宣言】 

教育長 

 

以上で、本日の日程は、全て終了致しました。 

令和３年第５回当別町教育委員会定例会を閉会致します。 

教育長 引き続き、事務局から報告・連絡等をお願いします。 

◆学校教育課長より説明 

○情報提供（生徒の問題行動）について 

◆学校教育課参事より説明 

 ○とうべつ学園開校準備に関する業務の進捗状況について 

 ◆社会教育課長より説明 

  ○令和２年度当別町学校支援地域本部事業について 

  ○令和３年度土曜教室について 

  ○令和３年度土曜学習会について 

  ○令和３年度イングリッシュ・プロジェクトについて 

 ◆子ども未来課長より説明 

  ○令和３年度認定こども園教育及び保育の内容に関する全体的な計

画及び行事予定について 
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  〇令和３年度の新規事業について 

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和３年５月１９日（水）午後２時

００分から役場３階中会議室での開催を予定していますので、よろしくお

願いします。 

以上で、全てを終了させていただきます。お疲れ様でした。 

閉会 午後４時０６分 


