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令和３年 第１０回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和３年９月２９日（水） 午後 ３時００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１０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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育課長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました 

報告第１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、１頁から３頁までをご高覧下さい。 

本件につきましては、令和３年８月１８日開催の第９回当別町教育委員

会定例会におきまして、協議案第１号として提出、委員各位の了解をいた

だきました令和３年度９月補正予算の追加分となります。 

社会教育施設、白樺コミュニティーセンターの地下タンクを緊急に修繕

するための補正予算を、令和３年８月２５日付で、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。 

 なお、詳細につきましては、社会教育課長から説明します。 

 

ご説明申し上げます。 

議案につきましては､３頁までをご高覧願います。 

内容につきましては、３頁の補正予算(追加分)概要説明書によりご説明

申し上げます。 

歳出９款教育費４項社会教育費２目社会教育施設費におきまして、
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３１８万７千円を増額しております。その内、「白樺コミュニティーセン

ター地下タンクＦＲＰライニング業務委託」として３００万円を計上して

おります。 

こちらは、白樺コミュニティーセンターの地下埋設重油タンクの老朽化

に伴い、耐久性を高めるための内部コーティングが必要となるため、委託

業務を行うためのものです。  

消防との協議等について、先月の定例会以降の動きとなりましたことか

ら、臨時代理としての対応となりましたことをご報告申し上げます。 

 以上です。 

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。 

【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号教育委員会委員の任命につきまし

て、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、４頁をご高覧ください。 

 教育委員会委員佐々木(ささき)成尉(しげやす)氏は、令和３年１０月３

１日付けをもって、任期満了となりますので、同氏を再任することについ

て、令和３年第３回当別町議会定例会におきまして、９月２８日付けで議

会同意を得ましたので、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。 

なお、任期は令和７年１０月３１日までとなります。 

 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。 
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【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号令和３年度９月補正予算につきまし

て、提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、５頁をご高覧ください。 

令和３年度第９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、委員各位の了解をいただきました補正予算であります。 

内容につきましては、子どもプレイハウス、学校施設、社会教育施設に

係る除雪業務と、先ほど報告第１号臨時代理の報告で説明いたしました社

会教育施設、白樺コミュニティーセンターの地下タンク修繕に係る歳出の

補正を行ったものです。 

なお、本補正予算につきましては、令和３年度第３回当別町議会定例会

において、９月２８日に原案のとおり可決されましたので、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

とおり承認致しました。 

【日程第４】 

教育長 

 

日程第４、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号令和３年度全国学力・学習状況調査 

「北海道版結果報告書」への当別町の結果掲載につきまして、提案の説 

明を申し上げます。 

議案につきましては６頁、別冊議案第１号関係をご高覧下さい。 

令和３年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に当別町 

の結果資料の掲載に同意するため、委員会の議決を得ようとするものであ

ります。 
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学校教育課参事 

よろしく、ご審議をいただきますようお願いいたします。 

なお、詳細につきましては、学校教育課参事から説明いたします。 

 

 ご説明申し上げます。 

 別冊の（議案第１号関係）１頁をご高覧ください。 

 令和３年度全国学力・学習状況調査の結果公表に関する北海道教育委員

会の考え方について記載されております。 

３段落目から記載の通り、平成２６年度の実施要領より、同意の得られ

た道内市町村の結果が公表されるようになりました。 

これまで当別町におきましても、公表に同意し、調査結果及び分析結

果・改善方法を北海道版結果報告書に掲載しております。 

令和３年度につきましても、結果を一定の数値により、わかりやすく公

表するとともに、施策の改善につなげていくことが大切であると考え、こ

れまでと同様に公表させていただくことが望ましいと考えております。 

 北海道教育委員会による公表の具体につきましては、２頁から５頁をご

高覧願います。 

市町村名を表記した公表内容につきましては、成果と課題が明確になる

ように、レーダーチャートを基本として示すことになっております。 

３頁が基本型となり、そこに４頁・５頁で示されているデータ例から 

当別町の特徴的な内容を３頁盛り込み、公表されることになります。 

これまでの様式では、小学校１頁、中学校１頁、計２頁で各市町村の結

果を公表しておりましたが、今年度からは、小学校・中学校の比較や連携

の取り組みが見えるよう、小・中学校を併せて１頁にまとめた様式に変更

されました。 

なお、掲載する当別町の具体的な内容につきましては、改めてお知らせ

いたします。 

 以上です。 

教育長 

 

教育長 

 

学校教育課参事 

 

教育長 

 

学校教育課参事 

 

 

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。 

 

 公表するのは、３頁だけですか。 

 

 ３頁だけです。 

 

 ４頁以降は、３頁に載せるための資料ということですか。 

 

 はい。その通りです。 
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小林委員 

 

 

学校教育課参事 

 

教育長 

 ３頁の一番下の「小学校と中学校の連携による学力向上に向けた効果的

な取組を記載」などは例ですか。 

 

 こちらは、道教委から示された様式をそのまま活用しております。 

 

 他にございませんか。 

 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５】 

教育長 

 

日程第５、協議案第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、議題となりました協議案第１号当別町子ども・子育て会議委員の

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、７頁から８頁まで、別冊では、協議案第１号関

係をご高覧下さい。 

 新たに令和３年１０月１日から当別町子ども・子育て会議委員１１名を

委嘱するものであります。 

なお、委嘱する委員のうち１０名が再任、新たに変更となる方は、当別

町 PTA 連合会並川氏の１名となっております。 

また、委嘱期間につきましては、令和３年１０月１日から令和５年９月

３０日までの２年となります。 

 以上です。 

教育長 

 

寺田委員 

 

子ども未来課長 

 

 

 

 

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。 

  

 この人数が減った理由はありますか。 

 

 こちらの委員の選任につきましては、１３名以内ということになってお

ります。そのため必ずしも１３名いなければならないということではござ

いません。ただ、今回の一般公募は、町のホームページや広報でお知らせ

したところ２人の方からの応募しかなく今回お示しした１１名を１０月

１日から委嘱することとなります。 
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教育長 

 

子ども未来課長 

 

教育長 

 

 一般公募の方は２から３名になりますか。 

 

 なります。 

 

 他にございませんか。 

なければ、質疑を打ち切り、協議案第１号は原案のとおり了解してご異

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、協議案第１号は原案

のとおり了解致しました。 

【日程第６】 

教育長 

 

日程第６、協議案第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、議題となりました協議案第２号とうべつ学園校旗の選定につきま

して、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、９頁別冊では、協議案第２号関係 をご高覧下

さい。 

 令和４年度に開校予定の「とうべつ学園」の校旗を選定するため、委員

会の協議を求めるものであります。 

 開校準備委員会において選定を進めてきましたが、デザインそのものは

同一でありますが、旗地の色、縁取りにより４種類のデザインが最終候補

として残りました。 

 この中から１点を選出願います。 

 よろしく、ご審議いただきますよう、お願いいたします。 

教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

これから委員の皆様に校旗が描かれた用紙を配布いたします。４種類の

デザイン案から一案を選んでいただいて、一番票が集まったものを校旗の

デザインとして決定していきたいと思います。 

 

（事務局によりデザイン案を配布及び回収） 

 

投票の結果ですが、①の校旗デザインが１票、②の校旗デザインが３票

④の校旗デザインが１票となり②の校旗デザインとなります。 
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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、協議案第２号は原案のとおり了解してご異

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、協議案第２号は原案

のとおり了解致しました。 

【日程第７】 

教育長 

 

日程第７、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号とうべつ学園校旗の決定につきまし

て、提案の説明を申し上げます。 

只今配布いたしました議案書につきましては、１頁から２頁までをご高

覧下さい。 

協議案第２号におきまして、提案申し上げました４つの校旗のデザイン

の中から、「とうべつ学園」の校旗を２頁のとおり決定いただこうとする

ものであります。 

よろしく、ご審議いただきますよう、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。 

【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９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 

 ○令和３年第３回当別町議会定例会代表質問及び一般質問について 

  ○給食への異物混入の発生について 

 ◆学校教育課参事より説明 

  ○令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 

  ○「とうべつ学園」保護者説明会の開催について 
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◆社会教育課長より説明 

  ○令和３年度学校訪問について 

  ○ロイズミュージアムの博物館相当施設指定申請に係る事前協議状

況について 

◆子ども未来課長より説明 

  ○令和４年度認定こども園入園説明会の開催について 

  ○令和３年度文化祭の開催について 

  ○子どもプレイハウス運営業務委託について 

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和３年１０月２０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４０分 

 


