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令和４年 第１回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和４年１月１９日（水） 午後２時００分 

場  所  役場第二庁舎 

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４年第１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、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました、議案第１号 令和３年度教育委員会表彰の被

表彰者の選考及び決定につきまして、提案の説明を申し上げます。 

 議案書につきましては、１頁から６頁まで、別冊につきましては、１頁 

から４頁までとなります。 

令和３年度教育委員会表彰に係る被表彰者の選考及び決定につきまし

て、当別町教育委員会表彰規則第５条の規定に基づき、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。 

 なお、詳細につきましては、学校教育課長から説明いたします。 

 

ご説明申し上げます。 

 議案書につきましては、１頁から６頁まで、別冊は、１頁から４頁まで

をご高覧下さい。 

説明につきましては、議案書の別記２頁以降に、令和３年度教育委員会

表彰候補者名簿を掲載しておりますので、こちらで説明いたします。 

 始めに、２頁の芸術文化功績賞の表彰であります。 

この度は、１団体１０個人を候補者としております。 
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 はじめに、団体の書道の分野で、当別小学校であります。 

国際書道協会主催、北海道、北海道教育委員会などが後援する第５２回

全国書道コンクール（学校の部）におきまして、２１年連続３２回目の団

体優勝、第５３回 全国学生書道展（学校の部）におきまして、団体優勝

の成績をおさめられました。 

 次に、個人ですが、始めに書道の分野になります。 

国際書道協会主催、北海道、北海道教育委員会などが後援する第５２回 

全国書道コンクールにおきまして、当別小学校６年 熊谷 風羽（くまが

い ふわ）さんが特別賞三席、同校２年 藤江 和奏（ふじえ わかな）

さんが特別賞三席、同じく２年 牛田 結愛（うしだ ゆあ）さんが特別

賞一席の成績をおさめられました。 

 なお、当別小学校６年 熊谷 風羽さんは、全国書画展覧会運営委員会

が主催する第８９回全国書画展覧会におきまして、特選の成績もおさめて

おります。 

同じく、書道の分野になります。 

国際書道協会主催、北海道、北海道教育委員会などが後援する第５３回

全国学生書道展におきまして、当別小学校 ５年 岡部 心悠（おかべ み

ゆ）さん、同校４年 阿部 杏奈（あべ あんな）さんが特別賞の成績を

おさめられました。 

次に、絵画の分野になります。 

公益財団法人札幌北法人会主催の「小学生の税に関する」絵はがきコン

クールにおきまして、当別小学校６年 隅田 わ花（すみだ わっか）さ

んが会長賞、同校６年 山木 優希（やまき ゆき）さんが優秀賞 の成

績をおさめられました。 

 次に、ピアノの分野になります。 

ＮＰＯ法人日本ルーマニア音楽協会主催の第４回赤坂ジュニア音楽コ

ンクールにおきまして、富士本 結月（ふじもと ゆつき）さんがＡ－５

部門銅賞、富士本 茜（ふじもと あかね）さんがＢ－４部門銅賞の成績

をおさめられました。  

３頁をご覧ください。 

長年の功績による表彰として、伝統芸能の分野において、村上 スミ子

（むらかみ すみこ）さんを表彰いたします。 

功績の内容でありますが、当別町の伝統的な踊りである「当別音頭」を

末永く後世に保存伝承するため、平成１４年に「当別音頭を守る会」を設

立し、以来会長として現在の活躍されています。会の活動推進にあたり、

伝統芸能を広く普及するため、長く貢献されてきたことから、令和３年度

石狩管内文化団体協議会文化賞を受賞されております。 

 続きまして、４頁に掲載のスポーツ功績賞の表彰であります。 
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この度は、２団体、６個人を候補者としております。 

 まず、団体のバスケットボールの分野におきまして、当別・西当別中学

校合同男子バスケットボール部が、一般社団法人北海道バスケットボール

協会主催の「第３５回北海道中学校バスケットボール新人大会南大会」に

おきまして、第３位の成績をおさめられました。 

 同じく団体ですが 野球の分野におきまして、北海道地区大学軟式野球

連盟主催の「北海道地区大学軟式野球連盟 ２０２１年度（第２８回）秋

季大会１部リーグにおきまして、第１位の成績をおさめられました。 

個人の野球の分野におきまして、当別中学校２年 谷詰 実紀依（たに

づめ みのり）さん が、公益財団法人全日本軟式野球連盟主催の「第６

回全日本中学女子軟式野球大会」におきまして、ベスト８の成績をおさめ

られました。 

陸上の分野におきまして、西当別中学校３年 中田 光輝（なかた こ

うき）さんが、一般社団法人北海道陸上競技会、北海道中学校体育連盟、

北海道教育委員会、帯広市教育委員会主催の「第５２回北海道中学校陸上

競技大会」におきまして、共通男子砲丸投で第６位、同校３年 田近 剛

（たぢか つよし）さんが、共通男子棒高跳で第１位の成績をおさめられま

した。 

 体操の分野におきまして、北海道中学校体育連盟、北海道教育委員会、

江別市教育委員会、北海道体操連盟主催の「第５２回北海道中学校体操競

技・新体操大会」で、西当別中学校２年 堂徳 椋馬（どうとく りょう

ま）さんが、体操競技一般男子種目別あん馬で第３位、同校１年 萩原 伸

弥（はぎわら しんや）さんが、体操競技二部男子個人総合第３位の成績

をおさめられました。 

ウエイトリフティングの分野におきまして、北海道高等学校体育連盟 

主催の「令和３年度全道高等学校体育大会 ウエイトリフティング競技」

で、北海道当別高等学校３年 橋本 茉鈴（はしもと まりん）さんが、

第１位の成績をおさめられました。 

 最後に、６頁をご高覧ください。教育善行賞の表彰であります。 

この度は、１団体を候補者としております。甲斐の会であります。 

功績についてですが、同団体は、８年間、「春待つ雛飾り」の開催にあ

たり、施設・町内商店街に多数の作品を展示され、町内外の方々に人形芸

術の魅力を広められました。 

令和３年度におきましては、説明を申し上げました４団体、１６個人が

被表彰候補者となりました。 

なお、富士本 結月さん、富士本 茜さんが入賞した「第４回赤坂ジュ

ニア音楽コンクール」は、全国８か所で予選が行われ、勝ち抜いた方が東

京でのコンクールに参加するものです。Ａ－５部門は７名、Ｂ－４部門は
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８名と、エントリー数が少ないコンクールですが、事務局としては、教育

委員会表彰の「スポーツや文化の振興に取り組む方々の頑張りを称えた

い」という趣旨を踏まえ、候補者として提案したところです。 

説明につきましては、以上です。 

教育長 

 

寺田委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

小林委員 

 

 

 

寺田委員 

 

 

 

 

 

佐々木委員 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

教育部長 

 

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。 

 

 「第４回赤坂ジュニア音楽コンクール」について、全国８か所で行われ

た地区コンクールの参加人数は何名ですか。 

 

 北海道地区のコンクールは、札幌会場で行われました。富士本 結月さ

んは３名中１番、富士本 茜さんさんは１名中１番という結果でした。 

 

 ピアノのコンクールは裾野が広く、全国的なコンクールも多数あるの

で、コンクールそのものに優劣つけるわけでは決してありませんが、どう

しても規模の小ささは否めないというのが感想です。 

 

 予選でも出場者数が少ないとはいえ、全国大会であることは確かだと思

います。規約上は北海道内のコンクールでも受賞できることとなってお

り、このケースでは地方大会を経て全国大会に出場しているので、コロナ

禍でも一生懸命取り組んでいる子どもたちを応援したいという気持ちも

ありますが、判断が難しいところです。 

 

 このコンクールのレベルといいますか、コンクールに出場している子ど

もたちのピアノの技能はいかがでしょうか。 

 

 このコンクールには、課題曲、自由曲があります。プログラムによれば、

富士本 茜さんは、出場した小学校５・６年クラスとしては難易度の高い

曲、音大生が演奏するような曲を演奏しており、直接演奏を聴いたもので

はありませんが、レベルは高いと思われます。富士本 結月さんについて

も、審査員が日本を代表する作曲家で、その作曲家の曲を演奏しているの

ですが、難易度の高い曲です。 

 

コンクールのレベルは高そうですね。 

 

難易度の高い曲が演奏されています。 

 

芸術文化功績賞の表彰基準では、「国またはこれに準じる団体が主催ま

たは後援する国内大会等で入賞」という規定があります。このコンクール
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教育長 

 

 

小林委員 

 

 

 

武岡委員 

 

 

 

 

教育長 

 

が、全国・全道に該当するか、事務局では判断が難しいものでした。ルー

マニア大使が会長を務める団体が主催するコンクールということも考慮

しなければなりませんが、判断にあたっての決定打となるものがありませ

んので、委員の皆様のご意見を賜りたいと思います。 

 

このコンクールは、コロナ禍で開催が一年延期され、棄権した人もいら

っしゃるそうです。 

 

コンクールの規模だけでいえば、全国大会に該当しないと思いますが、

一国の大使が主催するコンクールですので、「国または国に準ずる団体の

主催」については、該当するかもしれません。 

 

判断が難しいですが、ピアノは様々なコンクールがあり、規模の小さい

コンクールとはいえ、親御さんは、お子さんの頑張りを認めてほしいとい

う思いから推薦されているので、「教育委員会が特に必要と認めたもの」

を適用して、お二人への激励の意味を込めて、表彰してはいかがでしょうか。 

 

 武岡委員の意見を踏まえ、激励の意味を込めて、表彰したいと思います。 

 他になければ、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２】 

教育長 

 

日程第２、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 当別町文化財指定の諮問につ

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、別冊は、５頁から６頁まで

をご高覧ください。 

本件は、セイウチ科骨格化石について、当別町文化財保護条例第６条の

規定に基づき、当別町文化財調査審議会に諮問することについて、委員会

の協議を求めるものです。 

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

なお、詳細につきましては、社会教育課長から説明いたします。 
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社会教育課長 ご説明申し上げます。 

議案書につきましては、７頁から８頁まで、別冊は、５頁から６頁まで 

をご高覧下さい。 

本件は、セイウチ科骨格化石について、当別町文化財保護条例第６条の

規定に基づき、当別町文化財調査審議会に諮問することについて、委員会

の協議を求めるものです。 

このセイウチの骨格化石につきましては、昭和５２年、当別町青山の当

別川で発見された化石の中に、セイウチ科の化石が含まれている可能性が

高いとのことで、平成１０年から国立科学博物館で研究された結果、学術

的に貴重な資料であることがわかり、平成２７年から北海道大学総合博物

館に寄託をしているものであります。 

当別町で発見された、学術上貴重な資料として、文化財指定とすること

により、今後の保存、活用を図るべく、文化財調査審議会に対し、指定の

可否について諮問するものであります。 

説明につきましては以上です。 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

武岡委員 

 

 

 

寺田委員 

 

 

小林委員 

 

社会教育課長 

 

 

 

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。 

諮問された後の日程について、説明してください。 

 

本教育委員会でご了解をいただけましたら、文化財調査審議会に、文化

財指定の可否について諮問いたします。審議会で、文化財に指定すべきと

判断されれば、その旨を教育委員会に答申し、答申を受けた教育委員会が、

文化財に指定するという流れになります。 

 

諮問に賛成いたします。余談ですが、この化石が寄託されている北海道

大学博物館には、様々なものが展示されていて、とても勉強になります。

土曜教室などで、見学ツアーを企画していただけるとありがたいです。 

 

むしろ、これまで文化財に指定されていなかったことが驚きです。ぜひ

諮問していただきたいです。 

 

文化財指定された場合、化石の保管はどのように行いますか。 

 

化石はとても脆いもので、展示するには、専門の環境を整備する必要が

あります。当別町には保管するための設備がないので、北海道大学に寄託

しているところでして、当面は北海道大学に寄託することとなります。 

 

他になければ、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。 
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 （「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。 

【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４年第１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。 

◆新型コロナウイルス関連 

○小・中学校の感染状況及び対策について 

○町内施設休止等について 

○認定こども園における新型コロナの感染について 

◆学校教育課長より説明 

○スクールバスの事故について 

○令和３年度教育委員会表彰式の挙行について 

◆学校教育課参事より説明 

 ○令和３年度当別町教職員冬季研修会の報告について 

 ○令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

 ○「とうべつ学園」の教育について 

 ○「とうべつ学園」開校式・開校記念式典について 

 ◆社会教育課長より説明 

  ○当別町少年の意見発表会について 

 ◆子ども未来課長より説明 

  ○当別町子どもプレイハウス運営業務委託公募型プロポーザルの 

進捗について 

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和４年２月１６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３時４１分 

 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          当別町教育委員会  教   育   長 

 

                    教育長職務代理者 

 


