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令和４年 第１０回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和４年９月２８日（水） 午後２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、高田学校教育課長、川村学校教育課参事、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

（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（令和４年度９月

補正予算について）、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４頁までをご高覧下さい。 

 本件につきましては、令和４年度９月補正予算でありますが、前回、第

９回教育委員会定例会開催時には補正額の精査が完了していなかったた

め、令和４年８月１９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。 

内容といたしましては、学校建設に係る起債の増額、及び教育委員会が

所管する施設での除雪業務委託費の増額などです。よろしくご審議を頂き

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、社会教育課長から説明しま

す。 

 

ご説明申し上げます。 

議案書では、３頁、４頁をご高覧願います。 

内容につきましては、別記 令和４年度９月補正予算概要説明書により

ご説明申し上げます。 
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社会教育課長 

はじめに３頁の歳入の ２３款 町債 １項 町債 ６目 教育債の、一

体型義務教育学校整備事業債ですが、当初予定していたものより起債充当

率が高く、交付税措置が受けられるものに変更するもので、一般財源を 

１千万円減額し、起債額を１千万円増額しようとするものであります。 

また、交付税措置が無かったものが５０％受けられることになり、２千

万円の交付税措置を受けることができ、町全体の負担としては、２千万円

減ることとなりました。 

次に４頁の歳出の ９款 教育費 １ 項教育総務費、５目 学校給食費

の除雪業務委託ですが、給食センター敷地に係る除雪業務委託において、

労務単価等の改正に伴い３万３千円増額するものであります。 

次に、６目 施設費の財源更正ですが、先ほど歳入で説明させていただ

きました、「一体型義務教育学校のグラウンド整備工事」に係る財源の変

更に伴うもので、関係する歳出の財源更正を行うものであります。 

９款 教育費 ２項 義務教育費 １目 学校管理費の除雪業務委託です

が、学校施設に係る除雪業務委託において、労務単価等の改正に伴い   

１３万２千円増額するものであります。 

学校教育課は以上でございます。 

  

引き続き、社会教育課所管分について、ご説明申し上げます。資料は４

頁の歳出でございます。 

９款 教育費 ３項 社会教育費 ２目 社会教育施設費 のうち、８

万８千円を増額しようとするものです。内容と致しましては、先ほどの学

校教育課と同様、燃料費、諸経費等の増による除雪業務委託の増額による

ものです。対象施設は、当別町学習交流センター、西当別コミュニセンタ

ーが該当施設です。 

以上でございます。 

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。 

【日程第２】 

教育長 

 

日程第２、報告第２号を上程致します。 
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提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第２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。 

議案につきましては、５頁から７頁をご高覧下さい。 

令和４年度 全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に掲載す

る当別町の結果掲載の同意につきましては、令和４年度第９回当別町教育

委員会定例会におきまして、議案第２号 として提案、委員各位の了解を

いただいております。 

北海道に報告する当別町の結果については、令和４年９月１３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。６頁、７頁の別記資料をご高覧ください。 

これまでも、西当別中学校の１校のみの結果を公表することは、「学

力の序列化を目的としたものではない」という調査の趣旨にそぐわない

ため、道教委が公開する「北海道版結果報告書」では、中学校の平均正

答率については公表しない旨の説明をしてまいりました。 

このことから、前回の教育委員会定例会において、「北海道版結果報告 

書」の公表に当たっては、「中学校の平均正答率を除くこと」について

同意を得たところです。 

その際、提示させていただいた資料と口頭説明の中で、中学校の平均正 

答率とともに、平均正答率を基に算定した項目ごとの「中学校のレーダ

ーチャート」を公表しない旨のご説明させていただきました。 

しかしながら、後日「北海道版結果報告書」の原稿作成にあたり、道教 

委から３点において指導がありました。 

１点目は、レーダーチャートの公表は必須であること。２点目は「北海 

道版結果報告書」の公表に当たっては、全体の結果から、「除外される学

校」の結果（参考記録）を合算する形で公表できること。３点目は、平均

正答率は、小学校・中学校どちらか一方のみを掲載しないということには

ならず、その際は、小中ともに掲載をしない形をとること。との指導を受

けました。 

以上のことを改めて整理いたしますと、「北海道版結果報告書」には、 

道教委からの指導を踏まえ、小学校と中学校の平均正答率の数値は公表

いたしません。そして、レーダーチャートは、町内中学校全体の結果を

掲載する形で、公表するよう取り進めまてまいります。 
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さて、レーダーチャートから小学校においては、顕著な落ち込みが見ら 

れます。ただその中でも、国語「話すこと・聞くこと」理科「生命」の

領域で、全国平均正答率に迫ったこと。 

また、中学校においては、国語「書くこと」「読むこと」「情報の扱い 

方に関する事項」理科「エネルギー」「生命」「地球」の領域で、全国平

均を上回る結果となったことは成果となりました。 

質問紙の状況については、教科の結果につながる特徴的な設問について 

取り上げ、掲載しております。 

町としても、９年間の学びの連続性、授業改善の取り組み、家庭学習の 

習慣化等についての支援を示した形で報告をさせていただきます。 

以上です。 

教育長 

 

武岡委員 

 

 

学校教育課参事 

 

 

 

武岡委員 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

 

武岡委員 

 

 

 

教育長 

只今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

小学校の落ち込んだ主な要因がどこにあったのか、わかる範囲で教えて

ください。 

 

両校ともに落ち込みが見られました。学習の定着が難しい状況にあった

ことが要因の一つと考えられます。今後、定着していないことをしっかり

と身に付ける支援を教育委員会としても進めてまいります。 

 

小学校の「理科の指導として、前年度までに観察や実験の結果を整理し

考察する指導を行った」の箇所で、「どちらかといえば、行った」が 

１００％ですが、これは当然やらなければならないものなのに、「どちら

かといえば、行った」というのはどのような理由でしょうか。わかる範囲

で教えていただければと思います。 

 

確認がとれていませんので、確認を進めてまいります。 

 

５・６年の先生は、理科の指導に相当ご苦労されていると思います。先

生方の負担軽減のため、理科の授業のサポート体制をとっていただけると

助かるのではないかと思いますので、強く希望したいです。 

 

他にございませんか。  

 

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
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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 教育委員会教育長の任命につきま

して、提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、８頁をご高覧ください。 

教育委員会 教育長 本庄 幸賢 氏は、令和４年９月３０日付けをも

って、任期満了となります。 

教育長には新たに 三澤 吏佐子 氏を任命することについて、令和４

年第３回当別町議会定例会におきまして、９月１６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４年１０月１日から令和７年９月３０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  只今、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、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 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第４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、９頁をご高覧ください。 

教育委員会委員 武岡 和廣 氏は、令和４年９月３０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４年第３回当

別町議会定例会におきまして、９月１６日付けで議会同意を得ましたの
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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８年９月３０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  只今、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。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第５号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、１０頁をご高覧下さい。 

本補正予算につきましては、本日の、第１０回教育委員会定例会におき

まして、報告第１号として提案、委員各位の了承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、先ほどの説明のとおりです。 

本補正予算につきましては、令和４年第３回当別町議会定例会において

９月２７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、ご審議いただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長  只今、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、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。 
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教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

只今、議題となりました議案第１号 当別町立学校職員の公用車使用に

関する要綱の一部を改正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、１１頁をご高覧下さい。 

本件につきましては、道立学校職員の自家用車の公用車使用に関する要

綱の一部が改正されることから、これに伴い本町の訓令を一部改正するも

ので、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します。 

 

ご説明申し上げます。 

議案書では、１１頁から１６頁をご高覧願います。 

また、議案第１号関連資料として新旧対照表を添付しておりますので併

せてご高覧願います。 

この要綱は、教職員における自家用車の使用に関するルールについて定

めている要綱で、通常、自家用車の公用使用を禁止しておりますが、公用

車が使用できず、他の代替措置が取れない場合、やむを得ず自家用車を使

用することを認めており、対象教職員を小学校の教諭を加えたことによる

一部文言の改正と、令和４年４月に道路交通法施行規則の改正に伴い運行

前の酒気帯びの有無の確認が義務づけられ、１０月１日からアルコール検

知器を使用しての確認がスタートすることから関係する条文及び様式を

改正するものであります。 

教育長 

 

小林委員 

 

学校教育課長 

 

教育長 

只今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

アルコール探知機は、各校に配置されるのでしょうか。 

 

はい、各校に配置されます。 

 

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 
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【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１０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。 

 

◆学校教育課課長より説明 

〇令和４年第３回当別町議会定例会一般質問について    

〇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 

〇英検 ESG とメクビット・学習 e ポータルについて  

〇当別町学力向上プランについて              

〇とうべつ学園開校記念式典について 

◆社会教育課長より説明 

○「当別スウェーデンマラソン 2022」について                   

 ◆子ども未来課長より説明 

  ○令和５年度の認定こども園入園説明会について       

〇子どもプレイハウス利用者アンケートの実施について  

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和４年１０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 ３時１０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 

 


