
令和３年６月定例教育委員会議 会議録

□開催日時 令和 ３年 ６月２３日（水）１３時３０分～１４時３０分

□開催場所 役場会議室

□出席委員 教 育 長 田邊 彰宏 職務代理者 石井 英正

委 員 小倉 弘 委 員 宗像 育美

□教育委員会事務局・関係職員

小学校校長 森 茂 中学校教頭 高橋 充

こども園園長 相座 豊 こども園副園長 大島 朗

教育次長 工藤 正勝

主 幹 小林 美幸 主 任 吉田 智一

□傍聴人 なし

１．教育長挨拶

２．会議録署名委員の指名

□ 田邊教育長 会議録署名委員の指名ですが、石井職務代理者、宗像委員にお願いします。

３．前回の会議録の承認 石井職務代理者、小倉委員、承認

４．報告事項

（１）教育行政報告

（２）幼児・児童・生徒（指導）の状況報告について

（３）各種社会教育事業の取組み状況について

①放課後子どもプランの活動状況について

（４）学校給食会総会について

５ 承 認

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

「社会教育委員の委嘱について」

６ 議 案

議案第１号 中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱（変更）について

議案第２号 社会教育団体への補助金の交付について

７ 協議事項

（１）７月定例教育委員会議の日程について

日時 令和 ３年 ７月１６日（金曜日） １３時３０分から

場所

８ その他連絡事項

（１）令和３年度教科書展示会について

日時 令和３年６月２２日（火）から令和３年 7月９日（金）まで（１４日間）
場所 中頓別町役場 町民ホール

（２）町月間行事予定について

※別紙のとおり

９ その他



４．報告事項

（１）教育行政報告

□田邊教育長 ５月２０日（木）の定例教育委員会以降の教育行政報告いたします。

① ５月２４日（月）14時 30分～新型コロナウイルス感染症に係るWeb会議
○ 14時 30分からWebで宗谷振興局長、教育長、宗谷管内市町村長、教育長、振興局環境
部長、地域創成部長が出席して新型コロナウイルス感染症に係るWeb会議が実施されまし
た。振興局長、教育長、環境部長、地域創成部長から説明があり、それぞれの首長から発言

がありました。感染症対策、住民への周知、病棟の状況、ワクチン接種の状況、経済対策に

係るものでした。ある町は、高齢者の９割が１回目のワクチン接種が終了したこと等情報提

供がありました。

新型コロナウイルスは変異株に移りつつある。名寄や旭川の病棟の状況は厳しい。学校は

全国学力学習状況調査を 27日に控えている。感染対策に万全を期していただきたい旨受け
止めました。

② ６月１４日（月）13時 30分～14時 10分「宗谷教育研修センター維持委員会」Web会議
○ 13時 30分からWebで宗谷教育研修センター維持委員会が、管内教育長、宗谷教育研修
センター所長が参加して開催されました。令和 2年度会務報告、事業報告、決算報告、会計
監査報告が行われ承認されました。

次に議案に移り、報告事項承認に関する件、令和３年度事業計画、会計予算について説明

があり異議なく議決されました。

③ ６月１５日（火）13時 40分～14時 45分 宗谷管内コンプライアンス確立会議

〇 13時 30分からWebで宗谷管内コンプライアンス会議が開催されました。
・教育支援課長

(1) 学校管理下での事故対応について 指針の確認

(2) いじめの対応について 研修の実施（全体・個人） 認知件数ゼロの場合は保護者へ

周知すること。いじめ認知は学校のファインプレーの認識。

・宗谷教育局長挨拶

宗谷管内 不祥事はゼロになっていない。

組織的な学校づくりによる意識改革が求められる。

法令順守の確認、法を守りながら仕事を。

教育課程、働き方改革、会議の時間厳守、日常の小さなことの積み重ね

充実していたなら不祥事は怒らない。

・教職員係長

服務規律の厳正な保持等について、児童生徒に対するわいせつ行為の防止について

教職員と児童生徒との連絡手段に係る調査について

学校事故対応に関する指針（概要版）、取組の流れ、職員の感染防止・拡大防止策説明

・企画総務課長（協議事項について説明）

中小の事例紹介 コンプライアンス・働き方プロジェクトチーム

活力ある学校づくりのための働き方改革

コンプライアンスの確立と組織的なクライシスマネジメントによる信頼の向上

浅茅野小の事例紹介 数値目標の設定 働きがいのある学校を創る「チーム報・連・相」

子どもに向き合う時間の確保、チーム学校の推進

・潮見が丘小（校長）・中央小（校長）・大岬小（校長）・稚内高（校長）・稚内養護（校

長）・中頓別町教育委員会・猿払村教育委員会、からそれぞれの状況や取組について説明

がありました。



本年度の宗谷管内の不祥事事故防止の重点目標

「組織的な学校づくりによる意識改革」～働きがいのある職場環境の構築～

この重点目標を受けて、「わたしの取組」を一人一人提出 近々にデータが配信される

・宗谷教育局長

疎外感と自分よがり（一人よがり、かってに・・・）、組織を共有できない・・不祥事

につながる。組織としてみんなで喜び合う。組織的な成功と力を喜び合う、分かち合う

ことが大切である旨を言及されました。

④ ６月１６日（水）13時 30分～15時 30分定例校長会・教頭会
各種会議報告

(１) 新型コロナウイルス感染症等により登校できない児童生徒等の出席等の取り扱いについて

(２) 令和２年度体罰等に係る実態把握の調査結果および体罰の防止について
(３) 「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応について
(４) 服務規律の厳正な保持等について
(５) 校則の見直し等に関する取り組み事例について
(６) 学校職員の交通違反・事故発生状況について
(７) 学校職員の懲戒処分について
(８) 中頓別町議会第 2回定例会について
(９) その他
イ) 北海道子ども相談支援センターの相談窓口の周知について
ロ) 令和３年度全国学力・学習状況調査 自校採点結果について

ハ) 学校における新型コロナウイルス感染症集団感染事例の主な要因及び対策等について
二) 各種新聞記事について

＜新型コロナウイルス感染症対策について＞

◎ 強い危機感を共有 外出自粛 感染対策の徹底

・ マスク、距離、換気はセット

＜次長所管報告＞

・ 個人情報の保護に係る ICTを活用した教育活動に関する保護者の同意書について
・ GIGAスクールの議会補足説明資料について

＜学校交流＞

・ 小学校、中学校から報告

⑤ ６月１７日（木）第２回定例町議会

相座園長が新教育長として全会一致で同意された。

教育行政報告質問等・一般会計補正予算について

（２）幼児、児童、生徒（指導）の状況報告について
※幼児について相座園長が説明。
６月末で相座園長が退職し、７月１日から後任に大島副園長が園長となる。
６月は、０歳児３名、１歳児６名、２歳児９名、３歳児１６名、４歳児１４名、５歳児１０名。
丹羽建設が毎年交通安全啓発の旗を園駐車場の周りに設置いただいた。
コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を受け、６月５日に予定していた親子遠足を中止。
運動会は６月２６日（土）に実施予定。



※中頓別小学校森校長から、報告

１ 今月の主な取り組みと学校の様子について報告

＜１＞学校行事

① 全国学力状況調査・児童質問紙（５月２７日）について

② オンライン授業・遠隔授業施行（６月８日～１１日）について

③ 学校生活の様子について

④ オンライン研修（５月３１日）について

⑤ 中学校職場体験実習について

⑥ 小中交流会・小中連携委員会について

⑦ 義務教育指導監・指導主事訪問について

※中頓別中学校高橋教頭から、報告

６月（５月１９日～６月１５日）の学校の取組の様子について報告

＜１＞学校行事について

① 職場体験学習について ６月３日(木)
② 前期生徒総会について ６月７日(月)
③ 全国学力状況調査自校採点について

＜２＞生徒の様子について

① 学校生活状況把握アンケートについて

② 部活の取り組みについて（陸上・柔道）

＜３＞その他

【緊急事態宣言を受けて】

① 緊急事態宣言を受けて

② 地域コーディネーターについて

（３）各種社会教育事業の取組み状況について
※田邊教育長から放課後子どもプランの活動状況について説明。

① 放課後子どもプランの活動状況について

・５月の放課後子どもプランは、全日程実施しました。

（４）学校給食会総会について
※工藤次長から、学校給食会総会内容「令和２年度決状況・令和３年度収支予算」について説明。

□田邊教育長 以上、報告事項について説明しました。
ご質問等はありませんか。

◇全委員 異議なし

５．承 認
□田邊教育長 専決処分の承認について説明いたします。
承認第１号 専決処分の承認について

※工藤次長から、専決処分の承認「社会教育委員の委嘱」について説明
社会教育進委員８名、令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの委嘱に
ついて説明。

□田邊教育長 専決処分の承認「社会教育委員の委嘱」について、承認を求めます。
◇全委員 異議なし



６．議 案
□田邊教育長 議案の審議に入ります。
議案第１号 中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱（変更）

について
※吉田主任から中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の
委嘱（変更）について説明。
・町立病院院長交代のため、新院長に委嘱することを説明。

□田邊教育長 中頓別町立小・中学校に係る学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱（変更）に
ついて、議決を求めます。

◇全委員 異議なし

議案第２号 社会教育団体への補助金の交付について
※工藤次長から社会教育団体への補助金の交付に係る、社会教育委委員会からの
答申内容についてついて説明。

□田邊教育長 社会教育団体への補助金の交付について、議決を求めます。
◇全委員 異議なし

７．協議事項

□田邊教育長 協議事項（１）７月定例教育委員会議の日程について

７月定例教育委員会議日程について、令和３年７月１６日（金）

午後１時３０分から開催します。

◇全委員 異議なし

８．その他連絡事項

（１）令和３年度教科書展示会について

日時 令和３年６月２２日（火）から令和３年７月９日（金）まで（１４日間）

場所 中頓別町役場 町民ホール

（２）町月間行事予定について


