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平平成成 2299 年年度度  第第３３回回定定例例((６６月月))教教育育委委員員会会議議  会会議議録録  

 平成 29 年度第３回定例教育委員会議が、平成 29 年６月 16 日(木)午後１時 55 分に教育長

室に招集された。 

議 事 日 程 

第１ 開 会                                                    午後１時 55 分開会 

第２ 教育長挨拶 

第３ 平成 29 年度第２回議事録の承認             ・・・・・・・・承認 

第４ 教育長活動報告(別紙資料) 

第５ 審議事項 

１ 第２回定例村議会上程案件について                ・・・・・・・・ 承認 
 

第６ 報告事項 

１ 小学校児童の事故報告について                   ・・・・・・・ 承認 
２ サハリン州訪問結果等について                   ・・・・・・・ 承認 

 

 

第７ 活動計画 平成 29 年 6 月 17 日(土)～7 月 27 日(金)までについて  ・・・・・・・  了承 

第８ 協議事項 

  協議第１号  第 54 回北海道市町村教育委員研修会について       ・・・・・・・   了承 

協議第２号  校長会主催「平成 29 年度第１回親睦パークゴルフ大会」について ・・・・   了承 

協議第３号  次回教育委員会議の開催について              ・・・・・・・   了承 

 

第９ その他  

第９ 閉 会 

                                       午後２時 45 分閉会 

 

 

 

議事録署名委員                                  

                                                

議事録作成職員   教育次長 阿部 孝好  

  

0384Abe
タイプライタ
原本署名済
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第第３３回回定定例例((６６月月))教教育育委委員員会会議議出出席席者者名名  

〔出席委員〕  教 育 長 職 務 代 理 者       藤 本   霞 

              委 員      玉 田   將 

              教   育   長      眞 坂 潤 一 

〔欠席委員〕  委     員      川 谷 常 夫 

委     員      宮 川   哲 

〔出席職員〕  教 育 次 長      阿 部 孝 好 

〔欠席職員〕  教育次長補佐      小 俣 孝 範 

       給食センター所長      西 口 亮 一 

○阿部教育次長：時間前なんですけれどもお揃いなので始めてもよろしいでしょうか。それでは平

成２９年第３回猿払村教育委員会議これより開催したいと思います。まず開催に当たりまして、

教育長より一言ご挨拶申し上げます。 

○眞坂教育長 ：お忙しいところ御苦労さまでございます。先日は教育委員学校訪問に大変お忙し

い中ご出席をいただきまして、ありがとうございました。受けていただいた学校に関してはです

ね、運動会が悪天候のためその前の日曜日に実施できないところが多くて運動会前の非常に学校

としては忙しい中を訪問してしまう形になりました。結果、十分に普段の授業内容や運動会の練

習等が盛り込まれたりして普通の授業もなかなか見えないということがあったんですけどもま

た秋にもう一度実施した際にはしっかりと授業の様子なんかもまた、見たいものだなと考えてい

ます。それからちょうど、玉田委員さんが病院に掛かられている時、◯小の◯年生の女の子か。

給食の準備中にバッカンのオカズを被ってしまって火傷をしたと。今は稚内市立病院に転送にな

るといったようなことです。若干やっぱり火傷されているという点で皮が剥けているという状況

もあるような情報もいただいています。結果が分かり次第また学校からまた経過の報告があろう

かと思います。残念なのですけどもバッカンをもって運ぼうと思った瞬間にちょっと貧血を起こ

して転んでしまった。それで被ってしまっているんです。急な出来事だったので、先生方も対応

できなかったということでございました。そういった事故を１軒ありましたので、ここで挨拶の

中でご報告させていただきました。今日はこのあと審議事項と報告事項とあります。次長から説

明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします 

○阿部教育次長：続きまして平成２９年度第２回議事録の承認です。先日郵便の方で議事録のほう

についてはお配りさせていただいております。その中で、修正等必要な部分はありませんでした

か。よろしかったですか。 

○出席委員  ：はい。 

○阿部教育次長：それではこれより署名をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします 

○出席委員  ：   ≪順に署名≫ 

○阿部教育次長：続きまして４番の活動報告を行います。教育長より行います。 

○眞坂教育長 ：それでは資料１、ちょっと説明さしあげます５月２６日から本日までの教育委員

会に関する行事、活動、について報告させていただきます。５月２６日宗谷管内の教育委員連絡

協議会の役員会と総会ありまして、藤本委員、それから私と宗谷合同庁舎の方へ出席してまいり

ました。それから 5 月２７日と２日間でファイターズ杯の少年野球大会、全道大会は札幌ドーム

で行なわれる大会の宗谷支部予選がありましたけれども決勝だけ残して、この日は雨のため終わ

っております。決勝戦が６月１１日に稚内少年野球少年団と村の少年団と、決勝戦があったです

が、残念ながら村の少年団負けてしまいまして稚内少年団が全道大会に出場ということで決まっ

ております。それから５月２９日ですけれども、宗谷教育局の各市町村教育委員会訪問がありま

して局の次長ほか３名が役場に来ました。主な内容ということでは来年の教職員人事に関わって

教頭職で大幅に不足すると。このままだと。教頭の欠員が生じるかもしれないと、大変危機感を
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持っておられまして何とか宗谷管内で教頭職を受ける年齢に達した先生方のための研修を今年

新たにやりたいという局のお話がありまして今月末に、まずはそれぞれの市町村でミドルリーダ

ーと我々言っているですけど、そういった先生たちを集めてまず市町村ごとに研修１回やってく

ださい。で最後は稚内でまとめの研修をやると。それが７月の１２日ということで予定がされて

おります。まずそれのお願いという形で局の次長さんが見えられたという形です。それから５月

３０日に拓中の日曜日から伸びました体育祭が開催されております。少し風があって寒かったん

ですが子ども達元気に各競技をこなしていらっしゃいました。それから、その日の夜には生涯学

習講演会ということでタレントの稲川淳二さんを講師に開催いたしました。久しぶりに１００人

を超す大体１５０人ぐらいの聴衆の方が村内外、稚内だとか結構近隣の市町村からも何名かいら

してくださいました。１５０人ほどの聴衆で、大変飽きさせない、さすがだなと。語り口で１時

間半喋っていただきました。それから５月３１日の日に稚内の中体連で今年はバレー部の全道大

会が稚内市で開催されます。それの会場校、当番校ということで、稚内東中学校の校長先生が見

られまして、全部で５会場の大会を行うと。大会運営にバレーボールのそれぞれ中学校の部員を

何とか派遣をしていただきたいという要請に参りました。以前２年前には軟式野球がやっぱり稚

内市で全道大会があったときもうちの中学校の野球部の手伝いもいたしましたので、それは何と

かなるということでお答えをしたところです。今年、うちの中学校のバレー部強いと聞いていま

すので、おそらく大会のほうに宗谷代表で進む形になってくれるんじゃないかなという予測はし

ているのですが、大会出場チームには大会運営には関わらなくてよいといいという決まりだそう

で、もし代表にならなければ、手伝いをお願いしたいということでございました。それから６月

２日の日には臨時校長会議を招集しております。教育局でお願いに回られましたミドルリーダー

研修の関係で、開催日を決定するため校長先生に急遽お集まりをいただいて、会議を設けており

ます。それから、６月４日に浅茅野小学校の運動会。大変先日までの雨でグラウンドではできな

かったですが、体育館で実施されました。私も出席しております。体育館でやったんですけど一

般の方も競技を含めて、私も楽しませていただきました。それから６日、７日と教育委員の学校

訪問を実施しております。１日目が浜鬼、知来別。２日目は浅茅野、鬼小、拓中ということです

べて回っております。７日の日には４日から伸びました知来別小学校と浜鬼志別小学校の運動会

がありました。割と天気がよかったそうですね。この日は。無事開催できております。それから

６月８日です。８月の３０日に予定されています東京フィルハーモニーの交響楽団公演。前段で

拓心中学校の生徒に対してワークショップということでこの日ボディパーカッションといって

体を叩いて音を出すというものを本公演でもやるようです。その練習を一緒にしたりですとか、

曲に合わせて作詞をして、それを当日歌って発表したりと、そういうような作業をこの日拓中生

徒とともに楽団員の７名で作業しておりました。それから６月８日の日にはちょっと今回の６月

補正の関係でスキー場も線路整備の関係、ちょっと、まとまった金額がかかるもんですから、事

前に議会とも打合せをいただいております。工事の内容等の説明を私と次長でしております。翌

日午後からは１時半から議会の総務経済常任委員会が開催されて、同じ内容で議員全員の方に説

明をしたところです。それから９日の夕方にはバレーボール少年団が先日予選大会が稚内市であ

りまして、優勝できなかったのですけど、２位、準優勝されて準優勝チームまでが全道大会に出

場するという決まりになっているそうで今月の２４日２５日、稚内市で開催されてる全道大会に

うちのバレーボール少年団が出場するという報告に見えられております。この全道大会に出場す

るに当たっては大会参加料、それから当日の栄養補給費等の補助、助成をする予定になっており

ます。それから６月１０日です。稚内コルサコフ定期航路の視察乗船ということでうちの阿部次

長とを中山総務課長と二人参加をいたしました。ツアーになっていまして大体２０名ほどのツア

ーの方々が６月１０日に出発して本当は１２日に帰ってくる予定だったのですけど１日伸びま

して１３日の火曜日に無事帰ってまいりました。あとで詳しい報告があると思いますので、詳し

くは省略させていただきます。それから６月１２日です。宗谷管内の、１２日ではないですね。

１０日ですね。管内の社会教育委員の研修会が土曜日、１０日の誤りです。１時半から役場の交

流センターで開催されました。管内の全市町村から３５名の社会教育委員と担当者が出席をいた

だいて研修会が開催されております。今回は９月の１１日から１３日に札幌市で全国の社会教育

委員の研修会を開催されるということで、その分科会をそれぞれの管内の社教委員さんの会で分

科会を１つ持つというふうになっているそうで、宗谷にも、１分科会が割り当てられたというこ

とでの方法だとか、会議の持ち方等の研修をこの日半日びっしり行っております。それから、月

曜日には、毎年実施されている学校経営指導訪問ということで教育局の指導監が各学校を訪れて、



4 

授業を見て気に付いた点について学校長、教頭との懇談を行うということで今年１回目の指導訪

問がされております。私も同行をしております。１２日は知来別、浜鬼、志別の２校を実施して

おります。来週月曜日には鬼小と拓中、それから２１日には浅茅野小学校がそれぞれ予定されて

おります。それから１４日に鬼志別もやっと運動会ができましたけど風が強く非常に寒かったで

す。でも、子ども達は一所懸命元気に頑張っておりました。そして本日１時から校長会議を今も

行っております。この教育委員会議ということで今日までの活動についての報告とさせていただ

きます。 

○阿部教育次長：続きまして５番目の審議事項に移りたいと思いますけども、審議事項として１つ

です。第２回定例村議会上程案件ということで、資料２と右上に資料番号をふっております。そ

ちらをご覧いただきたいと思います。６月２７日から２９日の３日間の予定で村議会が開催され

ることとなっております。そちらの方に提案する教育委員会関係の案件についてまとめましたの

でご報告したいと思います。まず１番目としまして、猿払村体育施設等条例の一部を改正する条

例の制定について、こちらのほうは前回の教育委員会議の方で御説明させていただいております

ので、すでにご承知かと思うんですけども旧役場庁舎であります。郷土資料館につきまして、条

例の規定から削除するという内容となっておりますので、改正の資料につきましては割愛させて

いただいております。２番目の平成２９年度一般会計補正予算第４号に計上しております、教育

委員会関連の予算について御説明したいと思います。まず、その総務係関係の予算についてです。

教育費、教育総務費、事務局費の中にあります共済費及び使用料及び賃借料について増額の補正

を行っております。共済費につきまして２，０００円ということで外国語指導助手の共済費、健

康保険料なのですけれども率の改定がありましたので増額の補正を２，０００円行っております。

でもう一つ同じ事業の車両借り上げ料ということで基本的にはＡＬＴは中学校に席を置いて英

語指導をしている授業を行っていただいているのですけれども毎月結構な回数で、各小学校にて

英語の指導、授業の中で英語指導を行っていただいております。その中で教育委員会の車を使用

したりということで、行なっていただけるんですけどもなかなかやっぱり公用車の数も少ないと

いうことで車の調整に苦慮していたところなんですが、自家用車を借り上げいたしまして頻度よ

く行けるようにということで予算を計上させていただいております。続きまして表の中段になり

ます。小学校費の学校管理費です。共済費、こちらも１，０００円増額ということで、こちらは

浅茅野小学校の事務職員の関係なのですけども、同じく健康保険料の改定がありましたので、増

額をさせていただいております。続きましてこちらは小学校費とあるんですけども、これは教育

費の中学校費の誤りとなります。申し訳ありません。学校管理費で臨時補助教員の共済費及び賃

金を増額計上させていただいております。年度当初におきまして、人員が決まっていなかったこ

ともありまして、最低限の予算措置しか行っておりませんでした。半年分の人件費しかいて見て

いなかったんですけども今拓心中学校に、１名補助教員ということで採用しております。残り半

年分の予算について増額さていただいて、１年間分の人件費、こちらの共済費と賃金ということ

で計上させていただいております。裏面になります。こちらの方は社会体育係関係の予算を１枚

にまとめております。まず教育費保健体育費の保健体育総務費となります。１９は負担金補助金

及び交付金で１６万２，０００円の増額計上となっております。こちらは補助金ということで、

体育協会への補助金なのですが市町村対抗野球大会ということで、毎年１回各市町村持ち回りで

開催されている野球大会に猿払村のオール猿払ということで選手を選抜して１チームを構成し

て派遣しております。ことしの開催地は利尻富士町ということで離島での開催ということで、ど

うしても宿泊費及びフェリー代かかってしまうということがあります。そちらも全額出場選手に

負担させるということにもやはり選抜チームを構成して派遣する以上、そうはならないだろうと

いうことで、体育協会の方に派遣旅費相当額について増額をさせていただきたいと思っておりま

す。続きまして教育費保健体育費の体育施設費となります。こちらはまず需用費ということに７

５万円、５月１９日、一月前になろうかと思いますが大変な強風で、村営球場のせっかく毎年こ

のぐらいの予算を計上さしていただいて土を購入して内野に入れていたんですけどもせっかく

年度当初に購入していれた土が風ですっかり飛んでしまってもすっかりなくなってしまってい

ます。新たに土を購入する予算を計上させていただいてまた、同じくらいの量を土を入れたいと

いうことでの予算計上となっております。１５の工事請負費８８０万につきましては前回の教育

委員会議の中で説明させていただいたスキー場の改修の工事費も予算を計上させていただいて

おります。リフトの線路上のですね傾斜の改善と、ジャンプ台の土台用の造成ということで説明

させていただいてるんですが、予算計上させていただいております。以上が６月定例議会に提案
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させていただく案件の内容のご説明とさせていただきたいと思います。中身につきまして１度御

説明させていただいているかと思いますのでことらは報告という形でよろしいですか。 

○出席委員  ：はい。 

○阿部教育次長：ありがとうございます。それでは続いてこちら６番報告事項に移りたいと思いま

す。資料３と書かれている資料をご覧いただきたいと思います。先ほど教育長の挨拶で事故報告

が１件あったんですけども、こちらは先月に発生した事故の関係の報告書という形で、小学校の

方よりありましたので教育委員の皆さんに詳細をご説明したいと思います。◯◯小学校で、１件、

授業中に起こってしまった事故となります。負傷した児童につきましてこちらに名前を記載させ

ていただいているんですけども、◯年生の男の子です。国語の授業中にちょっと火傷をしてしま

ったということで、なぜ理科ではなく国語の授業でというところもあるかと思うのですけども、

フラスコを煮立てて葉っぱの匂いを体験しようというような実験を行ったようです。その中で実

験の方法が良くなかったということです。簡単にいうと、密閉した容器に水を入れて煮立ててし

まったら、当然水蒸気で膨張して蓋が飛んで、それで水しぶきを顔に浴びてしまったということ

でかるい火傷を負ってしまったということでここの国保病院にかかったあと、稚内の市立病院の

眼科を受診して、一応その後視力の低下だとか、そういった大事には至らなかったんですけども

軽いやけどをしてしまったということでありました。結果的にそちらの方はそもそも内容という

か、やっぱり人為的なものが大きいということで校長の方にも事故の報告を受けたあとにすぐ行

きまして内容を明らかにしていただいて、やはりちょっと安全管理上に問題のあったということ

をこちらの方からも指摘させていただいております。その後の対応につきましても、保護者の方

に謝罪とこの事故の経緯についても文面で、この学年の保護者の方全員にお配りさせていただい

ております。今後はやり方も含めて学校のほうでは十分協議するということで、同様の事故は恐

らくもうないのではないかというふうに考えております。１件こういった事故も起こってしまっ

たということで、御報告させていただきたいと思います。先ほどの教育長の方から挨拶の中で給

食の準備中に事故があったということについては、本当に先ほど起こってしまったばかりの出来

事ですので次回の教育委員会議の中で、このような形で詳細について御報告させていただきたい

と思います。２番目のサハリン州の訪問結果についてです。私が行って参りましたので、資料も

簡単につくりましたので報告したいと思います。資料４の１と書かれているものと４の２という

ことで写真です。必要な部分抜粋して作成しましたのでご覧いただきたいと思います。復命書の

方は文字を長々と書いておりますのでこちらは詳しい資料の説明は割愛させていただきます。結

論からいいますと、心配されていた船についてです。小型の船ということで、写真も一番最後の

ページにあります。写真で人と船を横から移した写真があるかと思います。見たらほんとに小さ

い船だなというのが正直な感想です。１枚目に船内の写真を撮っております。今までのフェリー

からすると大分小型で正直のった瞬間大丈夫かなという印象も思ったのですけれども、この椅子

もプラスチック製ではなくてちゃんと布を張ったすわり心地はそんなに悪くない椅子でありま

した。リクライニングしないので横になりたいということができないのが残念かなと思っており

ます。このちょうど席の後ろあたりに船酔いした方が横になれるスペースは一応設けてありまし

た。ただ全員が横になれる状況ではなかったなという印象です。２枚目３枚目は１階の船室です

ね。この上にまた同様なぐらいの船室がありますので、ちょうど定員７０人ということで３０人

位づつが１階と２階に分かれて乗るようなイメージかなと思います。ちょうどこの日は波がほと

んどなく、おかげでさほど揺れなかったというか、印象としてはやっぱり大きく揺れることは少

ないんですけども、小さな揺れは当然ずーっと走っいてる最中ありました。ただ酷い酷いと大騒

ぎするほど事前に聞いてたような、揺れて揺れてどうしようもないような乗り心地ではなかった

というのが私の印象です。確かに波が高いときは結構ゆれるのだろうなという心配もあるんです

けども２．５メートル以上の波で航行は中止するということになっているようです。大体１メー

トルぐらいの範囲の波であれば使用には耐えうるんじゃないかなと思っております。ただ車だと

かバスだとかで常時車酔いするような、ちょっと自信がないという子についてはちょっと正直厳

しいのではないかなという印象を持っております。向こうに行って、実際には観光ツアーに便乗

させていきましたので着いた次の日と、３日目についてはユジノサハリンスク市内とホルムスク

市内まで行って、町の視察をしてきました。２日目の午後から自由時間がありましてオジョール

スキイ村を訪問しまして、簡単な打ち合わせを行ってきております。８月４日からの４泊５日の

日程の中で、猿払村にいらしてくださいということでお話をして、喜んで行かせていただきます

と。向こうの担当者の方そして今回訪問団としてこられる団長さんの方ともお話をしてきており
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ます。団長さんについてはオジョールスキイ村に設置されている文化会館の館長さんをやられて

いる女性の方なんですけども、３年前にも訪問団の中でいらした方です。今回初めてではなくて、

前にもきたことのある方が団長さんとしていらっしゃいます。ということで本当は６月３・４・

５日の予定で行ってくるはずだったのですけども、それが悪天候のため欠航ということで、ツア

ー自体が一週間延期となりまして、６月１０日から２泊３日の予定だったんですけども、諸事情

で１泊へ延びてしまって、３泊４日の旅ということで私と総務課長の２名でサハリン州を訪問し

てきましてこの定期航路の新しい船でありますペンギン３３という船の乗り心地を確かめて参

りました。前のアインス宗谷の船を使っていた頃に比べると、やはり同じようにはとはいかない

のですけれども私と中山課長の印象としてはこれ位の状況であれば学童交流の交通手段として

ふさわしくないということではなくて、これを利用できるのではないかという印象を持っており

ます。ちょっとたまたま日刊宗谷に取材を受けましてそのような発言をしまして、ちょうど結構

大きく載ってしまったのですけどもそのような形で報道もされております。一応こちらの方は村

長が札幌の方に出張中でこの報告をしてはいないのですけれども、帰ってきたらそのようなこと

を含めて、まず今年、来年以降この船を使って学童交流を継続していきましょうということをお

話ししたいと考えております。 

○藤本委員  ：今のところは天候が不順ですものね。時化てきたら大きいのですよ。 

○眞坂教育長 ：そうですね。長く続きますね。 

○藤本委員  ：時化が長くて凪が短い。その時期はいいと思いますけど。 

○阿部教育次長：去年も欠航したり、予定してた船が出なかったということ２本に１回止まったと

かそのようなことは無かったみたいなんですね。欠航は何度かがあったみたいなんですけども、

就航率としてはそんなに中止にはなっていないということのようです。 

○藤本委員  ：４時間位で行くのであればね。 

○阿部教育次長：新聞にもちょっと書かれていましたが、今までは５時間半が４時間になりました

ので、意外とあっという間に着くなという印象はありました。ちょっと居眠りしてしまったらつ

いてしまうくらいの、そんな時間でした。その面ではちょっとよかったなと思ってます、５時間

半の頃はなかなか着かないなと感じていましたけども、前のフェリーに比べると欠航だとか順延

の可能性は高いのかなと思いますので、対応をきちんとしていかないと駄目かなと思っておりま

す。おそらく乗客が１人２人とかであるとやっぱりちょっと波が出てくると中止にするのかなと

いう予測があります。ただ、学童交流ではお互い２０人づつ行きますので。こちらは８月の４日

からですので、もう２月切っておりますので準備をしていきたいなと思っております。これまで

質問等ありますか。いかがでしょうか。よろしいですか。 

○出席委員  ：   ≪ありません≫ 

○阿部教育次長：ありがとうございます。それでは次第の７番、活動計画について私から資料の５

番、１枚ものを使ってご説明したいと思います。明日から次回の教育委員会議会の予定となって

おります７月２７日までの予定をまとめさせていただきました。まだ来月の委員会議の中では実

績として増えてくる部分があろうかと思うのですけども、今把握している予定をまとめておりま

すのでご了承いただきたいと思います。まず、６月１７日、土曜日です。道北中学校野球大会と

いうことで、音威子府村で開催される野球大会があるんですがこちらに拓心中学校が出場する予

定となっております。稚内市で、明日札響の公演があり、中学生と小学生が招待を受けておりま

す。浅茅野小学校と児童と拓心中学校の文化部の方たちがこちらに参加する予定となっておりま

す。主要なところをかいつまんで説明したいと思います。６月２８日水曜日から、宗谷管内の特

別支援学級の校外学習宿泊合同活動。通称猿払実習と呼ばれているものが開催されます。老人憩

いの家を宿泊場所として２泊３日の行程で猿払村漁協さんの協力をいただいて総合加工場の方

で製品の箱づくり体験などを実施する予定となっております。２９日、この猿払実習の２日目に

あたりますが夕食会ということで２泊目の夕食について教育委員会の方でお手伝いしたいとい

う部分がありまして、昨年から実施しているんですけども子供たちに焼き肉だとかホタテ焼だと

かを提供して応援してあげようということで昨年度から実施しております。２９日の６時から夕

食会ということで、さるふつまるごと館で実施をいたします。６月３０日につきましては村内小

学校の陸上大会が鬼志別小学校のグラウンドで開催されます。翌日の７月１日には村営球場でス

タルヒン杯の少年野球大会が１日２日の２日間の日程で開催する予定となっております。７月３

日水曜日から、私なんですが、札幌で研修に参加するため不在にいたします。７月９日。日曜日

です。夕方１８時からなのですけども、交流センターで村民音楽会ということで中国の二胡とい
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う楽器の演奏会を開催いたします。翌日の７月の１１日には北海道教育委員研修会ということで、

御案内差し上げておりますが皆さんに出席いただけるということで報告いただいております。札

幌市の方に１０日に移動をしたいと思っております。後ほど詳しくちょっと別に議題を設けてお

りますのでこの内容については後ほどお話ししたいと思います。７月１１日がこの教育委員研修

会の開催日となっております。その週末にはさるふつ観光まつりの前夜祭と本祭りが開催される

ということになっております。７月２１日に保健福祉課の方と合同で実施しております、高齢者

運動会をスポーツセンターの方で実施いたします。そうなると、各小学校その日から終業式とい

うことで夏休みに突入するということになっております。７月２２日、内灘町民夏祭りというこ

とで、石川県の内灘町で開催されるお祭りに今年も猿払村の職員３名が参加する予定になってお

ります。教育委員会の方から給食センターの中川管理栄養士がお手伝いということで、３名職員

行きますがそのうちの一人として参加する予定になっております。７月２５日、ジュニアスイミ

ングスクールということで小学生を対象とした水泳教室を村営プールで行います。７月２７日に

教育委員会議ということで、第４回目になろうかと思います。教育委員会議を開催予定としてお

ります。活動計画については以上としたいと思います。 

○藤本委員  ：７月２５日の水泳教室ですか。村営プールとありますけれども、ここのプールで

すか？下のほうは良くなったのですか？でこぼこになっていた。 

○小俣次長補佐：中ですか。 

○藤本委員  ：中です。泳ぐプールの。 

○眞坂教育長 ：去年ちょっとなってしまいましたね。 

○藤本委員  ：プールをなんとかと、一生懸命頑張ったけれどもね。 

○小俣次長補佐：水夢館で行っていたんですが水夢館に行くのはよいのですが現実的に正味水泳で

きる時間がほぼなくて、向こうのカリキュラムに合わせるとわずかな時間でしかできないという

ことでなかなか２・３日の中では覚えきれないということもありまして今回は指導員に来ていた

だいて移動の時間を少しでも泳ぐほうに向けようということで、ここで開催する予定としました。 

○阿部教育次長：今プールも開設に向けて、振興公社の方に管理は委託をするんですけども、準備

の方も徐々に始めていますので。よろしいでしょうか。それでは、協議事項に移りたいと思いま

す。先ほどの活動計画で５２回ではなくて５４回が正しい開催回数ですね。第５４回北海道市町

村教育委員研修会についてということで、資料６番をごらんいただきたいと思います。まず資料

６の１ということで研修会に参加する行程表を私のほうで考えてみました。６－２については研

修会当日の予定表となっております。こちらで確認したいと思うんですけども、参加者につきま

しては教育長ほか教育委員の４名の皆さん全員が参加いただけるということで、私も同行いたし

ますので、教育委員会のハイエースで向かいたいと思います。鬼志別を１３時に出発してという

ことで宮川委員から藤本委員、川谷委員、玉田委員ということで順に自宅の方に廻って移動した

いと思っております。時間的に、２回ほど美深と砂川あたりがちょうど良いのかなと思っており

ます。休憩してちょっと遅いかなと思うのですけども１８時半札幌に到着と。ホテルにチェック

インをしてその後、夕食とれればと思っております。で７月１１日につきましては９時４０分か

ら研修会の受け付け開始ということでありますので９時半ころホテルを出発して研修会の方に

参加ということで考えております。昼食についは会場であっせんされているお弁当を購入して済

ませたいと思っております。１５時半までの研修会の予定となっておりますので、終了後はホテ

ルへ移動して宿泊と。翌日の８時半ホテルを出発して、大体明るい時間のうちに帰ってこれれば

良いかなと思っております。下段の方には旅費の支給内容を記載させていただいております。宿

泊と日当それで２泊３日ということで支給されるんですけども、宿泊代とお弁当代についてはこ

ちらの方から引去りをさせていただいて残りの現金をお渡ししたいと思っております。支払の方

は私の方で一括して行いたいと思っております。研修会の開催概要ということで資料６の２をつ

けさせていただいております。こちらの方はごらんいただいて確認いただきたいと思います。こ

の研修会の行程なのですけども、以上のような時間帯でよろしいでしょうか。 

○出席委員  ： ≪はい≫ 

○阿部教育次長：特段なければ、このとおりとしたいと思います。この前の週に私札幌に出張で行

っているものですから、一回戻って来てまた行きますので、月曜日の午前中には役場に出ていま

すので、朝のうちに１回ちょっと予定通り迎いますのでということで御一報入れてから時間にな

ったら出発したいと思います。よろしくお願いします。途中立ち寄りたい場所だとか用事があれ

ば言っていただければ可能な限り対応したいと思います。よろしくお願いします。それでは協議
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事項の２番目です。校長会主催で平成２９年度第１回親睦パークゴルフ大会についてということ

で、資料７番をご覧いただきたいと思います。校長会の方から、昨年度も実施されていましたパ

ークゴルフ大会ということで、校長会と教育委員の方々と親睦のパークゴルフ大会を開催したい

ということで７月の１日と土曜日の９時半からということで、猿払村のパークゴルフ場、さるふ

つ公園のパークゴルフ場になろうかと思います。こちらにぜひご参加くださいということの御案

内が来ております。今、多分お話しするは初めてだと思いますので、出欠の確認を後日電話でさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。最後の協議事項となりま

す。次回教育委員会の開催についてということで特段何もなければ予定どおり７月２７日の１４

時からということで開催したいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。 

○藤本委員  ：玉田さんは大丈夫ですか。 

○玉田委員  ：７月２７日日ですね。確認します。 

○阿部教育次長：用意した議題は以上となります。委員の皆さんから何かございますか。 

○出席委員  ： ≪ありません≫ 

○阿部教育次長： ありがとうございます。これで今回の教育委員会議を閉じさせていただきたい

と思います。今日ちょっと２名の委員さんが最初から欠席したいということで延期も考えたので

すけど、来週お祭りだとかいろいろと行事があるということで、なかなか日程とれませんでした

ので欠席された川谷委員さんと、宮川委員さんには私から今日の議題は説明をさせていただきた

いと思っております。それではこれで終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

≪終了≫ 


