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令和４年第２回仁木町教育委員会定例会会議録

令和４年２月 21 日、仁木町役場｢委員会室｣において、第２回仁木町教育委員会定例会

を開催。

●出 席 委 員 岩井教育長、関井委員、関委員、渡委員

●会議に参与した者 奈良次長、濱田主幹

岩井教育長

全員

岩井教育長

関井委員

岩井教育長

奈良次長

関井委員

岩井教育長

関井委員

岩井教育長

全員

岩井教育長

午前９時 45 分、開会を宣言。出席者は教育長及び教育委員３名であり、

過半数に達しており、会議は成立した旨を宣する。

日程第１、会期決定を上程。会期は、本日１日限りとする旨を宣する。

日程第２、会議録承認を上程。

異議なきかを問う。

なし。

日程第２、会議録承認について承認する旨を宣する。

日程第３、教育長事務報告について上程。

議案により 28 件について説明。

質疑なきかを問う。

コミュニティスクールについて何か意見は出ていたのか。

校長会では意見は出ておりません。地域の説明会に入った段階では、コ

ミュニティスクールの関係はいつ出来たのかということは言われました。

校長会で話したのは、今年度開催しますかという確認をさせていただい

ただけです。

子育ての拠点のことについては、議員さんから何か意見は出たのか。

今回説明があったのは、まず事業計画として令和４年度の実施というこ

とになりましたが、竣工が令和５年度にかかりそうだという内容と、事業

費が大体 13 億円程度かかりますということで、特段意見というのは出て

いませんでした。

建物の中身についてなどではなかったのか。

屋根の雪はどうなるのかという、そのような部分での意見は若干ありま

したが、大きな変更点になるような意見はなかったと記憶しております。

他に質疑なきかを問う。

なし。

日程第３、教育長事務報告について承認する旨を宣する。

日程第４、報告第１号 体罰に係る実態把握に関する件について上程。

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。
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全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

関井委員

奈良次長

関委員

奈良次長

岩井教育長

異議なし。

本件は、秘密会として取り扱うこととします。

～秘密会により割愛～

日程第５、議案第１号 仁木町外国語指導助手任用規則の一部を改正す

る規則に関する件について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第５、議案第１号 仁木町外国語指導助手任用規則の一部を改正す

る規則に関する件について承認する旨を宣する。

日程第６、議案第２号 令和３年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

８号）のうち、教育費に係る意見聴取に関する件について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第６、議案第２号 令和３年度余市郡仁木町一般会計補正予算（第

８号）のうち、教育費に係る意見聴取に関する件について承認する旨を宣

する。

日程第７、議案第３号 令和４年度仁木町教育行政執行方針に関する件

について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきかを問う。

仁木町の給食費は管内の平均より高いのか。

後ほど別冊資料で説明させていただきます。

英語の学力向上について、読む聞くはあるが書くはいらないのか。

英検ＩＢＡの場合２技能になります。正式な英検は読む、聞く、書く、

話すの４技能が必要になりますが、この英検ＩＢＡについては北海道でお

金を出してくれるので、学校の授業で受けさせているということで、これ

を仁木町としても取り組んでいきたいということです。本当であれば全員

に英検を受けさせることが出来れば良いですが、金額がそれなりに高いの

で、そのような町もありますが、今のところはこのような形で取り組みを

させていただいているという内容です。

執行方針自体は例年大きく変わっている部分はありませんが、今年度は

小中一貫教育の関係での取り組みを少し入れながら、その辺の取り組みを
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全員

岩井教育長

奈良次長

赤石係長

濱田主幹

佐藤係長

岩井教育長

関委員

奈良次長

濱田主幹

関委員

佐藤係長

行っていきますということと、コロナの関係でＩＣＴの関係の整備は終わ

りましたが、それを活用しながら臨時休業などに対応した取り組みを行っ

ていきたいということで、今回、追加で書かせていただいているという内

容になっております。あとは今年度、銀山地区に光ファイバーが整備され

るということで、既に仁木地区は小中学校ともに光ファイバーが直接接続

になっていますが、来年度銀山地区においても同じような取り組みで、高

速回線も使える状況にしていきたいという内容での執行方針になっている

ということで、ご理解いただきたいと思います。

他に質疑なきかを問う。

なし。

日程第７、議案第３号 令和４年度仁木町教育行政執行方針に関する件

について承認する旨を宣する。

日程第８、議案第４号 令和４年度余市郡仁木町一般会計予算のうち、

教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について上程。

事務局に説明を求める。

別冊資料により説明。

学校給食共同調理場について別冊資料により説明。

総務学校教育係の予算要求書について説明。

生涯学習係の予算要求書について説明。

今年度教育委員会の予算としてかなり増えていますが、その大きな要因

としては町民センターの空調が古くなって、役場も全部一斉に替えましょ

うということでの予算が１億 1,700 万円ということになっております。あ

とは大体例年並みの予算が付いたということになっているところでござい

ます。学校教育の方では来年度は仁木中学校の実施設計と、銀山小中学校

の基本構想ということで、学校の配置をどうするのかというところから始

めていきたいということでの予算取りをしているところでございます。

現在スクールサポーターはいるのか。

年度当初は２人いましたが、今は仁木小学校に１人だけです。これにつ

いては北海道の費用なので、こちらの経費には載ってきていません。

来年度も要求はしますが、特に銀山地区の方は人が来るかどうかわかり

ません。人が来るならお金は北海道から出るので、北海道に申請して、お

金が出ることになればお願いするという形です。

子ども体験塾の女子サッカー観戦は、何か繋がりがあって女子サッカー

なのか。

先日本町に、ノルディーア北海道という女子サッカーの、プロの一部リ

ーグを目指す方たちが来庁してご挨拶をいただいた中で、地域との繋がり

なども含めて、町長を含めた話し合いをいたしました。本町からも、仁木

町の子どもたちに新しいスポーツを見ていただきたいという思いもありま
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岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長

岩井教育長

関委員

岩井教育長
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岩井教育長

全員

岩井教育長

関井委員
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して、子どもたちを連れて一度サッカーを見て、プロを目指すような方た

ちと触れ合っていただくということを計画したところです。

他に質疑なきかを問う。

なし。

日程第８、議案第４号 令和４年度余市郡仁木町一般会計予算のうち、

教育費に係る意見聴取に関する件（別冊）について承認する旨を宣する。

日程第９、議案第５号 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査の調査結果に関する件について上程。

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。

異議なし。

本件は、秘密会として取り扱うこととします。

～秘密会により割愛～

日程第 10、議案第６号 仁木町青少年問題協議会委員の推薦に関する件

について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

関委員いかがでしょうか。

了解した。

では関委員にお願いいたします。

質疑なきかを問う。

なし。

日程第 10、議案第６号 仁木町青少年問題協議会委員の推薦に関する件

について承認する旨を宣する。

日程第 11、協議案第１号 当面する教育諸問題に関する件について上

程。

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきかを問う。

異議なし。

本件は、秘密会として取り扱うこととします。

～秘密会により割愛～

次に、２ 当面する行事日程について説明。

令和４年第３回仁木町教育委員会定例会の日程は、３月 25 日（金）の午

前９時 30 分から開催することといたします。

３ その他について説明。

質疑なきかを問う。

時間外の時間は何か比べるものはないのか。

一応、45 時間を下回ろうという目標はあります。
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岩井教育長

関井委員

岩井教育長

渡委員

奈良次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

奈良次長
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岩井教育長

全員
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働き方改革アクションプランというのを町で作っておりまして、月の時

間数を 45 時間以内にしましょうと定めています。48 ページの表を見ると、

45 時間以下という欄がありますが、小学校であれば 26 人が対象人数で、

22 人が 45 時間以下ということは、逆に言えば４人の先生が 45 時間以上仕

事したことになるので、そこの人数をなるべくゼロに近づけていきましょ

うという取り組みを、アクションプランでも行っていまして、その実績を

お示ししたいということです。

他のところの数字はわからないのか。

数字を公表しているところもあるので、他の町村のホームページを見れ

ば、おそらくどこの町村も公表し出していると思います。そこの確認はで

きますが、例えば一覧表になっているのは今のところは用意されていない

です。

中学校が多いのは部活が絡んでいるのか。

そうですね。あと生徒指導に時間がかかるというのもあると思います。

他に質疑なきかを問う。

なし。

令和４年度の学校給食費について事務局に説明を求める。

別冊議案により説明。

質疑なきかを問う。

前は本当に安い方だと思っていたが、米は給食センターで炊いていたか

ら安かったということか。

給食センターが出来たときには米飯施設がなく、前のときは銀嶺荘にお

願いしていましたので、今までも米を炊いていたことはないと思います。

他の町村の給食センターは、仁木町より新しい施設が結構多いです。共

同でやっているところも多いので、新しい給食センターを建てるときに、

米飯施設まで設置しているのではないかと思います。仁木町の場合は米飯

まで仁木町で行う計画がなかったので米飯ができない状況ですが、その差

は大きいのではないかと思います。あと、自分のところで炊く場合は米代

以外の経費がかからないので、米代だけが給食費に反映されますが、仁木

町の場合はお願いしており、米を炊く人件費も全てかかってしまうので、

どうしても米の単価よりも、かなり高い単価で購入してしまうということ

もあり、その違いが出てきているのではないかと思います。

他に質疑なきかを問う。

なし。

各委員から報告等なきかを問う。

なし。

日程第 11、協議案第１号 当面する教育諸問題について協議を終了する

旨を宣する。
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（閉会 午前 11 時 39 分）

他になきことを認め、第２回仁木町教育委員会定例会を、閉会する旨を

宣する。


