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会 議 録 

 

令和２年５月 26日第３回芽室町教育委員会会議を芽室町中央公民館２階図書

資料室で開催した。 

 

○開会時間   １６時５０分 

 

○閉会時間   １７時１６分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                山 口 祥 子 

委員                田 口 聡 明 

委員                鳥 本 和 宏 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席職員   教育長               程 野   仁 

学校教育課長            有 澤 勝 昭 

社会教育課長            日 下 勝 祐 

図書館長兼図書館係長        藤 澤 英 樹 

学校教育課長補佐          清 末 有 二 

学校教育課総務係長         中 田 雅 彦 

学校教育課学校教育係長       橋 本   岳 

学校教育課給食係長         矢 後 浩 史 

社会教育課社会教育係主査      村 島 志津佳 
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日程第１ 会議録署名委員の指名 

日程第２ 前会議録の承認 

日程第３ 教育長の報告 

日程第４ 報告第４号 就学困難な児童生徒に係る就学援助認定の件 

日程第５ 報告第５号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 報告第６号 区域外修学認定の件（非公開） 

日程第７ 議案第７号 教育委員会委員の学校訪問実施の件 

日程第８ 議案第８号 芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件 

日程第９ 議案第９号 令和２年度芽室町一般会計教育費補正予算の議案に対 

する意見申し出の件(非公開) 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○程野教育長 本日の委員会の出席は 5 名でありますので、教育長及び在任

委員の過半数が出席していることから、本日の委員会は有効に成立いた

しました。 

   これより第 3回の教育委員会会議を開会いたします。 

   日程第 1「会議録署名委員の指名」については、会議録署名委員には、

山口祥子委員とします。よろしくお願いいたします。 

 

◎日程第 2「前会議録の承認」 

○程野教育長 日程第 2「前会議録の承認」であります。 

   別紙よろしいでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは会議録のとおり承認いたします。 

 

◎日程第 3「教育長の報告」 

○程野教育長 日程第 3「教育長の報告」でありますが、２点お話をします。 

   一つ目は、５月の分散登校についてであります。 

   分散登校の一週目は、11 日の週に各学校 1 回だけ、子供たちの健康の

チェック、それから家庭学習等のチェックを主にしながら、各 1時間以内

程度で実施したところであります。 

   それから、分散登校の二週目である 18日の週、今週については 2週間

で各 3回、3時間授業給食付きということであります。ただし、中 3につ

いては各週 2 回ずつ行い、今週については 6 時間授業をしております。

そのほかは全て 3時間の給食でという流れになっております。 

   二つ目は、本日、本庁と各市町村教育長とのテレビ会議を行ったところ

であります。6月 1日から学校再開に向けて、全面再開ということで進め
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ていくということで確認したところであります。細かい行事等の注意と

か、授業時間、カウント等の確認の話でございました。これは後ほど御説

明をしたいと思います。 

   私からは以上であります。 

○程野教育長 学校教育課からお願いします。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 学校教育課所管事業につきまして主なものを御報告さ

せていただきます。 

まず、4 月 30 日十勝管内教育長テレビ会議におきまして 5 月 3 日まで

の連休は延長更新が示され、同日付で小中学校校長会臨時会議を開催し

周知をしたところでございます。更に 5 月 6 日には、改めて校長会臨時

会議を開催いたしまして、5月 4日に道教委の方から 5月末までの臨時休

業、また分散登校についての方針が示されましたことから、これを 5月 6

日に協議しました。 

   次に、5月 20日になりますが、令和 2年度の第 2回第 12地区の教科書

採択教育委員会会議を本町が今年事務局になりますので、主催しており

ます。会議におきましては委員会規則の制定及び委員の推薦調書の指定

等について決定いただいております。 

以上です。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 社会教育課の所管事業についてになります。 

   4 月 27 日から緊急事態宣言期間中、社会教育課の地域おこし協力隊 2

名が学習支援と運動支援ということで、現在までに学習支援で 11本の動

画、それから運動支援で 8本の動画をアップさせていただいております。 

   この後、学校再開まで今月いっぱい、あとそれぞれ 2本ずつの動画を配

信し支援をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

   次に、4 月 29 日から図書館宅配事業を始めてございまして、今日から

図書館開館しておりますので、作汁までの実績で、トータル 122名の方の

利用、貸し出し数としては 993冊という実績となってございます。 

   貸し出しの多かったのは児童書が過半数ということでありました。 

   次に、社会体育施設も含めた社会教育施設の開館状況については、本日

から全ての屋内、屋外の施設を基本的に開館開場するということで進め

てございます。 

   そんな中で、例外規定といいますか、特別な扱いをするのが 2点ござい

まして、美生川河川敷パークゴルフ場については平成 28 年の災害復旧、

災害被災したものなど、復旧作業があって、芝の養生に少し時間を要して

いますので、7月 1日をオープンにしたいというふうに考えています。 



5 

 

   それともう 1 点、学校の体育館を一般の方に貸し出す学校開放事業で

すけれども、これについては 1学期中は見合わせをするということで 2学

期から利用いただくということで進めたいというふうに考えてございま

す。 

   以上であります。 

○程野教育長 報告について、質問等ございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 ないようですので、報告のとおりとさせていただきます。 

 

◎日程第 4「就学困難な児童生徒に係る就学援助認定の件」 

○程野教育長 日程第 4 からについてでありますが、本日の会議は 3 点、非

公開の日程がありますので、議事進行において提案説明の前に非公開の

決定をお願いします。 

   まず、日程第 5「報告第 5号芽室町奨学金貸付の件」、日程第 6「報告第

6 号区域外就学認定の件」については芽室町教育委員会会議規則第 12 号

第 1 号に規定する公開することにより、個人の権利を侵害する恐れのあ

る事項に当たります。また日程第 9「議案第 9号令和２年度芽室町一般会

計教育費補正予算の議案に対する意見申し出の件」については、芽室町教

育委員会会議規則第 12条第 4号に規定する教育事務に関する議会の議案

について、町長への意見の申し出に関する事項に当たりますので、非公開

としてよろしいか伺います。 

   よろしいでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 では非公開とさせていただきます。 

   それでは日程第 4「報告第 4号就学困難な児童生徒に係る就学援助認定

の件」説明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 日程第 4「報告 4第号就学困難な児童生徒に係る就学援

助認定の件」についてであります。 

   学校教育法第 19条に規定する経済的理由によって就学困難と認められ

る児童生徒の保護者に対し、要保護及び準要保護児童生徒認定要領に基

づき、必要な援助を行うこととしましたので報告いたします。 

   1ページの資料をご覧ください。 

   令和 2年度就学援助認定総括表であります。令和 2年 5月申請者数は、

2世帯でございまして、共に不認定となってございます。 

   2ページ目の 5月 12日現在での申請世帯数は 163世帯、認定世帯が 141

世帯で内訳は準要保護世帯が 141 世帯となっております。その内訳につ
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きましては記載のとおりでございます。 

   なお、不認定世帯は 5 月の不認定世帯を追加し、22 世帯となっており

ます。 

   ページ中段以下は小中学校別の認定者数、不認定者数で、準要保護認定

者数につきましては、小学校で 118名、中学校で 90名、合わせて 208名

となっております。 

   以上で報告を終わります。 

○程野教育長 報告第 4号の説明がございました。 

   質疑等ございますか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは質疑なしということで報告のとおり承認をいたしま

す。 

 

◎日程第 5「報告第 5号芽室町奨学金貸付の件(非公開)」 

○程野教育長 日程第 5「報告第 5 号芽室町奨学金貸付の件」説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「報告第 6号区域外就学認定の件」（非公開） 

○程野教育長 日程第 6「報告第 6号区域外就学認定の件」説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 7号教育委員会委員の学校訪問実施の件」 

○程野教育長 日程第 7「議案第 7号教育委員会委員の学校訪問実施の件」説

明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 日程第 7「議案第 7号教育委員会委員の学校訪問実施の

件」についてであります。 

   教育活動及び教育環境の実情や教育現場の現状を把握することを目的

といたしまして、例年実施しております教育委員会委員の学校訪問を実

施しようとするものであります。 

   10 ページをご覧ください。令和 2 年の教育委員会委員学校訪問実施要

領にあります、委員の学校訪問スケジュールでございますが、記載のとお

り 6月 26日、7月 6日、7月 8日の三日間を予定してございます。 

   ページ裏の米印に記載しておりますが、今年度は訪問時間を例年より

短縮し、50分で予定しております。 

   11ページをご覧ください。2の訪問者は記載のとおり 10名を予定して

ございます。 
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   3 の説明を受ける内容につきましては、学校経営等の説明が 20 分、協

議が 20分、授業参観を 10分といたしまして、授業参観につきましては、

本年度は廊下からの参観を予定しております。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 説明ございましたが、まず廊下から参加については、コロナ感

染症のことに配慮してということで、教室内に入らない中で子どもたち

の様子、授業の様子を見ていただくものということであります。 

   11 ページの 2 番の訪問者については、事務局職員 5 人ですが、追加し

て宮村生涯学習推進アドバイザーに入っていただこうと思っています。

ですから合計 11人に変更お願いいたします。 

   この点について質疑等ございますか。なければこのとおり学校訪問を

実施するということで可決をしたいと思います。 

 

◎日程第 8「議案第 8号芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件」 

○程野教育長 次に、日程第 8「議案第 8号芽室町学校給食運営協議会委員委

嘱の件」説明を願います。 

 学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 日程第 8「議案第 8号芽室町学校給食運営協議会委員委

嘱の件」について、御説明いたします。 

   芽室町学校給食センター条例執行規則第 8 条第 1 項並びに第 2 項の規

定に基づき委員を委嘱しようとするものであります。 

   13ページをご覧ください。13ページの規則の抜粋を掲載しております

が、第 8条では協議会は委員 14名をもって組織し、学校、関係行政機関

職員、関係団体の代表者、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱するこ

ととし、任期は 2 年と指定してございます。現委員さんの任期は平成 30

年 6月 1日から令和 2年 5月 31日までであり、任期満了を迎えますこと

から、今回、新たに 12 ページの 13 名の方への委嘱をしようとするもの

であります。 

   任期は令和 2年 6月 1日から令和 4年 5月 31日までとするものであり

ます。 

   以上で説明終わります。 

○程野教育長 議案第 8 号芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件、13 名の

委嘱の説明ございました。 

   質疑等ございますか。よろしいですか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは議案のとおりということで可決をいたします。 

 



8 

 

◎日程第 9「議案第 9号令和 2年度芽室町一般会計教育費補正予算の議案に対す

る意見申し出の件（非公開）」 

○程野教育長 次に、日程第 9「議案第 9号令和 2年度芽室町一般会計教育費

補正予算の議案に対する意見申し出の件」説明を願います。 

以下、非公開 

 

   それではその他についてお願いします。 

○中田学校教育課総務係長 この後の日程につきまして御説明いたします。 

   6月の教育委員会会議ですけども、臨時会として 6月 11日木曜日 16時

に行いたいと思っております。 

   また定例につきましては 26日金曜日 15時 30分図書資料室で行いたい

と思っています。 

   その他ですけれども、先ほど御決定いただきました教育委員会委員に

よる学校訪問を記載のとおり本年度につきましては三日間の日程で行い

たいと思っております。 

   集合時間は記載のとおりとなっておりますのでよろしくお願いします。 

   以上です。 

○程野教育長 それでは、以上をもちまして、第 3回教育委員会会議を終了い

たします。御苦労さまでした。 

 

 

会議録署名  教育長       程 野   仁 

 

会議録署名  委員        山 口 祥 子 


