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会 議 録 

 

令和２年 10月 26日第 12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００分 

 

○閉会時間   １６時２１分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                田 口 聡 明 

委員                鳥 本 和 宏 

委員                福 井 栄 子 

 

○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 

社会教育課社会教育係長       大 石 秀 人 

社会教育課社会教育係主査      村 島 志津佳 

社会教育課スポーツ振興係長     上 田 勝 哉 
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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１７号 教育長職務代理者指名の件 

日程第５ 報告第１８号 就学困難な児童生徒に係る就学援助認定の件 

日程第６ 報告第１９号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第７ 報告第２０号 就学指定校変更（学校選択）認定の件（非公開） 

日程第８ 議案第２８号 芽室町立学校における教職員のハラスメント防止等 

            に関する指針制定の件 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○程野教育長 それでは、本日の委員会の出席は 5 名であり、教育長及び在

任委員の過半数が出席しておりますので、本日の委員会は有効に成立い

たしました。 

   これより、第 12回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」でありますが、本会議の会議録署名

委員は、福井栄子委員とします。よろしくお願いします。 

 

◎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」、前回 2回分の会議録、9月 28日、

10月 7日、お手元に届いているかと思いますが、何かございますか。 

（「ありません」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、私から 1点、先週の

23 日、金曜日、教育局長と次長と私、教育長による次年度に係る管理職

に関する人事協議を行いました。 

   本町では、今年度末で校長が 4 名定年退職しますので、その後任、そ

れから教頭は校長採用試験受験者 4 名がおりますが、これらを含めて町

内 7校の校長、教頭、主幹教諭に関する協議をしてまいりました。 

   本町としては、コミュニティ・スクールの推進、めむろ未来学の推進、

学力・体力向上と意欲の高い管理職の異動を求めて協議を継続してまい

ります。 

   そのほか、各課からの報告です。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 学校教育課所管事業で主なものについてでございます。 
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   10 月 1 日、御承知のとおり教育委員辞令交付式を行いまして、山口委

員の退任に伴いまして、新たに福井委員が就任されてございます。 

   10 月 13 日、町議会定例会議 10 月臨時議会で、教育委員会が仮契約し

ております教員用パソコン購入契約の件について承認をいただいたとこ

ろでございます。 

   以上です。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 裏のページになります。社会教育課の所管事業ですけ

れども、先月、9 月 28 日に学校支援ボランティアの交流会を開催してい

ます。 

   その後、一番下になりますが、10月 5 日から 23日ということで、それ

ぞれ学校支援ボランティアが行った事業内容について記載しております。 

   この中身につきましては町のホームページのＣＳ通信ですとか、また

はフェイスブックでその都度紹介をさせていただいているところでござ

います。 

   10月 24日ですが、先日、スポーツ少年団のリーダー研修会を行ってい

ましたけれども、場所が砂川市となってございますが、総合体育館の誤

りですので訂正をお願いいたします。 

   以上です。 

○程野教育長 報告が終わりました。 

   質問等ございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 なければ、報告のとおりといたします。 

   本日、この後の会議について 2 件の非公開の事項がありましたので、

先に非公開についてご承認願います。 

   日程第 6「報告第 19 号芽室町奨学金貸付の件」及び日程第 7「報告第

20 号就学指定校変更（学校選択）認定の件」については、芽室町教育委

員会会議規則第 12条第 1号に規定する公開することにより個人の権利を

侵害するおそれのある事項に当たりますので、非公開としたいと思いま

すが、よろしいですか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○程野教育長 この 2件について、非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 17号 教育長職務代理者指名の件」 

○程野教育長 日程第 4「報告第 17号教育長職務代理者指名の件」、説明願い

ます。 

   学校教育課長。 
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○有澤学校教育課長 日程第 4「報告第 17 号教育長職務代理者指定の件」に

ついてであります。 

   地方教育行政組織及び運営に関する法律第 13条第 2項の規定に基づき、

本年 10月 1日付で西村嘉博委員を教育職務代理者に指名いたしたもので

ございます。その報告になります。 

   以上です。 

○程野教育長 引き続き、西村代理に教育長職務代理者を指名したというこ

とで、承認といたします。 

 

◎日程第 5「報告第 18号 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 続きまして、日程第 5「報告第 18 号就学困難な児童生徒に係

る就学援助の件」説明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 日程第 5「報告第 18 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たので報告いたします。 

   6ページを御覧ください。 

   令和 2年度就学援助認定総括表になります。 

   令和 2年 10月申請数は 3世帯で、全ての世帯が認定となっております。

次のページ、10月 12日現在での申請世帯は 182世帯、認定世帯が 158世

帯で、内訳は準要保護世帯が 158 世帯となっております。なお、認定世

帯は 23世帯、認定廃止世帯は 1世帯となっております。 

   ページ中段以下は、各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 128 名、中学校で 104 名、合わせ

て 232名となっており、認定率は 13.5％となっております。 

   以上で、報告を終わります。 

○程野教育長 説明をいただきました。質疑等ございますか。 

   よろしいですか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは報告のとおり承認といたします。 

 

◎日程第 6「報告第 19号 芽室町奨学金貸付の件」(非公開) 

○程野教育長 日程第 6「報告第 19号芽室町奨学金貸付の件」説明願います。 

   学校教育課長。 

 以下、非公開 
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日程第 7「報告第 20号 就学指定校変更(学校選択)認定の件」(非公開) 

○程野教育長 日程第 7「報告第 20 号就学指定校変更(学校選択)認定の件」

説明願います。 

   学校教育課長。 

 以下、非公開 

 

◎日程第 8「議案第 28 号 芽室町立学校における教職員のハラスメント防止

等に関する指針制定の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 28 号芽室町立学校における教職員のハラス

メント防止等に関する指針制定の件」について説明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 日程第 8「議案第 28 号芽室町立学校における教職員の

ハラスメント防止等に関する指針制定の件」について、御説明いたしま

す。 

   芽室町立学校における教職員のハラスメント防止等に関する指針を制

定しようとするものであります。 

   26ページをお開き願います。 

   指針の内容について御説明いたします。 

   第 1 の趣旨といたしまして、人事行政の公正を確保、また職員の利益

保護及び能率の発揮を目的といたしまして、教職員のハラスメントの防

止のための措置等が生じた場合、適切に対応するための措置に関し必要

な事項を定めるものであります。 

   第 2 の定義としましては、1 はハラスメントの種類を。これは、(1)か

ら(4)、大きく四つにして定めております。 

   二つ目、職員につきまして、その範囲を規定するものでございます。 

   次に、3では北海道教育委員会指針を定めておりまして、道が策定して

いる三つの指針、これは北海道教育委員会指針と定義しまして、基本的

には本町の指針がこの北海道の三つの指針に基づいて準用していくこと

になります。 

   次に、27 ページに進みまして、第 3 と第 4 では、それぞれ職員と教育

委員会の責務を規定してございます。 

   第 5 の相談窓口の設置としましては、教育委員会内に相談窓口を設置

しまして、相談員は学校教育課長を含む 2 名以上で対応することを規定

してございます。 

   第 6 として、申し出等の処理を、次のページに進んでいただき第 7 と

してプライバシーの保護を、第 8 補則といたしまして、この指針の定め

るもののほか必要な事項は、北海道教育委員会指針を準用して対応して



7 

 

いくことを定めるものでございます。 

   なお、附則といたしまして、この指針は、令和 2年 11月 1日から施行

するものであります。 

   以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 説明がございました。 

   教職員のハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合に適切に

対応するための指針を定めるという趣旨であります。 

   26ページ、趣旨、定義について質疑等ございますか。 

   あくまでも、北海道教育委員会の指針に基づいて運用していくという

ところがベースになります。 

   27 ページ、職員の責務、教育委員会の責務、相談窓口の設置、申し出

等の処理。 

   28ページはプライバシーの保護、全体をとおしていかがでしょうか。 

   鳥本委員。 

○鳥本委員 あくまでも職員同士のハラスメントに限りという考えでよろし

いでしょうか。 

○中田総務係長 この指針につきましては、あくまでも教職員における指針

ということでございますので、基本的には教員からの申し出、または教

員同士の申し出について指針を定めるものであります。 

   ただし、準用するとしている北海道の指針の中にも児童生徒から申し

出があった場合の対応についての記載がございまして、そこには、例え

ば生徒がハラスメントというような申し出があった場合は、学校長また

は教育委員会として、その相談に対応するということで、ケースバイケ

ースかと思いますけれども、そういう形で指針を定めております。 

○程野教育長 そのほかございますか。 

   西村委員。 

○西村委員 第３ 職員の責務というところで、その 6 番目に学校と管理職

員はその仕事に対する職員側のこういった問題が起きたときには学校教

育課長が報告しなければならないということですから、学校内だけでの

処理ではなくて、要するに教育委員会も含めてそのことを知っておくと

いうことの最低認識という認識でよろしいでしょうか。 

   要するに、聞きたいことは内輪だけで処理したのでは駄目だよ、駄目

ですねということですね。委員会も含めて、そのことを知っていなけれ

ば駄目だよということをこの中にきちんと含んでいるということですか。 

○程野教育長 学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 西村委員のおっしゃるとおりの趣旨も含めてあります

が、もう一つは例えばですが、芽室小学校の先生が西小学校の先生に対
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するハラスメント、こういったところまでも把握しなさいと、把握して

対応しなさいという趣旨で書いてあります。 

○程野教育長 教育委員会としてもハラスメントはもちろんですが、いろい

ろな問題等については随時報告を受ける体制をつくっておりますし、そ

ういう指導をしておりますので、これら含めて学校内で解決しようとし

ないで教育委員会と協議したり、教育委員会が指導したりする体制を整

備していきたいということであります。 

   その他、いかがでしょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、この件については異議なしと認め、原案どおり可

決いたします。 

   今後の日程について。 

○中田総務係長 今後の日程でございますけれども、11 月の教育委員会会議

ですが、11月 27日、金曜日、15時 30分から、こちら図書資料室で行い

たいと思っております。 

   その他、行事につきましては、記載のとおりでございます。 

   以上でございます。 

○程野教育長 それでは、以上をもちまして、第 12回教育委員会議を終了い

たします。 

   お疲れ様でした。 

 

 

会議録署名  教育長       程 野   仁 

 

会議録署名  教育委員      福 井 栄 子 


