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会 議 録 

 

令和３年４月２８日第２回芽室町教育委員会会議を芽室町役場地下第５・６

会議室で開催した。 

 

○開会時間   １６時００分 

 

○閉会時間   １６時３５分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                福 井 栄 子 

委員                鳥 本 和 宏 

委員                松 久 大 樹 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席職員   教育長               程 野   仁 

教育推進課長            有 澤 勝 昭 

生涯学習課長            日 下 勝 祐 

教育推進課課長補佐         清 末 有 二 

生涯学習課図書館長         藤 澤 英 樹 

教育推進課給食センター長      森   真由美 

生涯学習課社会教育係長       村 島 志津佳 

生涯学習課スポーツ振興係長     上 田 勝 哉 

教育推進課教育総務係長       金 須 智 秋 

教育推進課教育推進係長       橋 本   岳 
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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 ２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 ３号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 議案第 ２号 芽室町教育支援委員会委員委嘱の件 

日程第７ 議案第 ３号 芽室町教育研究所職員委嘱の件 

日程第８ 議案第 ４号 芽室町立学校における学校運営協議会委員委嘱の件 

日程第９ 議案第 ５号 芽室町立学校における働き方改革推進プラン改定の

件 

日程第 10 議案第 ６号 契約締結（芽室町立学校空調設備設置事業）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、教育長及び在任委員の過

半数が出席していますので、本日の委員会は有効に成立いたしました。 

   これより、第 2回教育委員会会議を開会いたします。 

   本会議の会議録の署名委員は、鳥本和宏委員であります。 

 

◎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」でありますが、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 それでは、会議録のとおり承認をいたします。 

 

◎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、私からまず 2点、1

点目は 4月 13日に十勝管内市町村教育委員会教育長会議がありまし

て、本年度の管内教育推進の重点の説明を受けております。 

   2点目については、新年度、町内の学校が順調に学校運営を進めていま

す。しかしながら、全国各地において小中学校においてもクラスターが発

生しているとことから、コロナ対策に万全を期すように各校に指導して

いるところであります。 

   その他、担当各課から報告お願いします。 

   教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 教育推進課所管事業、主なものについて御報告させて

いただきます。 
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   まず 4 月 5 日、学校経営者会議におきまして、令和 3 年度の教育執行

方針を説明させていただいております。その後、教育委員の皆様にも御参

列いただきましたが、教職員の辞令伝達式、あと教育委員の退任・就任式

を掲示しております。 

   また、4月 15日でありますが、小中学校校長会議を開催いたしまして、

議案の報告にもありますが、かなりボリュームを持って主に令和 3 年度

事業の説明をさせていただいております。後ほどお話させていただきま

すが、教員の働き方改革プラン、前回の委員会の中で説明させていただき

ましたが、その件についても御意見をいただいておりますので、後ほど御

説明をさせていただきます。 

   教育推進課からは以上です。 

○程野教育長 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 3ページ、生涯学習課の所管事業ですけれども、ここに

記載している事業については特に説明事項はございませんが、芽室町成

人式ですけれども、5 月 2 日に予定していたものを再度延期して 8 月 14

日ということで進めているところであります。 

   なお、5月 2日については記念撮影スポットということで、めむろーど

を解放しようということでございます。 

   以上報告といたします。 

○程野教育長 非公開の日程がありますので、初めに非公開の決定をお願い

します。 

   日程第 5「報告第 3号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」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。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 日程第 10「議案第 6 号契約締結（芽室町立学校空調設備設置

事業）の議案に対する意見申し出の件（非公開）」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出に関す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。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、2件については非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 2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 それでは、日程第 4「報告第 2号就学困難な児童生徒に係る就

学援助認定の件」でございます。 
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 教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 議案 1ページになります。 

    日程第 4「報告第 2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、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。 

   2ページを御覧ください。 

 令和 3 年度就学援助認定総括表であります。4 月 22 日現在で申請世帯

142世帯、認定世帯が 126世帯で内訳は要保護世帯が１世帯、準要保護世

帯が 125世帯となっております。その内訳は、経済的困窮世帯 48世帯、

以下記載のとおりでございます。 

 なお、不認定世帯は 16世帯となっております。 

 ページ中段以下は各小中学校の認定者数、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 101名、中学校で 82名、合わせて 183名と

なっており、右上の表にありますとおり認定率は 10.9％となっておりま

す。 

 以上で報告終わります。 

○程野教育長 このことについて質疑等はございませんか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 なければ、報告のとおり承認いたします。 

 

◎日程第 5「報告第 3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 3号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」、報

告願います。 

以下、非公開 

  

◎日程第 6「議案第 2号芽室町教育支援委員会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 6号「議案第 2号芽室町教育支援委員会委員委嘱の件」、

説明願います。 

   教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 12ページになります。 

    日程第 6「議案第 2号芽室町教育支援委員会委員委嘱の件」について、

御説明いたします。 

    芽室町教育支援委員会規則第 4 条の規定に基づき、委員を委嘱しよう

とするものであります。 

    最初に 14ページをお開きください。 
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   芽室町教育支援委員会の規則になります。 

   本規則では、第 1条にありますとおり、特別な配慮が必要な児童生徒等

に対して適切な就学の支援を行うため、調査審議を行う支援委員会を設

置することを定め、第 3 条でそのメンバーは第 1 号から第 5 号に記載の

者のうちから教育委員会が委嘱することとし、第 4条で委員の任期は 2年

と定めております。 

   12ページにお戻り願います。 

   今回は昨年までの委員は任期満了となりましたので、新たに記載の 12

名の方に令和 3年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの 2年間、委員を

委嘱しようと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 12名の委員の委嘱の件について説明がございました。 

   質疑はございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、異議なしと認め、議案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 7「議案第 3号芽室町教育研究所職員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 7号「議案第 3号芽室町教育研究所職員委嘱の件」、説

明願います。 

   教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 16ページになります。 

    日程第 7「議案第 3号芽室町教育研究所職員委嘱の件」について、御説

明いたします。 

    芽室町教育研究所運営規則第 2 条の規定に基づき、職員を委嘱しよう

とするものであります。 

    18ページをお開き願います。 

   芽室町教育研究所設置条例になります。 

   教育研究所は、条例第 3条に記載の教育に関する専門的事項の調査、研

究などを行うため設置するもので、そのメンバーは第 4 条にありますと

おり芽室町立小中学校教職員のうちから委嘱することとし、さらに下段

の芽室町教育研究所運営規則、こちらの第 2条にありますとおり、職員の

委嘱は 22人以内とし、町内小中学校の推薦を待って教育委員会が行い、

任期は 2年と定められております。 

   17ページにお戻り願います。 

   今回は先ほどと同じように、昨年度までの委員の任期満了に伴いまし

て、記載の 9 名の方に令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの 2

年間職員を委嘱しようとするものであります。 
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   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 9名の研究所職員委嘱の件について説明がございました。 

   質疑はございますか。 

西村代理者。 

○西村教育長職務代理者 今回任命されるのが 9 名ということで、これは全

然問題ないのですけれども、芽室町の教育研究所運営規則の中で、職員の

委嘱は 22 名以内とするということですが、この規則は昭和 48 年 7 月か

らということで、当時は町内に学校は十何校かあって、今の学校の校数と

比べると大きく減っています。何年かずっと 9 名できていると思うので

すけれども、この規則の人数の 22名以内というのは、現実に沿った数字

に変えていってもいいのではないかなという気がするのですけれども、

これはこれでよいということであればいいですが、ちょっと現実と沿わ

ないのかなというような気がします。 

○程野教育長 教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 ありがとうございます。 

   我々もちょっとここは見落としていた点もございますので、確か本庁

舎のほうは各種審議会等については一定程度何人までということをもっ

て、内々で人数を少し縮小してフットワークのいい組織体にしようとい

う議論もあったものですから、ちょっとそれを参考にしながら我々も見

直しをしていきたいなというふうに考えます。 

○程野教育長 西村代理者からの御指摘もあるところでありますが、教育委

員会としても現状等を踏まえて見直ししていくということでよろしいで

しょうか。 

   それでは、委嘱の件については提案どおり可決をさせていただいて、規

則のところの見直しを検討していくこととします。 

 

◎日程第 8「議案第 4号芽室町立学校における学校運営協議会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 8 号「議案第 4 号芽室町町立学校における学校運営協

議会委員委嘱の件」、説明願います。 

   教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 19ページになります。 

    日程第 8「議案第 4号芽室町町立学校における学校運営協議会委員委嘱

の件」について、御説明いたします。 

    芽室町町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第 3 条

第 1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。 

    最初に、別添の追加資料のほうを御覧願います。別添追加資料の 1 ペ

ージになります。 
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   こちらは学校運営協議会の設置等に関する規則の抜粋になります。そ

の中の第 3 条において、協議会の委員は 15 人以内、2 つ以上の学校にお

いて 1つの協議会を設置する場合には 20人以内とし、校長の推薦を受け

て次に挙げる者のうちから教育委員会が任命するとなっており、任期に

つきましては第 4 条にありますとおり 1 年とし、再任は妨げないと規定

してございます。 

 議案の 20ページを御覧願います。 

 20 ページからは今の規定に基づいて各学校から推薦をいただいており

ます。1項、各小中学校の委員名簿となっておりますが、24ページが上美

生小学校と中学校で一つの協議会として設置しております。 

 したがいまして、合計で六つの協議会、委員数は全部で 76名、この方

を 1年間委嘱しようと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 学校で組織し、それぞれ委嘱するということであります。 

   この件で質疑はございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、質疑なしと認め、本件について議案どおり可決いた

します。 

 

◎日程第 9「議案第 5号芽室町立学校における働き方改革推進プラン改定の件」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 5号芽室町立学校における働き方改革推進プ

ラン改定の件」、説明願います。 

 教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 26ページになります。 

    日程第 9「議案第 5号芽室町立学校における働き方改革推進プラン改定

の件」についてになります。 

    本件につきましては、3月 26日開催の第 20回教育委員会会議の協議案

として説明させていただき、その後、4月の校長会、教頭会で意見を徴集

しております。 

    その結果、プランの内容そのものについての修正はございませんでし

たので、プラン自体は原案どおり決定をしたいと思い、今回提示させてい

ただいております。 

    なお、校長会、教頭会のほうから具体的な要望といたしまして、プラン

の中に記載しております留守番電話、この設置に関しては、音声アナウン

スつきの留守番電話、ガイドつきというのでしょうか、そういうものを選

択してほしいというのが 1点。 

    それと、やはり今年度の 3 月から退勤管理システムを用いて職員の方
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たちの出退勤の状況を今把握しておりますが、その運用と併せて校務支

援システム、この導入を今年度学校と共に協議していただきたいという

御提案をいただいておりまして、我々も校務支援システムの早期導入に

ついては昨年来やっぱり必要性感じておりますので、この件について学

校と委員会ともに先進事例を見ながら早期の導入に向けて考えていきま

しょうということで一致してございます。 

    以上で説明を終わります。 

○程野教育長 本案について質疑はございますか。 

○程野教育長 松久委員。 

○松久委員 新しく委員になったものですから、この協議の段階の議論を私

は存じてないのでお聞きしたいことがあります。このプランの使われ方、

ここで決めたプランが今後、例えば学校のどの段階でどういうふうな形

で使われることを想定しているのかというのと、あとはどのように進め

られていったのかというようなものをチェックしたり誰か見たりするの

かという、そういう使われ方という点についてお聞きしたいのですけれ

ども。 

○程野教育長 教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 大変申し訳ございません、失礼いたしました。 

 今回、第 2期ということで、第 1期というのもあったのですが、基本的

には北海道がプランを一定程度定めておりまして、それに準じて地域の

需要に応じて向こう 3 年間の取り組むべき内容をこのプランの中に落と

していくのです。そして、その中で例えばこの 3年間でやるべきこと、優

先順位を決めていくと、先ほど留守番電話というところを我々プランの

中に盛り込みました。では、その留守番電話はどういう機能にしましょう

かとかということを学校と意見交換会、あるいは校務支援システムの必

要性などを、3年間かけて取組んだり、場合によっては 1年で片付く場合

もありますが、一定程度我々教育委員会、道教委のイメージする先生たち

の時間外労働の低減に向けた様々な取組を明文化して、やれるところか

ら学校と協議をしてやっていきましょうというものになっておりますの

で、毎年プランに基づいてやっていることを今後、来年度報告していくと

いう形になると思います。 

○程野教育長 プランができましたら、課長からの説明ありましたように、そ

れぞれについてＰＤＣＡサイクル回しながら検証していくということが

不可欠になるのではないかなというふうに思います。したがって、定期的

な報告、協議等が必要になると思います 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、原案のとおり可決します。 
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◎日程第 10「議案第 6 号契約締結（芽室町立学校空調設備設置事業）の議案に

対する意見申し出の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 10「議案第 6 号契約締結（芽室町立学校空調設備設置

事業）の議案に対する意見申し出の件（非公開）」、説明願います。 

以下、非公開 

 

○程野教育長 今後の日程についてお願いします。 

○金須係長 今後の日程についてですが、次回の教育委員会会議につきまし

ては、5月 26日、水曜日、16時から役場 2階 7会議室で行いたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

   以上です。 

○程野教育長 それでは、以上をもちまして令和 3 年度第 2 回教育委員会会

議を終了いたします。 

 

会議録署名  教育長   程 野   仁 

 

会議録署名  教育委員  鳥 本 和 宏 

 

 

         

 


