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会 議 録 

 

令和２年 3 月 27 日第 18 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   １４時０４分 

 

○閉会時間   １５時００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            松 浦 智 幸 

社会教育課長            日 下 勝 祐 

給食センター長           土 田 雅 敏 

図書館長兼図書館係長        藤 澤 英 樹 

学校教育課総務係長         中 田 雅 彦 

学校教育課学校教育係長       一 色 真由美 

社会教育課社会教育係長       大 石 秀 人 

社会教育課スポーツ振興係長     大 橋   毅 
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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３７号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第５ 報告第３８号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第６ 議案第６４号 芽室町教育委員会事務局管理職員任免の件 

日程第７ 議案第６５号 芽室町学校医委嘱の件 

日程第８ 議案第６６号 芽室町学校歯科医委嘱の件 

日程第９ 議案第６７号 芽室町学校薬剤師委嘱の件 

日程第１０議案第６８号 第１２地区教科書採択教育委員会協議会委員代理人 

指定の件（非公開） 

日程第１１議案第６９号 芽室町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に 

関する規則制定の件 

日程第１２議案第７０号 芽室町教育委員会行政組織規則中一部改正の件 

日程第１３議案第７１号 芽室町立学校における学校運営協議会の設置等に関 

する規則中一部改正の件 

日程第１４議案第７２号 芽室町スクールバス運行条例施行規則中一部改正の 

            件 

日程第１５議案第７３号 芽室町学校給食センター条例施行規則中一部改正の 

            件 

日程第１６議案第７４号 芽室町集団研修施設設置及び管理条例施行規則中一 

部改正の件 

日程第１７議案第７５号 芽室町スポーツ推進委員委嘱の件 

 

 

◎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 名でありますので、教育

長及び在任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 18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」についてであります。本日の会議

録署名委員に、田口聡明委員とします。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」でありますが、別紙議事録のとお

りでございます。これについて質疑等ございますか。 

（「異議なし」と発する声あり） 
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○程野教育長 異議なしと認め、前会議録については承認をいたします。 

 

◎日程第 3「教育長の報告」 

○程野教育長 次に、日程第 3「教育長の報告」についてでありますが、昨日、

新型コロナウイルス感染症への対応に係るテレビ会議に出席しました。

学校再開にあたっての留意事項や具体的な取り組みについての案が示さ

れましたが、正式なものについては、このあと道教委より通知されると

のことでした。また、部活動については、新たな具体的指示はありませ

んでしたが、現状では春季大会の開催は難しいのでは、中止もやむを得

ないのではとの意見もあったところであります。その他、学校教育課所

管事業と社会教育課所管で事務局から報告お願いいたします。 

 学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 学校教育課所管事業を報告させていただきたいと思い

ます。 

お手元の資料の裏面２枚目になりますけれども、３月 16日、高齢者叙

勲伝達として、元芽室南小学校校長の山﨑校長ですけれども、教育長と

私で音更町のご自宅に伺い、伝達を実施しました。また、先ほど教育長

から報告ございましたが、昨日３月 26日に新型コロナウイルス感染症へ

の対応に係るテレビ会議が行われましたので、本日教育委員会会議終了

後の教育委員会協議会義にて、ご報告させていただきます。 

以上です。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 社会教育課所管事業になりますが、記載のとおり、２

月、３月の各種事業につきましては、感染症拡大防止のため中止となっ

ております。併せまして、本来でしたら昨日出発を予定しておりました

中学生国際交流訪問団派遣事業につきましても、中止となっております

のでご確認願います。 

以上です。 

 ○程野教育長 ただいま報告がありましたけれども、これに関して何か質問

等、ありますでしょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

 よろしいですか。それでは、日程第 4 へ行くところでありますが、この

後、日程第 17 までありますけれども、会議に先立って進行上、提案説明

の前に、非公開の決定をお願いしたいと思います。 

 

◎日程第 4「報告第 37号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」 

◎日程第 5「報告第 38号区域外就学認定の件（非公開）」 
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◎日程第 10「議案第 68 号第 12 地区教科書採択教育委員会協議会委員代理人指

定の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 4「報告第 37 号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」、日

程第 5「報告第 38号区域外就学認定の件（非公開）」、日程第 10「議案第

68 号第 12 地区教科書採択教育委員会協議会委員代理人指定の件（非公

開）」については、芽室町教育委員会議会規則第 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、よろしいでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、非公開とさせていただきます。 

 

◎日程第 4「報告第 37号芽室町奨学金貸付の件」 

○程野教育長 それでは、日程第 4「報告第 37号芽室町奨学金貸付の件」に

ついて、説明を願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 5「報告第 38号 区域外就学認定の件」について 

○程野教育長  日程第５「報告第 38号 区域外就学認定の件」について、説

明お願いします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「議案第 64号芽室町教育委員会事務局管理職員任免の件」につい 

  て 

○程野教育長 日程第 6「議案第 64号 芽室町教育委員会事務局管理職員任

免の件」について説明を願います。 

学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 6 議案第 64号「芽室町教育委員会事務局管理

職員任免の件」について、説明をさせていただきます。 

   芽室町教育委員会事務委任規則第 1 条の規定に基づき、芽室町教育委

員会事務局管理職員任免を行おうとするものであります。 

   7ページをお開き願いたいと思います。 

   既に内示が発表されておりますのでご承知のことと思いますが、令和 2

年 4 月 1 日付け芽室町教育委員会人事異動につきまして、ご説明させて

いただきます。松浦智幸ですけれども、芽室町に出向を命ぜられ、後任

の学校教育課長兼給食センター長に、有沢勝昭が命ぜられております。

土田雅敏は芽室町農業委員会に出向を命ぜられております。学校教育課

長補佐（教育支援担当）に清末有二が命ぜらております。以下、係長職
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及び係員の異動につきましては記載のとおりとなっておりますが、9ベー

ジをご覧願います。下段の任期付き職員ですが、任期付き会計年度任用

職員の臨時教諭として、茂庭律子と清水美樹が４月１日付で採用となっ

ております。 

以上で説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、この件につきまして、質疑があれ

ばお受けしたいと思います。 

   質疑ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 お諮りしたいと思います。 

議案第64号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、本議案は提案のとおり可決をいたします。 

 

◎日程第 7「議案第 65号 芽室町学校医委嘱の件」について 

○程野教育長 日程第 7「議案第 65号 芽室町学校医委嘱の件」について説

明を願います。 

学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 7 議案第 65号「芽室町学校医委嘱の件」につ

いて、説明をさせていただきます。 

   令和 2 年 2 月 31 日付、任期満了に伴い学校保健安全法第 23 条の規定

に基づき、学校医を委嘱しようとするものであります。 

   11ページをお開き願いたいと思います。 

学校医の委嘱につきましては、これまで同様、公立芽室病院の先生を委

嘱を予定しております。委嘱に当たっては、公立芽室病院とも協議をして

おりまして、記載の田中俊英先生以下、5人の先生方を学校医として委嘱を

する予定ということで今回、提案をさせていただいております。 

   委嘱期間につきましては、令和 2年 4月１日から、令和 3年 3月 31日

までの１年間となっております。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、この件につきまして、質疑があれ

ばお受けしたいと思います。 

   質疑ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 お諮りしたいと思います。 

議案第65号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 



7 

 

○程野教育長 異議なしということでありますので、議案第65号については、

原案のとおり可決をいたします。 

 

◎日程第 8「議案第 66号 芽室町学校歯科医委嘱の件」について 

○程野教育長 日程第 8「議案第 66号 芽室町学校歯科医委嘱の件」につい

て、説明願います。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 8 議案第 66号「芽室町学校歯科医委嘱の件」

について御説明をさせていただきます。 

   学校医同様令和 2年 3月 31日付任期満了に伴い、学校保健安全法第 23

条の規定に基づき、学校歯科医を委嘱しようとするものでございます。 

   13ページをお開き願いたいと思います。 

   学校歯科医委嘱者名簿ということで、記載の家内典夫先生以下、8人の

方々を委嘱しようとするものでございます。 

   委嘱期間につきましては、令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日ま

での 1年間ということで委嘱をしようとするものでございます。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑があればお受けした

いと思います。 

   質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

議案第66号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 66号については、原案のとおり可決

をいたします。 

 

◎日程第 9「議案第 67号 芽室町学校薬剤師委嘱の件」について 

○程野教育長 日程第 9「議案第 67号 芽室町学校薬剤師委嘱の件」につい

て、説明を願います。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 9 議案第 67号「芽室町学校薬剤師委嘱の件」

について御説明させていただきます。 

   学校医、学校歯科医同様、令和 2年 3月 31日付、任期満了に伴い学校

保健安全法第 23条の規定に基づき、学校薬剤師を委嘱しようとするもの

でございます。 

   14ページに委嘱予定者名簿を掲載させていただいております。曽根義
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継さんと横井康男さんのお二人を、令和 2 年 4 月 1 日から、令和 3 年 3

月 31日までの１年間、委嘱をしようとするものでございます。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑があればお受けした

いと思います。 

   質疑ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 お諮りしたいと思います。 

議案第67号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 67号については、原案のとおり可決

をいたします。] 

 

◎日程第 10「議案第 68 号 第 12 地区教科書採択教育委員会協議会委員代理者

選任の件」について 

○程野教育長 続きまして、日程第 10「議案第 68 号 第 12 地区教科書採択

教育委員会協議会委員代理者選任の件」について、説明を願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 11「議案第 69 芽室町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関

する規則制定の件」について 

○程野教育長 日程第 11「案第 69 芽室町立学校の教育職員の業務量の適切

な管理等に関する規則制定の件」について、説明を願います。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 11 案第 69「芽室町立学校の教育職員の業務量

の適切な管理等に関する規則制定の件」について、御説明をさせていた

だきます。 

   今回の制定は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置条例の一部改正に伴い、北海道教育委員会で在校時間の上限時

間数を規則で定めるため、新たに教育委員会規則を制定することとして

おります。教育職員の健康及び福祉を確保することより、学校教育の水

準の維持向上に資するため、本町の所管する小中学校の教育職員が正規

の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理、そ

の他教育職員の健康及び福祉の確保を図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。 

   それでは、19ページをご覧ください。まず、趣旨として第 1条に、勤

務時間及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他教育
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職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定め

るものとしています。 

   第 2 条は、業務量の適切な管理等として、上限として 1 カ月 45 時間、

1年 360時間を定めております。続いて、2項には、一時的又は突発的に

所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、1カ月 100時間未

満、1 年について 720 時間の上限の範囲が定められており、3 号、4 号に

ついてもその内容について規定されています。附則といたしまして、こ

の規則は、令和 2年４月１日から施行しようとするものでございます。 

   以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思いま

す。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

議案第69号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 69号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

◎日程第 12「議案第 70号 芽室町教育委員会行政組織規則中一部改正の件」に

ついて 

○程野教育長 日程第 12「議案第 70号 芽室町教育委員会行政組織規則中一

部改正の件」について、説明願います。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 12 議案第 70号「芽室町教育委員会行政組織規

則中一部改正の件」について説明いたします。 

   議案の 21ページになりますが、令和 2年 4月 1日付で芽室町一般職の

任期付き職員の採用に関する条例による任期付き職員を採用し、臨時教

諭として任命することになったこと及び、学校公務補については現在委

託で配置していることから、関係条文の整理を行おうとするものであり

ます。 

   22ページの新旧対照表のほうで御説明をいたします。 

   第 13条の表中、現行の公務補の項を削り、同表に臨時教諭、上司の命

を受け、教育に従事するを加えようとするものであります。附則といた

しまして、この規則は、令和 2 年４月１日から施行しようとするもので

ございます。 

   以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思いま
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す。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

議案第70号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 70号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

◎日程第 13「議案第 71号 芽室町立学校における学校運営協議会の設置等に関

する規則中一部改正の件」について 

○程野教育長 日程第 13「議案第 71号 芽室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中一部改正の件」について説明願います。 

   学校教育課長 

○松浦学校教育課長 日程第 13 議案第 71号「芽室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中一部改正の件」について説明をさせて

いただきます。 

   今回の改正は、会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化及び

規定の整備により、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う法令

条項における枝番号の改正を行うものであります。 

   30 ページの新旧対照表をご覧ください。第 1 条中、第 47 条の 6 を第

47 条の 5 に改めるもので、附則として、この規則は、令和 2 年 4 月１日

から施行しようとするものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思いま

す。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

議案第71号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 71号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

◎日程第 14「議案第 72号 芽室町スクールバス運行条例施行規則中一部改正の

件」について 

○程野教育長 日程第 14「議案第 72号 芽室町スクールバス運行条例施行規

則中一部改正の件」について説明願います。 

   学校教育課長 
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○松浦学校教育課長 日程第 14 議案第 72号「芽室町スクールバス運行条例

施行規則中一部改正の件」について説明をさせていただきます。 

   今回の改正は、上芽室・西芽室線につきまして、新たに路線として規

定することから、別表に 14国道経由、上芽室・西芽室線を加えるもので、

附則として、この規則は、令和 2 年 4 月１日から施行しようとするもの

でございます。 

以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思いま

す。 

○西村教育長職務代理者 何人乗りのバスでしょうか。 

○松浦学校教育課長 10人乗りのワゴン車となっております。 

○程野教育長 よろしいですか。ほかにありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 他になければ、議案第 72号については、原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 72号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

◎日程第 15「議案第 73号 芽室町学校給食センター条例施行規則中一部改正の

件」について 

○程野教育長 日程第 15「議案第 73号 芽室町学校給食センター条例施行規

則中一部改正の件」について説明願います。 

   学校教育課長 

○松浦学校教育課長 日程第 15 議案第 73号「芽室町学校給食センター条例

施行規則中一部改正の件」について説明をさせていただきます。 

   今回の改正は、学校給食の基準日数を定めるとともに、学校給食費の

改正並びに児童生徒の保護者が負担する学校給食費の規定を新たに設け

るものであります。 

44ページの新旧対照表をご覧ください。第 2条は、のほか次の職員を

専門員その他必要な職員に改正し、第 3 条は、必要に応じて職員を置く

ことができるに改正します。第 4 条は、第 2 条の職員を改正することに

より、3項以下を記載のように改正するものであります。第 6条の２につ

いては、栄養士及びを削るものであります。給食日数の基準を新たに定

めるもので、第 6 条の 3 学校給食日数の基準は 198 日とする。ただし、

中学校第3学年は193日とする。2項に前項に定める基準日数は、各学校、

各学年の給食日数に応じてそれぞれ変更することができる。とするもの
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であります。学校給食費の第 6条の 3を第 6条の 4とし、1食あたりの給

食費を小学生 254円、中学生 304円と 22円増額とするもので、２項には

児童生徒の保護者が負担する規定を新たに設けるものであります。 

附則として、この規則は、令和 2 年 4 月１日から施行しようとするも

のでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思いま

す。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

議案第73号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 73号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

◎日程第 16「議案第 74号 芽室町集団研修施設設置及び管理条例施行規則中一

部改正の件」について 

○程野教育長 日程第 16「議案第 74号 芽室町集団研修施設設置及び管理条

例施行規則中一部改正の件」について説明願います。 

   社会教育課長 

○日下社会教育課長 日程第 16 議案第 74号「芽室町集団研修施設設置及び

管理条例施行規則中一部改正の件」について説明をさせていただきます。 

52ページの新旧対照表をご覧ください。集団研修施設の開館日の変更 

による改正でございまして、休館日、第 3 条１号の毎週火曜日を、毎週

火曜日及び水曜日に改正しようとするものでございます。 以上で、説

明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思いま

す。鳥本委員 

○鳥本委員 前回も山口委員から意見があったように、休館日を増やすこと

により、夏休み中に子供たちが利用する場合、影響はないのでしょうか。 

○日下社会教育課長 集団研修施設かっこうの利用につきましては、現在９

割ほどが団体での利用となっており、かつ週末での利用がほとんどであ

ることから、休館日の変更による影響は少ないことから変更するもので

ございます。しかしながら、今後の利用状況や、施設運営の在り方につ

いては引き続いて検討していきたいと考えております。 

○程野教育長 よろしいですか。ほかにありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 
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○程野教育長 他になければ、議案第 74号については、原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 74号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

◎日程第 17「議案第 75号芽室町スポーツ推進委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 17「議案第 75号芽室町スポーツ推進委員委嘱の件」に

ついて、説明を願います。 

   社会教育課長。 

○日下社会教育課長 日程第 17「議案第 75号芽室町スポーツ推進委員委嘱の

件」について、御説明いたします。 

   令和 2年 3月 31日付任期満了に伴いまして、スポーツ推進委員に関す

る規則第 3 条及び第 4 条に基づきまして、委員を委嘱しようとするもの

でございます。 

   57ページに委嘱しようとする推進委員名簿を掲載しております。 

   貫田正博さん、以下 10名の方々について、委嘱しようとするものです。 

   なお、委嘱期間につきましては、令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月

31日までの 2年間としようとするものです。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 説明が終わりましたので、質疑があればお受けしたいと思い

ます。 

   ございませんか。西村代理 

○西村教育長職務代理者 一つよろしいでしょうか。これらの委員について

は、各団体など範囲は決められているのでしょうか。 

○日下社会教育課長 委員の委嘱につきましては、各団体などのいわゆる充

職ではございません。 

○程野教育長 よろしいですか。ほかにありませんか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 他になければ、議案第 75号については、原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議案第 75号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

 以上、本日予定された議事日程が終了いたしましたけれども、委員の皆

さんから何かございますか。ありませんか。 
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（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 事務局からは何かありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 なければ、今後の日程について説明を願います。 

○中田総務係長 今後の日程について、本日、配付の資料に基づいて説明い

たします。 

   4 月の教育委員会臨時会議ですけれども、4 月 9 日 16 時から公民館 1

階応接室で行わせていただきたいので、よろしくお願いします。定例会

議は 4月 27日、月曜日、16時から公民館２階図書資料室で行う予定となっ

ております。 

   その他ですけれども、4月 3日、金曜日、芽室町立小中学校教職員辞令

伝達式を 13時 30分から公民館 2階講堂で、行う予定となっております。          

4月 8日、9日につきましては、各小中学校の入学式が行われる予定と

なっております。 

   以上です。 

○程野教育長 こちらについてよろしいでしょうか。 

   それでは、以上で第 18 回教育委員会会議を終了させていただきます。 

 

 

会議録署名  教育長       程 野   仁 

 

会議録署名  教育委員      田 口 聡 明 


