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会 議 録 

 

令和３年２月 25 日第 18 回芽室町教育委員会会議を芽室町役場２階教育委員

会会議室で開催した。 

 

○開会時間   １４時４８分 

 

○閉会時間   １５時５５分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                鳥 本 和 宏 

委員                福 井 栄 子 

 

○欠席委員   委員                田 口 聡 明 

 

○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 

学校教育課総務係長         中 田 雅 彦 

学校教育課給食係主任        平 光 洋 太 

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３２号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第５ 報告第３３号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 議案第４２号 芽室町教育委員会具申の件（非公開） 

日程第７ 議案第４３号 令和２年度芽室町文化賞等受賞者決定の件（非公開） 

日程第８ 議案第４４号 令和２年度芽室町スポーツ賞等受賞者決定の件（非

公開） 

日程第９ 議案第４５号 令和３年度芽室町一般会計教育費予算の議案に対す

る意見申し出の件（非公開） 

日程第 10 議案第４６号 機構改革に伴う教育委員会関係規則の整理に関する

規則制定の件 

日程第 11 議案第４７号 機構改革に伴う教育委員会関係規定の整理に関する

訓令制定の件 

日程第 12 議案第４８号 芽室町健康プラザ設置及び管理条例施行規則中一部

改正の件 

日程第 13 議案第４９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 田口委員欠席となりますが、本日の委員会の出席は 4 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 18回教育委員会会議を開会いたします。 

   日程第 1、本会議の会議録署名委員は、本日は鳥本和宏委員とします。 

 

◎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」第 16回、17回お手元にございま

すが、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、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。 

   私から 1点、先週 2月 18日、十勝管内市町村教育委員会教育長会議が

オンラインでございまして、令和 3 年度の十勝管内教育推進の重点の案
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についてなどの説明がありました。基本的に昨年度と同様であり、重点

五つありますけれどもそれを推進していきたいということで、詳細につ

いては後ほどお話したいと思っております。 

   各課から報告ありますか。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 学校教育課所管で、まず 2 月 8 日、令和 3 年度の一般

教職員人事異動二次協議ということで、教育長含め我々と十勝教育局の

ほうで一般人事の協議を実施いたしました。本年 2 月末には一般人事に

ついては固まる見込みであります。 

   続きまして、2 月 16 日、先ほどの企業版ふるさと納税というお言葉が

町長のほうからあったと思いますが、芽室町では第 1 号になります株式

会社北海道丸和ロジスティクス様から 100 万円の寄贈がありまして、芽

室小学校の金管楽器を購入させていただいております。 

   以上報告です。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 裏のページを御覧ください。 

   社会教育課の所管事業でありますが、1月 30日に第 24回フレンドリー

コンサートを開催してございます。また、2月 1日から 3日にかけて芽室

柏樹学園の学園祭を実施してございます。また、下段になりますけれど

も、コミュニティ・スクールに係る地域学校協働活動関係については記

載のとおりですので、御確認をお願いいたします。 

   以上です。 

○程野教育長 以上報告といたします。 

   この後の会議について 7 件の非公開の日程がありますので、非公開の

決定をお願いします。 

   日程第 4「報告第 32号区域外就学認定の件（非公開）」から日程第 8「議

案第 44 号令和 2 年度芽室町スポーツ賞等受賞者決定の件（非公開）」ま

での 5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。 

（「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 9「議案第 45 号令和 3 年度芽室町一般会計教育費予算の議案に

対する意見申し出の件（非公開）」及び日程第 13「議案第 49 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）」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
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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 以上、非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 32号区域外就学認定の件（非公開）」 

○程野教育長 それでは、日程第 4「報告第 32 号区域外就学認定の件（非公

開）」、説明願います。 

以下、非公開 

  

◎日程第 5「報告第 33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 33 号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」、説

明願います。 

以下、非公開 

  

◎日程第 6「議案第 42号芽室町教育支援委員会具申の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 6号「議案第 42号芽室町教育支援委員会具申の件（非

公開）」、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 43号令和 2年度芽室町文化賞等受賞者決定の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 7「議案第 43 号令和 2 年度芽室町文化賞等受賞者決定

の件（非公開）」、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 8「議案第 44 号令和 2 年度芽室町スポーツ賞等受賞者決定の件（非公

開）」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 44 号令和 2 年度芽室町スポーツ賞等受賞者

決定の件（非公開）」、説明願います。 

以下、非公開 

  

◎日程第 9「議案第 45 号令和 3 年度芽室町一般会計教育費予算の議案に対する

意見申し出の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 45 号令和 3 年度芽室町一般会計教育費予算

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 

  

◎日程第 10「議案第 46号機構改革に伴う教育委員会関係規則の整理に関する規
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則制定の件」 

○程野教育長 日程第 10「議案第 46号機構改革に伴う教育委員会関係規則の

整理に関する規則制定の件」、説明願います。 

 学校教育課長。 

 ○有澤学校教育課長 117ページになります。 

    日程第 10「議案第 46号機構改革に伴う教育委員会関係規則の整理に関

する規則制定の件」についてであります。 

    機構改革に伴う教育委員会関係規則の整理に関する規則を制定しよう

とするものであります。 

    118 ページを御覧ください。今回の改正を上段に記載しておりますが、

まず「学校教育課」を「教育推進課」に、「総務係」、「学校教育係」を「教

育総務係」、「教育推進係」に、「社会教育課」を「生涯学習課」へとそれ

ぞれ課・係名を変更するものであり、これに伴い関係する規則 5 項目を

改正するものであります。 

    まず一つ目が 124ページに進んでいただき、新旧対照表になりますが、

一番上に芽室町教育委員会行政組織規則、これをこちらに記載した新旧

対照表のとおり改めるものであります。以下、同様に 126 ページ中段、

芽室町教育委員会公印規則、127ページ下段、芽室町就学援助審議会設置

規則、続いて 128ページ上段、芽室町奨学金貸付条例施行規則、130ペー

ジ上段、芽室町スクールバス運行条例施行規則の一部を改めるものであ

ります。 

    なお、附則といたしまして、この規則は令和 3 年 4 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。 

   全体を通して質疑はございますか。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、これについて異議なしと認め、議案どおり可決い

たします。 

 

◎日程第 11「議案第 47号機構改革に伴う教育委員会関係規定の整理に関する訓

令制定の件」 

○程野教育長 日程第 11「議案第 47号機構改革に伴う教育委員会関係規定の

整理に関する訓令制定の件」、説明願います。 

 学校教育課長。 

 ○有澤学校教育課長 133ページになります。日程第 11「議案第 47号機構改

革に伴う教育委員会関係規定の整理に関する訓令制定の件」についてで
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あります。 

    機構改革に伴う教育委員会関係規定の整理に関する訓令を制定しよう

とするものであります。 

    説明に入ります前に、大変申し訳ございませんが修正 2 か所お願いい

たします。まず 134 ページ下段のほうの附則のところに「この規則は」

となっております。この規則は令和 3 年 4 月 1 日から施行するとなって

おりますが、「この訓令は」に修正お願いします。「この訓令は」になり

ます。 

    もう１か所が 136 ページ、表 5 段の左側、改正案と下段の附則にあり

ますこちらも「この規則は」となっておりますが、「この訓令は」と修正

をお願いいたします。大変申し訳ございません。 

    それでは、改めまして説明させていただきます。 

    今改正につきましても、先ほど説明した規定による改正でありまして、

関係する規定は三つございます。一つ目が 135 ページの表にあります教

育委員会の課長が補助を執行する事務を処理する分掌事務を定める規定、

それとその下の下段にございます芽室町教育委員会事務局庶務規定、続

いて 136 ページ中ほどにございます芽室町中央公民館庶務規定の一部改

正でございまして、こちらを先ほどお話しました課・係名に修正してい

くことになります。 

    なお、附則といたしまして、この訓令は令和 3 年 4 月 1 日から施行す

ることになります。 

    以上で説明を終わります。 

○程野教育長 134ページの附則のところが訓令、同じく 136ページの附則も

訓令と修正ということでありますが、全体通していかがでしょうか。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、この件について異議なしと認め、議案どおり可決

いたします。 

 

◎日程第 12「議案第 48号芽室町健康プラザ設置及び管理条例施行規則中一部改

正の件」 

○程野教育長 日程第 12「議案第 48号芽室町健康プラザ設置及び管理条例施

行規則中一部改正の件」、説明願います。 

 社会教育課長。 

 ○日下社会教育課長 日程第 12「議案第 48号芽室町健康プラザ設置及び管理

条例施行規則中一部改正の件」について説明させていただきます。 

    芽室町健康プラザ設置及び管理条例施行規則の一部を改正しようとす
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るものであります。 

    内容につきましては 138 ページ、今回の改正はこの説明文に記載のと

おり、ゲートボールの活動しやすい環境づくりと普及活動のため、使用

料の減免項目を追加するものであります。139ページの新旧対照表を御覧

ください。改正案で使用料の減免第 7条に第 6号として、「ゲートボール

競技で使用するときはその使用料を免除するものとする」を追加するも

のであります。 

    なお、附則として、この規則は令和 3 年 4 月 1 日から施行しようとす

るものであります。 

    以上で説明を終わります。 

○程野教育長 ゲートボールの競技の使用料免除と説明がございました。 

   質疑等ございますか。 

   鳥本委員。 

○鳥本委員 いま現在も健康プラザの使用料は徴収されていたのか教えてく

ださい。 

 ○日下社会教育課長 個人であれば 1 時間 200 円です。また団体は別料金と

なっております。 

○鳥本委員 団体の料金はわかりますか。 

 ○日下社会教育課長 町が主催するものについてはもらっておりませんけれ

ども、民間主催のものについては使用料いただいております。 

○程野教育長 団体料金は分かりますか。 

○日下社会教育課長 団体使用料につきましては、アリーナが 1 時間につき

800円です。研修室も 1時間につき 140円、個人使用につきましては当日

券が一人１回につき 100 円、6 か月券については 2500 円となっておりま

す。以上であります 

○程野教育長 よろしいですか。 

   町が主催する場合、使用料は無料ということであります。 

   本件についてよろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について異議なしと認め、議案どおり可決い

たします。 

 

◎日程第 13「議案第 49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 日程第 13「議案第 49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）」、説明願います。 

以下、非公開 
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◎追加日程第 13「議案第 50号芽室町立学校管理規則中一部改正の件」 

○程野教育長 追加日程第 1「議案第 50 号芽室町立学校管理規則中一部改正

の件」、説明願います。 

 学校教育課長。 

 ○有澤学校教育課長 追加資料 3ページになります。 

    追加日程第 1「議案第 50 号芽室町立学校管理規則中一部改正の件」に

ついてであります。 

    芽室町立学校管理規則の一部を改正しようとするものであります。 

    今回の改正は、4ページ下段説明欄にありますとおり芽室町立小中学校

教職員の出退勤について、出退勤管理システムにおいて管理することか

ら必要な条文を追加するものであり、5ページ新旧対照表の改正案にござ

います下線の部分を追加するものであります。 

    なお、附則として、この規則は令和 3 年 3 月 1 日から施行するもので

あります。 

    以上で説明終わります。 

○程野教育長 出退勤の管理システムの規則ということであります。 

   鳥本委員。 

○鳥本委員 出退勤管理システムの内容を少し教えていただきたい。 

○程野教育長 総務係長。 

○中田総務係長 本町におきましては、まず各学校にこの出退勤を管理する

システムの入ったパソコンを 1 台配備しまして、朝職員が出勤したらそ

のパソコンに自分の職員番号のファイルがあるのですけれども、出勤と

いうボタンを押して、帰るときに退勤というボタンを押すというような

形になります。 

   出退勤システムは、ＩＣカードでしたり色々な形がありますが、本町

におきましてはこれまで校務用パソコン、先生方の使っているパソコン

のスイッチのオン・オフで勤務時間の把握をしておりましたけれども、

それではなかなか起動忘れですとか、勤務時間の集計に少し手間がかか

るということで、今回新たにこのシステムを導入して 1 台のパソコンで

管理するということを想定しております。 

○鳥本委員 勤務時間の集計は、どんなふうに集計できるものか。 

○中田総務係長 集計につきましては、毎月恐らく教頭先生になるのですけ

れども、それもボタン一つで全ての先生が日別に何時に出勤して何時に

退勤したという時間管理、また超過時間、業務外時間が何時間あったの

かというのが分かるようなシステムとなっております。 

○程野教育長 福井委員。 
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○福井委員 今までというか、現行の段階では出勤された方は押印するとい

う形のようなのですが、時間について今は明らかに何か記載だとかとい

うものはないということですか。 

○中田総務係長 今までは先生方一人 1台パソコンが配置されていますので、

そのスイッチを入れた時刻を把握しておりまして、何時につけて何時に

消したというのを把握はしているのですけれども、つけ忘れたとか切り

忘れたということがありますから、不確定な部分がありますので、きち

んとしたシステムで管理しようとするものであります。 

○程野教育長 そのほかいかがですか。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、本件について異議なしと認め、原案どおり可決い

たします。 

 今後の日程についてお願いします。 

○事務局 今後の日程について御説明をいたします。 

   3 月の教育委員会会議は、まず臨時として 16 日火曜日 15 時 30 分から

役場 2 階会議室 7 を予定しております。定例ですけれども、3 月 26 日金

曜日 14時 30分から同じく役場 2階会議室 7を予定しております。 

   その他ですけれども、記載にあります 3 月 6 日の文化賞・スポーツ賞

授与式につきましては、協議の結果中止ということになっておりますの

で御承知おき願います。 

   また、卒業式の予定は 3月 15日が中学校、24日が小学校の卒業式となっ

ておりますが、昨年同様、来賓はなしということで行うこととなってお

ります。 

   最後に 3月 26日金曜日に本年度、令和 2年度に退職・転任されます校

長、教頭の慰労激励ということで、教育長からのお言葉なのですけれど

も 16時から役場 2階会議室 7で行いますので、この日ちょうど教育委員

会議の後の時間でありますので、御都合良ければ御列席いただければ

思っております。 

   以上です。 

○程野教育長 それでは、以上で第 18 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 


