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会 議 録 

 

令和元年 12月 26日第 13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００分 

 

○閉会時間   １５時０５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              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     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２７号 芽室町奨学金貸付の件(非公開) 

日程第５ 報告第２８号 区域外就学認定の件(非公開) 

日程第６ 報告第２９号 就学指定校変更(学校選択)認定の件(非公開) 

日程第７ 報告第３０号 令和２年度全国学力・学習状況調査への参加及び協

力についての件 

日程第８ 議案第４３号 令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北

海道版結果報告書」への市町村別結果掲載の件 

(非公開) 

日程第９ 協議案第３号 令和２年度芽室町一般会計教育費予算の件(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 13回教育委員会議を開会したします。 

   それでは、議事に入ります 

本日の議事につきましては、お手元に配付した資料のとおりでござい

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。 

本会議の会議録署名委員は、山口祥子委員といたします。よろしくお

願いをいたします。 

 

◎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」についてであります。 

令和元年度第 12回芽室町教育委員会会議の会議録について、お手元に

配付しておりますが、御質問等ございますでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○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 日程第 3「教育長の報告」につきまして、まず私のほうから 2

点お話をさせていただきます。 

   まず、令和 2 年度の当初人事についてでありますが、前回お話しした

とおり 11月は校長に関する教育局との人事協議がございました。その後、
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今月 18日に教頭と一般教職員に関する人事協議がありました。 

   これを受けて、来年 1月 21日に一般教職員に係る教育長協議が予定さ

れています。並行して校長、教頭の人事協議も継続して行っていく予定

になっております。 

   2 点目については、芽室町議会定例会 12 月定例会議における一般質問

が 17日に行われました。委員の皆様にも一般質問に係る答弁について協

議をしていただいたところでありますが、再質問については人との関わ

りについての考え方、コミュニティースクールの周知のあり方、まるご

と給食の回数を減らすこと。そして、栄養教育と農業現場の接点、最後、

生涯学習に大人の食の教育を取り入れることについての質問がございま

した。 

   簡単に答弁の内容をお話ししますと、まず人との関わりについては、

主体性や協働性、探求性、社会性を身につける中で、積極的に社会参加

を行う人を育てることにつながり、ひいては持続可能な地域社会づくり

の基盤をつくることにつながっていくというような話をさせていただき

ました。 

   それから、コミュニティ・スクールの周知については、現状、周知は

不十分ではないかというお話でありましたが、現在、各学校運営協議会、

町Ｐ連、それから町民活動支援センターとの共催による熟議等の場を工

夫する中で、計画どおりに進んでいること。しかし、まだまだ周知は足

りないのですが、今後、さらに工夫していきたいという話をしたところ

であります。 

   まるごと給食の回数を減らすことについては、1回、1食当たりの単価

を見直しつつ、単価を引き上げながら、より効果的で意義やインパクト

のあるメニューにしていきたいという話をしました。 

   以前お話ししたとおり、前期についてはなかなか生産物、収穫物が思

うように手に入らないということから、後期に重きを置いて展開してい

く。それから、まるごと給食のみならず、日々の給食の中での地場産品

の活用だとか含めて食農教育のことについては指導していける状況にあ

りますので、まるごと給食だけではなくて日々の給食も絡めて、食農教

育を推進していきたいという話をして答弁したところでございます。 

   栄養教諭と農業現場との接点については、本年度では 7 月に栄養教諭

が農業者様のお宅にお邪魔しながらほ場見学だとか、生産についての話

を学ぶ中で、献立等にいかしている現状があること、あわせて 5 年ほど

前から道教委が栄養教諭の初任者研修において農家民泊を取り入れてい

ることなど回答しながら、今後も現場主義に徹した食農教育が推進でき

るように、栄養教諭の研修の機会を工夫したいという話をしてきたとこ
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ろであります。 

   最後、生涯学習に大人も食の教育を取り入れることについて指摘がご

ざいまして、これについてはまず今、ＣＳで学校を核とした食農教育を

推進していこうとしているところでありますので、それをベースにしな

がら現在、各サークル等で大人に対する食育、食農についての事業があ

りますので、そういう事業についても学びながら生かせるものは生かし

ていきたいということであります。 

   いずれにしても、生涯学習も大本は家庭教育にありますので、家庭と

学校と地域関係者が連携しつつ、最終的にはいろいろな学びの機会を工

夫しながら、生涯学習につなげていきたいというような回答をさせてい

ただきました。 

   続けまして、学校教育から報告をお願いします。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 学校教育課所管の主な内容について御報告をさせてい

ただきます。 

   先月、11月 26日、北海道教育庁の鈴木教育指導監が十勝に訪問されて

おりまして、その際に芽室西小学校及び芽室小学校の学校訪問を実施し

ております。 

   なお、当日は十勝教育局長と渡會指導監、また西川教育支援課長が同

行しております。 

   もう 1点、御報告をさせていただきます。次のページ、12 月 19日です

けれども、新聞、ホームページ等でご覧いただいているかと思いますけ

れども、全道大会に出場される中学生の皆さん、芽中、西中で五つの競

技で 24人の皆さんが全道大会出場の挨拶で来庁いただいております。 

   以上で、報告を終わります。 

○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です。 

   12 月 8 日でありますけれども、ねんりんフェスティバルを開催してご

ざいます。160名の方に参加をいただきました。 

   次のページです。12月 23日、コミュニティ・スクールの地域学校協働 

本部に当たるめむろ郷育・夢育応援団会議を開催し、組織を立ち上げた

ところでございます。 

   以上です。 

○程野教育長 以上、報告第 1 号でございましたが、この件につきまして、

質疑等ございますが。 

   よろしいでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 
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○程野教育長 それでは、報告のとおりということにさせていただきます。 

 

◎日程第 4 「報告第 27号芽室町奨学金貸付の件」 

○程野教育長 日程第 4「報告第 27 号芽室町奨学金貸付の件」につきまして

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恐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。 

（「よろしいです」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。 

以下、非公開 

 

◎日程第 5「報告第 28号区域外就学認定の件」 

○程野教育長 日程第 5「報告第 28 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。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6 「報告第 29号就学指定校変更（学校選択）認定の件」 

○程野教育長 日程第 6「報告第 29号就学指定校変更（学校選択）認定の件」

について、これも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がある事項に当たり

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。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7 「報告第 30 号令和 2 年度全国学力・学習状況調査への参加及び協

力についての件」 

○程野教育長 日程第 7「報告第 30 号令和 2 年度全国学力・学習状況調査へ

の参加及び協力についての件」の説明をお願いします。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 7「報告第 30 号令和 2 年度全国学力・学習状況

調査への参加及び協力についての件」について御説明をさせていただき

ます。 
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   議案 16ページをお開き願いたいと思いますけれども、18ページをご覧

いただきたいと思いますけれども、令和 2 年度の全国学力・学習状況調

査につきましては、来年 4月 16日に予定をされております。 

   このことから、17 ページにありますとおり、12 月 16 日付けで文部科

学省より、令和 2 年度全国学力・学習状況調査への参加及び協力の照会

があり、これを受けまして、北海道教育長より 12 月 18 日付で各市町村

教育委員会に照会がございました。 

   16 ページにありますとおり、各市町村教育委員会の管内教育局への提

出が 12 月 20 日までとなっておりまして、これまで同様、参加及び協力

をしていくということで考えておりますことから、その旨、参加すると

いうこと、協力するということで 19ページの様式 1の詳細等を報告して

おりますことから、本日、報告とさせていただきます。 

   以上でございます。 

○程野教育長 例年どおり、全国学力・学習状況調査への参加、協力という

ことで報告しているということでございます。 

   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 では、参加、協力するということで承認いたします。 

 

◎日程第 8「議案第 43 号令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北

海道版結果報告書への市町村別結果掲載の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 43 号令和元年度全国体力・運動能力、運動

習慣等調査北海道版結果報告書への市町村別結果掲載の件につきまして

は、芽室町教育委員会会議規則第 12条第 6号に規定するその他、公開す

ることにより教育行政の公正、または円滑な運営に著しい支障が生じる

おそれが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。 

（「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。 

以下、非公開 

 

◎日程第 9「協議案第 3号令和 2年度芽室町一般会計教育費予算の件」 

○程野教育長 日程第 9「協議案第 3号令和 2年度芽室町一般会計教育費予算

の件」につきましては、芽室町教育委員会会期規則第 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、非公開としたいと思いますがよろしいで

しょうか。 
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（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 非公開とさせていただきます。 

以下、非公開 

 

   日程については、第 9番で終わりました。 

   委員の皆様から何かございますでしょうか。 

（「なし」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お願いします。 

〇事務局 今後の日程について説明申し上げます。 

初めに、来月 1月の教育委員会会議ですけれども、1月 31日、金曜日、

15時 30分から予定しております。 

その他でございますけれども、本日、この後、教育委員会協議会を 1

階応接室で行います。その後、またこちらの図書資料室において総合教

育会議を行います。 

その後、記載のとおり忘年会となっております。 

明年 1月 6日、令和 2年芽室町新年交流会が 11時からめむろーどセミ

ナーホールで行います。 

1月 12日は、令和 2年芽室町成人式、14時から同じくめむろーどで行

います。 

1月 25日、第 23回フレンドリーコンサート 13時 30分、公民館。 

3 月 7 日は、芽室町文化賞、スポーツ賞等授賞式、9 時 30 分、公民館

を予定しております。 

3月 25日、令和元年度退職兼任校長、教頭慰労激励会を 18時、公民館

の講堂で予定しております。 

以上です。 

○程野教育長 よろしいですね。 

それでは、以上をもちまして、第 13回教育委員会会議を終了させてい

ただきます。 

ありがとうございました。 

 

会議録署名  教育長       程 野   仁 

 

会議録署名  教育委員      山 口 祥 子 


