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会 議 録 

 

令和４年８月３１日第６回芽室町教育委員会会議を芽室町役場２階第７会議

室で開催した。 

 

○開会時間   １５時００分 

 

○閉会時間   １５時３４分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          鳥 本 和 宏 

委員                福 井 栄 子 

委員                松 久 大 樹 

委員                土 井 槙 悟 

 

○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 

生涯学習課社会教育係長       村 島 志津佳 

生涯学習課スポーツ振興係長     梅 森 祐 之 

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１２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１３号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 報告第１８号 令和５年度使用小学校用教科用図書採択の件 

日程第７ 議案第１９号 令和５年度使用中学校用教科用図書採択の件 

日程第８ 議案第２０号 令和５年度使用教科用図書のうち学校教育法附則

第９条に規定する教科用図書採択の件 

日程第９ 議案第２１号 令和４年度全国学力・学習状況調査「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 10 議案第２２号 請負変更契約締結（町営水泳プール等整備工事）の

議案に対する意見申し出の件（非公開） 

日程第 11 議案第２３号 条例改正（芽室町地域体育館設置及び管理条例中一

部改正）の議案に対する意見申し出の件（非公開） 

日程第 12 議案第２４号 令和４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 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 6回教育委員会会議を開会いたします。 

 日程第 1「会議録の署名委員の指名」については、本会議の会議録署名

委員は、土井槙悟委員とします。 

 

◎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」についてでありますが、質疑等ご

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 では、前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」について、まず私からですが、町内

の学校は 8月 17日に第 2学期始業式を行って、その後、一部の学校で新

型コロナウイルス感染症に関わる学級閉鎖がございましたが、今週は学

級閉鎖がなく進んでいるところであります。引き続き、校内の感染防止と

学びの継続性の両立を図れるように努めていきたいというふうに考えて
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おります。 

 各課から報告お願いします。 

 有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 教育推進課所管事業の主なものについて御報告させて

いただきます。 

 まず、7 月 27 日になります。第 2 回教育振興基本計画策定委員会を開

催しまして、教育推進課の素案を提出させていただき御議論いただきま

した。今後、生涯学習課については、9月下旬の開催を予定してございま

す。 

 続きまして、8 月 5 日と 18 日の両日になりますが、令和 4 年度の公立

学校職員永年勤務者表彰を行っております。今年は 17名の教職員の方に

表彰状を授与、伝達いたしております。 

 8 月 17 日になりますが、芽室中学校のほうから、まず吹奏楽部が全道

大会で、また柔道とソフトテニスが全国大会への出場を決定しておりま

す。それに伴って、代表生徒のほうから教育長へ大会参加に向けた決意表

明をいただいております。 

 次のページに進んでいただきまして、8 月 24 日、食農教育ということ

で今年で 2 回目を迎えております。当日は収穫体験として圃場を耕すと

ころから、あるいは除草というところをＪＡさんですとか指導農業士さ

んに御協力いただきながら、今年も終えることができました。 

 なお、収穫しました芋につきましては、今後、芽室小学校 6年生がレシ

ピを考えて、11 月のまるごと給食で提供していくという流れになってい

ます。 

 以上で、教育推進課所管事業の報告を終わります。 

○程野教育長 日下生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 生涯学習課の所管事業についてであります。 

 2ページの下段、7月 26日から 29日にかけて 3年振りになります少年

少女国内研修ということで、岐阜県揖斐川町へ 14名の児童の参加を得て

実施いたしております。 

 3 ページ、8 月 27 日、28 日です。発祥の地杯全国ゲートボール大会、

こちらも 3年振りに 32チームの参加を得て大会を実施したところであり

ます。 

 また、この間、日本ハムファイターズとの協定事業というものを複数回

実施していること、また、8 月 10 日にはヴォレアス北海道のバレーボー

ル教室といったことで、各種目における教室開催と事業を実施したもの

であります。 

 また、コミュニティ・スクールにおける地域学校教育活動の関係につい
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ては、記載のとおりであります。 

 以上です。 

○程野教育長 以上、教育長の報告といたします。 

 この後の本日の会議は、5件の非公開の日程がありますので、議事進行

において提案説明の前に非公開の決定をお願いします。 

 日程第 5「報告第 13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 9「議案第 21号令和 4年度全国学力・学習状況調査

「北海道版結果報告書」への市町村別結果掲載の件（非公開）」につい

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 22号請負変更契約締結（町営水泳プール

等整備工事）の議案に対する意見申し出の件（非公開）」、日程第 11

「議案第 23号条例改正（芽室町地域体育館設置及び管理条例中一部改

正）の議案に対する意見申し出の件（非公開）」、日程第 12「議案第

24号令和４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

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

しいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、以上 5件について、非公開とします。 

 

◎日程第 4「報告第 12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 日程第 4「報告第 12 号就学困難な児童生徒に係る就学援助認

定の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 1ページになります。 

 日程第 4「報告第 12 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
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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 4年 8月申請者数は 1世帯で、この世帯が認定となっております。 

 3ページ、8月 8日現在での申請世帯は 150世帯、認定世帯が 132世帯

で、内訳は要保護世帯が 4 世帯、準要保護世帯が 128 世帯となっており

ます。不認定世帯につきましては 18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 102名、中学校で 79名、要保護認定

者数は小中、合わせて 4名、要保護、準要保護で合わせますと 185名の認

定者数となっており、認定率につきましては右上の表のとおり 11.6％と

なっております。 

 以上で報告を終わります。 

○程野教育長 本件について、質疑はございますか。よろしいですか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 では、本件について報告のとおりといたします。 

 

◎日程第 5「報告第 13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 13 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 18号令和 5年度使用小学校用教科用図書採択の件」 

○程野教育長 日程第 6「議案第 18 号令和 5 年度使用小学校用教科用図書採

択の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 13ページになります。 

 日程第 6「議案第 18 号令和 5 年度使用小学校用教科用図書採択の件」

について、御説明いたします。 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13条及び第14

条の規定に基づき、令和 5 年度使用の小学校用教科用図書を採択しよう

とするものであります。 

 初めに、18ページをお開きください。 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、こちら抜粋に

なります。まず、ページ下段の第 13条、教科用図書採択におきまして、

教科用図書の採択は、種目、教科ごとに一種の教科用図書について行うも

のと規定されております。 
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 また、次の 19 ページ下段の第 14 条、同一教科用図書を採択する期間

において、政令で定める期間、これは 4年ごとになります。4年ごとにこ

の期間内に毎年度、教科ごとに同じ教科用図書を採択するものと規定さ

れております。 

 また、20 ページをお開きいただきまして、施行令でございますが、上

段の第 14条、採択の時期においては、当該教科用図書を使用する年度の

前年度の 8月 31日、来年度のものを決めるのであれば、今年度でいえば

8月 31日、本日までに行わなければならないと規定されております。 

 その次の 21ページになりますが、今、御説明しました法律施行令を踏

まえて、本町の学校管理規則第 41条では教科書採択の条項におきまして、

学校において使用する教科書は、第 12地区教科書採択教育委員会協議会、

これは、帯広市を除く 18町村により構成する協議会になりますが、この

協議会の決定に基づいたものを芽室町教育委員会が採択するというふう

に決められております。 

 お戻りいただきまして、14ページになります。 

 今、御説明させていただいたことを踏まえまして、令和 5年度に使用す

る小学校用教科用図書の採択になりますが、この規定に基づきまして、令

和元年 8月 6日に開催されました第 12地区教科書採択教育委員会協議会

で決定された表の 13種目の教科用図書を令和 5年度も採択しようとする

ものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○程野教育長 4年間採用しますが、毎年度、採択確認するという手順であり

ます。 

 質疑はございますか。よろしいですか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 では、本件について原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 7「議案第 19号令和 5年度使用中学校用教科用図書採択の件」 

○程野教育長 日程第 7「議案第 19 号令和５年度使用中学校用教科用図書採

択の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 22ページになります。 

 日程第 7「議案第 19 号令和 5 年度使用中学校用教科用図書採択の件」

について、御説明させていただきます。 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13条及び第14

条の規定に基づき、令和 5 年度使用の小中学校用教科用図書を採択しよ

うとするものでございます。 



8 

 

 23ページを御覧願います。 

 令和 5 年度に使用する中学校用教科用図書採択につきましても、先ほ

ど御説明させていただきました小学校用教科用図書の採択と同様に、同

条項に基づきまして、令和 2年 8月 6日に開催されました第 12地区教科

書採択教育委員会協議会で決定されました、こちらは 16種目、教科用図

書を採択しようとするものであります。 

 これで、説明を終わります。 

○程野教育長 本件について、質疑はございますか。よろしいですか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 8「議案第 20 号令和 5 年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第 9

条に規定する教科用図書採択の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 20 号令和 5 年度使用教科用図書のうち学校

教育法附則第 9条に規定する教科用図書採択の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 29ページを御覧ください。 

 日程第 8「議案第 20 号令和 5 年度使用教科用図書のうち学校教育法附

則第 9条に規定する教科用図書採択の件」について、御説明いたします。 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13条及び第14

条の規定に基づき、令和 5 年度使用の小学校及び中学校用教科用図書の

うち、学校教育法附則第 9 条に規定する教科用図書を採択しようとする

ものであります。 

 31ページをお開き願います。 

 学校教育法の抜粋になりますが、下段の附則第 9条で、特別支援学校並

びに特別支援学級においては、教科用図書以外の教科用図書を使用する

ことができると規定されております。これは、障害種ですとか障害区分

等、様々な特性に応じて、この教科書以外の一般の図書を使用できるとい

うものでございます。 

 30ページにお戻りいただきまして、この規定から 30ページの四角の囲

み枠を見ていただきたいと思いますが、令和 5年度使用、小・中学部を除

く特別支援学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書採択参考資料、こ

れは、令和 4 年度 6 月に北海道教育委員会が作成しているものでありま

すが、この採択参考資料、全ての図書を採択することとしまして、その中

から児童生徒の方が特性に応じたものを使用することができるよう決定

されたところであります。この北海道教育委員会の方針を受けまして、本

町においても同様に採択するものであります。 
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 以上で、終わります。 

○程野教育長 本件について、質疑はございますか。よろしいですか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 9「議案第 21 号令和 4 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報

告書」への市町村別結果掲載の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 9「令和 4年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果

報告書」への市町村別結果掲載の件（非公開）」について、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 10「議案第 22号請負変更契約締結（町営水泳プール等整備工事）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 22号請負変更契約締結（町営水泳プール等

整備工事）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 11「議案第 23号条例改正（芽室町地域体育館設置及び管理条例中一部

改正）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 11「議案第 23号条例改正（芽室町地域体育館設置及び

管理条例中一部改正）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 12「議案第 24号令和 4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 12「議案第 24号令和 4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 

 

○程野教育長 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、お知らせいたします。 

 ９月定例会議の一般質問が 14日、15日に予定されており、通告期間は

9月 2日までとなっておりますが、今現在、一般質問が予定されていると

いうことですので 9 月 12 日月曜日 16 時から臨時で開催させていただき

たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 また、定例については、9月 28日水曜日 15時から、こちらの第 7会議
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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。 

○程野教育長 それでは、以上で第 6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  土 井 槙 悟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


