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会 議 録 

 

令和４年５月２６日第２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   １６時００分 

 

○閉会時間   １６時２７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 

 

○欠席委員   委員                土 井 槙 悟 

 

○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 

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 

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 ３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 ４号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 議案第 ９号 教育委員会委員の学校訪問実施の件 

日程第７ 議案第１０号 芽室町教育振興基本計画策定委員会委員委嘱の件 

日程第８ 議案第１１号 芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件 

日程第９ 議案第１２号 芽室町生涯学習計画策定委員会委員委嘱の件 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○程野教育長 本日の委員会については土井委員が欠席でありますので、出

席は 4名でありますが、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。 

日程第 1、会議録の署名委員の指名については、土井委員の予定でし

たが欠席のため、鳥本和宏教育長職務代理者といたします。 

 

◎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） 

 では、「前会議録の承認」について、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。 

まず、私からですが町内の学校の動向ですが、運動会、体育祭の日程

について芽室中から上美生中、上美生小は 28 日開催予定です。当初、

西中も 28日の予定でしたが、3年生が 28日までコロナで学級閉鎖にな

ったことから、現段階で 6月 1日、水曜日の平日開催を予定しておりま

す。 

芽室小、西小、南小は 6月 4日であり、小中とも全て半日開催という

予定であります。なお、明後日 28 日は雨模様なので該当の学校の延期

も想定されますが、無事に開催されることを期待しているところであり

ます。 

私からは、以上です。 

各課からお願いします。 
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教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 教育推進課所管事業について、御報告いたします。 

5月 17日、2年目を迎えます食農教育の圃場体験を実施してございま

す。当日は、芽室小学校 6年生と西小学校の 3年生、指導農業士会の会

員の指導のもと、播種等の体験を実施しております。 

今後、除草、収穫をし、収穫したもので何を作るかというところまで

を、その子供たちに考えていただきながら、最後の給食に出していくと

いう予定です。 

以上です。 

○程野教育長 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 生涯学習課の所管事業です。4 月 26 日には、本年度

のＰＴＡ連合会の総会が開催されております。 

次のページに移りまして、5 月 11 日、柏樹学園の入園式を開催して

ございますが、本年度の入園者 133名ということで、ざっくり言います

と毎年、20人ぐらいずつ減っている状況ということになります。 

その下、温水プールの安全祈願行事ですけれども、ここで行われまし

て、既に温水プールの建設工事が着手しているというところでありま

す。 

5 月 19 日にサッカーゴール寄附セレモニーとありますが、石狩市に

本社があり、東工業団地に事業所があります丸和ロジスティクスという

運送倉庫業を営む会社なのですけれども、企業版のふるさと納税を活用

して本町に寄附をいただいている、それを活用させていただいて、少年

用サッカーゴールとベンチを購入させていただいております。その記念

行事を行ったというものであります。 

また、昨日 25日ですけれども、チャレンジデー2022に取り組んでい

ました。 

以上であります。 

○程野教育長 以上、報告とします。 

 

○程野教育長 この後、本会議について 1 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 4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すか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、議事に戻ります。 



5 

 

 

◎日程第 4「報告第 3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 3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。 

 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 3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。 

まず、2ページをお開きください。 

2 ページは、4 月の認定者数、続いて 3 ページが 5 月の認定者数で、

ページを進めていきまして、4 ページは令和 4 年度の 5 月 11 日現在の

累計認定者数になります。 

申請世帯が 139世帯、認定世帯が 121世帯で、内訳は要保護世帯が 3

世帯、準要保護世帯が 118 世帯でありました。なお、不認定世帯は 18

世帯となっております。 

ページ中段以下、各小中学校の認定者数、準認定者数で準要保護認定

者数につきましては、小学校で 91名、中学校で 74名、合わせて 165名

となっております。 

上の表にありますとおり、認定率は 10.４％となっております。 

以上で報告終わります。 

○程野教育長 本件について質疑等ございますか。 

福井委員。 

〇福井委員 1点、伺いたいことがございます。 

こちらの 10年間の認定世帯数状況、この表を見て 10年間で大体、半

分ぐらい申請数になっているんだなということを分かるのですけれど

も、今、このコロナの状況もあって申請者数は増えているのかなと思っ

たところ、減っている。この 3 年ぐらいみても減っているということ

で、何かこれ理由があるのだろうか。恐らく芽室町の人口というのは大

きくは減少していないかと思いますが、横ばいか少し減っているという

ようなことを何かインターネットだったでしょうか、見たことがあるの

ですけれども、人口が変わっていないにもかかわらず、この申請者数が

減っている。 

子供の数も恐らく大きくは減っていないのかなと思うのですが、ちょ

っと詳しい数字は分かりかねるのですが、その中で、これだけ申請者が
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減っているというのは、何か理由があるのかどうか、申請するというこ

とについて、各家庭にこういう家庭は申請ができる、できないというよ

うな、そういう情報がきちんと伝わっているのだろうかということが、

ちょっと気になった点です。伺いたいと思います。 

〇有澤教育推進課長 まず、児童生徒数の推移で申し上げますと、確かに人

口は減っていないのですが、出生者数は徐々に減少傾向なのですよね。 

ただ、多い学年の方たちが卒業していくと、入ってくる数を上回れな

いので、やはり減少傾向幅としては毎年、30から 40減っています、児

童生徒数。ここ 5年ぐらいの推移が大体 30から 40ぐらいが平均して生

徒数が減っている状況にあります。 

それでも 30、40 程度の中で、そのぐらいの申請件数、それはあまり

にも少ないだろうということで、我々もコロナ禍の分析等をしていまし

たところ、家計の収入が若い人ですと去年よりは少しコロナの影響とい

うのは大きな変化は出ていないと、となったときに、じゃあ、なんで我

々となると、やっぱりそんなにコロナによる影響はないのかなとは言い

つつも、でも申請件数は少ないなと。 

いずれにしてもこのコロナ環境下の中で、減少傾向というところです

が周知発信を少し強化しなければいけないというふうに感じます。 

○程野教育長 よろしいですか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 意外と生活困窮家庭については、いろいろな面で情報が行き

届かないというところもいろいろなところで聞くものですから、そんな

ところを配慮しながら進めていきたいと思います。 

よろしいですか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 では、報告のとおりといたします。 

 

◎日程第 5「報告第 4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 9号教育委員会委員の学校訪問実施の件」 

○程野教育長 日程第 6 号「議案第 2 号教育委員会委員の学校訪問実施の

件」、説明願います。 

教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 14ページになります。 
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日程第 6「議案第 9号教育委員会委員の学校訪問実施の件」についてで

あります。 

教育活動及び教育環境の実情や教育現場の現状を把握することを目的

として、教育委員会委員の学校訪問を実施しようとするものであります。 

15 ページ、令和 4 年度の教育委員会学校訪問実施要領になります、委

員長学校訪問スケジュールでございますが、記載のとおり 6月 30日、7月

6日、7月 7日の 3日間を予定しております。 

ページ裏の米印にありますとおり、訪問時間、昨年度と一昨年はコロナ

禍において短縮し、50 分間の訪問としました。今年は、60 分を予定して

ございます。 

16 ページに進んでいただきまして、2 の訪問者は記載のとおり 12 名予

定しております。3 の説明を受ける内容等は学校教育の説明が 20 分、協

議が 20分、授業参観、これを昨年、一昨年は 10分程度と非常に短い時間

でしたが、今年は 20分を予定しております。 

以上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、原案どおり可決をいたします。 

 

◎日程第 7「議案第 10号芽室町教育振興基本計画策定委員会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 7 号「議案第 10 号芽室町教育振興基本計画策定委員

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 17ページになります。 

日程第 7「議案第 10 号芽室町教育振興基本計画策定委員会委員委嘱の

件」について、御説明いたします。 

芽室町教育振興基本計画策定委員会設置条例、第３条第 1 項となりま

す。 

設置条例第 3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。なお、教育委員会会議終了後も協議会で第 2期の教育振興基本計画の

策定にかかわるスケジュール等、後ほど説明させていただきますが、本会

議では策定委員の承認をいただく場合になりますので、よろしくお願いい

たします。 

19ページをお開き願います。 

19ページ、策定委員会設置条例になりますが、第 3条組織の条項で、策

定委員会の情報で、委員は 20 人以内とし学識経験者、教員、保護者、社
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会教育委員、そして、教育委員が適当と認めるものにしたら、教育委員会

が所属することと定められております。 

また、第 4条委員の任期によって、任期は教育委員会が委嘱したときか

らなり、当該諮問に係る更新をもって終わると定めておりまして、今回は

第 1回策定委員会を 6月１日に予定しておりますので、令和 4年度 6月１

日から始まり、更新時期が来年の 2月を予定しておりますので、令和 5年

度 2月の答申月までと任期を考えてございます。 

今回の委員名簿につきましては、本日、訂正のほうでお触れさせていた

だいております資料を見て、お話をさせていただきたいと思います。本日、

訂正をお願いしていた資料になります。 

今回の有名校の中で、まず条例に基づきまして学識経験者の方を 5名、

教員 3名、保護者代表 2名、社会教育委員 5名、そして、その他として、

これは先ほどお話ししました教育委員が適当と認める者、これを 3名とし

まして、合計 18名の方に委嘱する考えでございます。 

今回の委嘱に関しましては、特にその他の部分のところになりますが、

教育委員会が適当と認める者として、食農教育、これ先ほどもちょっとお

話ししましたが、令和 3 年度から本格的にやっていました食農教育です

ね。それを現在の小学校から中学校に発展していくということを、今後の

4年間の中で続けていかないと駄目ですので、ここで指導農業士会の方に

入っていただいて、またコミュニティスクール、これもさらなる進化とい

うことで次期計画作成のほうに入っていただく。 

また、本町の学校の先生になりますけれども、十勝管内教育研究サーク

ル協議会の事務局員としてＩＣＴを研究されている先生で、この先生にも

加わっていただいて、今回の計画を作っていきたいというふうに思ってお

ります。 

なお、今回、委員の決定に当たっては、一般公募のほうが 4月中に公募

しておりますが、最終的には応募がなかったということをこの場で報告さ

せていただきます。 

以上で説明を終わります。 

○程野教育長 本件について、委嘱委員の名簿、提案がございましたので、

質疑等ございますか。 

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、委嘱委員の件について、原案どおり可決いたしま

す。 

 

◎日程第 8「議案第 11号芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件」 
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○程野教育長 日程第 8 号「議案第 11 号芽室町学校給食運営協議会委員委

嘱の件」、説明ください。 

教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 21ページになります。 

日程第 8「議案第 11 号芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件」につ

いて、御説明いたします。 

芽室町学校給食センター条例施行規則第 8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。 

23 ページ、規則の抜粋を掲載しておりますが、第 8 条で協議会は委員

14 名をもって組織し、学校関係とセンターの職員、学校関係団体の代表

者、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱するとし、任期は 2年と規定

しております。 

現在の委員の任期が、令和 2年 6月１日から令和 4年 5月 31日までで、

今回、任期満了を迎えますことから、21 ページにあります今回、12 名の

方に委嘱しようとするものであります。 

任期は令和 4 年度 6 月１日から令和 6 年 5 月 31 日までの 2 年間とする

ものであります。 

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をいたします。 

 

◎日程第 9「議案第 12号芽室町生涯学習計画策定委員会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 12 号芽室町生涯学習計画策定委員会委員

委嘱の件」、説明願います。 

生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 24 ページ、日程第 9「議案第 12 号芽室町生涯学習計

画策定委員会委員委嘱の件」について御説明いたします。 

芽室町生涯学習計画策定委員会設置条例第 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。 

この委員は、芽室町社会教育委員に委嘱しようとするものでありまし

て、25ページに記載しております 13名については、現行社会教育委員

の名簿となってございます。 

任期につきましては、教育委員会からこの生涯学習計画策定委員会へ

計画策定の諮問をした日から、答申の日までを任期としようとするもの

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 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。 

今後の日程を説明願います。 

○金須教育総務係長 今後の日程についてお知らせします。教育委員会会議

の定例につきましては、6月 29日水曜日 15時から役場 2階応接・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。 

あと、6月 13日ですが、一般質問が予定されております。 

6月 2日が通告期間となっておりますので、分かり次第お知らせしま

いたしますが、一般質問があった場合は 6月 13日月曜日 16時から、地

下第５・６会議室で行わせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

以上になります。 

○程野教育長 それでは、以上で第 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  教育長職務代理者  鳥 本 和 宏 


