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芽室町教育委員会 



会 議 録 

 

平成 30 年 5 月 28 日第２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   16時 02分 

 

○閉会時間   16時 47分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                土 屋 直 道 

委員                山 口 祥 子 

委員                田 口 聡 明 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席職員   教育長               武 田 孝 憲 

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 

社会教育係長            大 石 秀 人 

スポーツ振興係長          大 橋   毅 

 



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５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６号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第６ 報告第７号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第７ 議案第５号 教育委員会委員の学校訪問実施の件 

日程第８ 議案第６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７号 芽室町教育研究所職員委嘱の件 

日程第１０議案第８号 平成３０年度第１２地区教科書採択地区調査委員会委

員推薦の件（非公開） 

日程第１１議案第９号 平成３０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」 

○武田教育長 本日の委員会の出席は、全員の 5名であります。 

   教育長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、本日の委員会

は有効に成立いたしました。 

   それでは、第 2回教育委員会議を開会いたします。 

   それでは、早速議事に入りたいと思います。 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付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けれども、本日

の会議録署名委員に、山口祥子委員を指名いたします。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

 

◎日程第 2「前会議録の承認」 

○武田教育長 次に、日程第 2「前会議録の承認」でありますけれども、別紙

議事録のとおりで御異議ありませんでしょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 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」 

○武田教育長 次に、日程第 3「教育長の報告」についてであります。 

   私からは芽室町議会定例 6 月会議の予定について報告をさせていただ

きます。 

   初日は 6月 1日となっております。19日、20日が一般質問、最終日が



22日の予定であります。 

   一般質問の通告期限が 4 日となっておりますので、一般質問があれば

教育委員会の臨時会議の開催について御連絡したいと思っております。 

   次に、十勝管内教育委員会連絡協議会定例総会が 17日に開催され、西

村職務代理と出席しております。昨年度、役員改選の年でありましたの

で、30年度も現行の役員体制ということで変わりはありませんでした。 

   次に、同じく 17 日に平成 30 年度の十勝管内学校における働き方改革

推進会議が開催されました。北海道教育委員会が策定した学校における

働き方改革北海道アクションプランに示されたように、各市町村におい

て地域の実情に応じた取り組みを推進するための計画等を作成するとと

もに、保護者等への説明、理解をいただくよう依頼があったところであ

ります。 

   教育長部会の中では管内統一して取り組むことが着実に推進できると

思われることから、十勝教委連として地域実情を踏まえた中である程度

統一して取り組んでいく考えもありますので、その状況を踏まえながら

本町で現在計画案を作成中であります。 

   今後、教育委員会、校長会と協議しプランを定めていきたいと考えて

おりますし、この後の協議会の中でまた説明をさせていただきたいと

思っております。 

   私からは以上でありますけれども、学校教育課所管事業、社会教育課

所管事業で事務局から特に報告することがあれば、お願いいたします。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 3 のうち、学校教育課所管事業の主なものにつ

いて御報告をさせていただきます。 

   5 月 15 日火曜日になりますけれども、一日防災学校実施に係る北海道

庁職員来町でございますけれども、今年度、町内の上美生小学校で防災

学校という授業を展開する予定になっております。児童が実際に防災に

かかわりますさまざまな体験などを通して防災意識の啓発を図っていく

ということで、今回は道の総務部危機管理対策課の教育担当課長が、小

学校での授業の展開にかかわります打ち合わせと教育長への御挨拶にお

見えになりました。 

   今後、実際の事業主体につきましては、小学校が授業の中で展開する

わけですけれども、町の消防団、また道のほうの一部機器などもお借り

して、この防災にかかわる意識啓発事業を展開していきたいと考えてお

ります。 

   それから、もう一つは 5月 17日ですけれども、裏面になりますか、平

成 30年度学校教育振興会総会ということで、芽室小学校体育館で総会を



開催しております。 

   学校教育課については以上です。 

○武田教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 社会教育課の所管事業の主なものです。 

   4月 27日にＰＴＡ連合会の総会、28日には文化協会の定期総会がそれ

ぞれ開催されております。以下、各組織、団体の総会が記載のとおり開

催されておりまして、次のページに移ります。 

   5月 9日、第 41回のめむろ柏樹学園の入園式を開催してございます。 

   下のほうに行きまして 5月 18日、チャレンジデーの対戦自治体との首

長同士のエール交換ということで、秋田県の男鹿市の市長と宮西町長と

でエール交換をしてございます。 

   次のページに行きまして、5月 23日、8月 25、26日で行われます第 31

回発祥の地杯ということでゲートボール大会の実行委員会が開催され、

この取り組みに向けての協議を始めたところです。 

   以上です。 

○武田教育長 ただいま報告がありましたけれども、報告に関して何か質疑

等ございますでしょうか。 

   西村代理。 

○西村教育長職務代理 今、5月 9日にやった柏樹学園の入園式があるのです

けれども、今年の入園者は何人なのでしょうか。 

○武田教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 200人ちょうどということであります。 

○西村教育長職務代理 わかりました。 

○武田教育長 ほかにございませんか。 

（「ございません」と発する声あり） 

○武田教育長 それでは、議件に入らせていただきます。 

 

◎日程第 4「報告第 5号就学困難な児童生徒に係る就学援助認定の件」 

○武田教育長 日程第 4「報告第 5号就学困難な児童生徒に係る就学援助認定

の件」について説明を願います。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 4「報告第 5号就学困難な児童生徒に係る就学援

助認定の件」について御報告をさせていただきます。 

 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させていただきます。 

 1ページをお開き願います。 



 平成 30 年 5 月認定分として、申請世帯 7 世帯のうち、6 世帯につきま

して認定したものでございます。内訳といたしましては、経済的困窮世

帯 4 世帯、児童扶養手当受給世帯が 2 世帯、不認定世帯が 1 世帯となっ

ております。 

 なお、準要保護認定者数一覧ということで、小学校、中学校それぞれ

小学校が 7人、中学校が 3人と合わせて 10人が認定者数となっておりま

す。 

 その下に不認定者数につきまして、それぞれ小学校が 1人、中学校が 1

人の 2人となっております。 

 2 ページ目につきましては、5 月 1 日現在、4 月認定分の受けました総

体の総括表となっております。5月 1日現在、表にございますとおり、申

請世帯 201 世帯、認定世帯が 173 世帯で要保護世帯が 4 世帯、準要保護

世帯が 169世帯です。準要保護世帯の内訳については記載のとおりです。 

不認定世帯が 28世帯、また児童生徒の準要保護認定者数につきまして

は、小学校が合計で 158 人、中学校が 100 人、合わせて 258 人となって

おります。 

 その下の表につきましては、不認定者数の一覧となっております。 

 一番下段につきましては、要保護認定者数について、それぞれ記載を

しております。 

 以上で報告を終わります。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、これより何か質疑があればお願い

をいたします。 

 よろしいですか。 

（「はい」「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 それでは、特になければ報告第 5 号については報告のとおり

といたします。 

 

◎日程第 5「報告第 6号区域外就学認定の件」 

○武田教育長 次に、日程第 5「報告第 6号区域外就学認定の件」につきまし

ては、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けれども、よろしいでしょう

か。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしということで、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「報告第 7号芽室町奨学金貸付の件」 



○武田教育長 続きまして、日程第 6「報告第 7号芽室町奨学金貸付の件」に

つきましては、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けれども、よろしい

でしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 5号教育委員会委員の学校訪問実施の件」 

○武田教育長 続きまして、日程第 7「議案第 5号教育委員会委員の学校訪問

実施の件」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 5号教育委員会委員の学校訪問実施の

件」について、御説明させていただきます。 

   教育活動及び教育環境の実情や教育現場の現況を把握することを目的

といたしまして、教育委員会委員の学校訪問を実施しようとするもので

ございます。 

   具体的な日程につきましては、11 ページに記載をさせていただいてお

ります。事前に教育委員さん各位の日程等も調整をさせていただきなが

ら、6月 25日月曜日 4校、6月 26日 3校という形で実施をさせていただ

く予定とさせていただいております。 

   訪問者、事務局についても記載のとおりとなっております。 

   また、12 ページには今回教育委員が各学校から説明を受ける内容等に

つきまして記載をさせていただいております。 

   また、各学校の訪問スケジュールなどによりまして、この説明ですと

か授業参観などについては当日の時間によりまして、例えば学校におい

ては時間割等によっては最初に授業参観を行い、その後に説明とか、そ

の辺は学校のほうに対応を任せて進めることとさせていただいておりま

す。 

   なお、本日この教育委員の皆さんの学校訪問にあわせまして、学校経

営計画につきましては、それぞれ棚のほうに入れさせていただいており

ます。ちょっと 7 部ありますので重たいかと思いますけれども、それぞ

れ訪問の際には各校該当分を事前に目を通していただくとともに、御持

参をいただくことでよろしくお願いをしたいと思います。 

   以上、説明とさせていただきます。御提案させていただきますので、

御決定のほう、よろしくお願いいたします。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、これより質疑があれば受けたいと



思います。 

   事前に日程等お伺いしているので、このスケジュールでよろしいです

か。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 それでは、特になければ議案第 5 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でしょうか。 

（「異議なし」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 5 号について原案どおり可決をいた

しました。 

 

◎日程第 8「議案第 6号芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件」 

○武田教育長 次に、日程第 8「議案第 6号芽室町学校給食運営協議会委員委

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 8「議案第 6号芽室町学校給食運営協議会委員委

嘱の件」について、御説明をさせていただきます。 

   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ございます。 

   14 ページに条例施行規則一部抜粋をさせていただいております。第 8

条にありますとおり、協議会の組織につきましては 14人以内ということ

で、教育委員会が委嘱し委員の任期を 2年としております。 

   今回委嘱をしようとする委員の名簿につきましては、13 ページに掲載

のとおりでございます。 

   1番目の校長会代表し芽室小学校の佐々木修一校長、教頭会代表という

ことで芽室中学校教頭の横山一仁氏、学校関係につきましてはそれぞれ

養護教諭ということで芽室小学校の吉田かおる養護教諭、西小学校の植

村靖子養護教諭、上美生中学校の小林留衣養護教諭、また保護者につき

ましてはそれぞれ芽室小学校保護者として杉山美希さん、西小学校保護

者として堀美希さん、南小学校保護者として安藤佳苗さん、芽室中学校

保護者として山吹しずえさん、芽室西中学校保護者として佐々木敦子さ

ん、上美生小中学校保護者として北密大士さん、また学識経験者につき

ましては学校薬剤師であります曽根義継さんに、それぞれ委嘱しようと

するものでございます。 

   なお、任期につきましては平成 30年 6月 1日から平成 32年 5月 31日

までの 2年間と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。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、これより質疑等あればお受けした



いと思います。 

   よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

   議案第 6 号について、原案どおり決定することで御異議ありませんで

しょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 6 号については原案どおり可決をい

たしました。 

 

◎日程第 9「議案第 7号芽室町教育研究所職員委嘱の件」 

○武田教育長 次に、日程第 9「議案第 7号芽室町教育研究所職員委嘱の件」

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 7号芽室町教育研究所職員委嘱の件」

について御説明をさせていただきます。 

   芽室町教育研究所運営規則第 2 条の規定に基づき、職員を委嘱しよう

とするものでございます。 

   15ページをお開き願います。 

   今回委嘱しようとする者につきましては、変更内容にありますとおり、

上美生小学校及び上美生中学校におきまして先生方の人事異動後におき

まして、さらにまた校内の人事で業務、例えば事務分掌等で校内人事を

行った中で、教育研究所の所員の変更について所属から教育委員会のほ

うにございました。 

   それぞれ変更前の上美生小学校につきましては、竹内拓教諭から変更

後につきましては鈴木美樹教諭へ、また上美生中学校につきましては、

小川志歩教諭から野村知未教諭へそれぞれ変更したい旨の申し出がござ

いました。 

   以上のことから、それぞれ変更後の委嘱をしようとする方々について

は、4 月 1 日付で残りの期間ということで来年の 3 月 31 日までの間、委

嘱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。 

○武田教育長 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。 

   よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 特になければ、お諮りしたと思います。 



   議案第 7 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で

しょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 7 号については原案どおり可決をい

たしました。 

 

◎日程第 10「議案第 8 号平成 30 年度第 12 地区教科書採択地区調査委員会委員

推薦の件」 

○武田教育長 次に、日程第 10「議案第 8 号平成 30 年度第 12 地区教科書採

択地区調査委員会委員推薦の件」につきましては、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

たいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 11「議案第 9号平成 30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」 

○武田教育長 次に、日程第 11「議案第 9号平成 30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」につきましては、教育事務

に対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けれども、よろしいでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

   以上、本日予定された議事日程は全て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でしょうか。 

   よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 それでは、事務局からは何か。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 なければ、今後の日程について説明を願います。 

   総務係長。 

○総務係長 今後の日程について、御説明いたします。 

   6月教育委員会会議ですが、臨時会議として 6月 14日木曜日、16時か

ら中央公民館 1階応接室で行います。定例会議は 6月 26日火曜日、15時



30分から公民館 2階図書資料室で行います。 

   その他として、5月 30日水曜日、チャレンジデー2018。 

   6月 3日土曜日は町内各小学校、上美生は小中学校の合同運動会が実施

されます。 

   6月 14日木曜日、全町ゲートボール大会練習及び懇談会、17時 30分、

芽室町健康プラザ、19時からあずまや心菜で行います。 

   6 月 18 日月曜日、トレーシー市訪問団交流会、18 時 30 分、中央公民

館講堂。 

   6月 24日日曜日、第 38回全町ゲートボール大会、8時から芽室南公園

ゲートボール広場。 

   6月 25日月曜日、教育委員会委員による学校訪問。 

   6月 26日火曜日、同じく学校訪問を行います。 

   7月 10日から 11日、教育委員会委員道外視察研修。 

   7月 12日木曜日、第 55回北海道市町村教育委員研修会が札幌市教育文

化会館で予定されております。 

   以上でございます。 

○武田教育長 それでは、全て終了いたしましたので、以上をもちまして第 2

回教育委員会会議を終了したいと思います。 
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