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会 議 録 

 

令和２年１月 31 日第 14 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   １５時３５分 

 

○閉会時間   １８時１０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３０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３１号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第６ 報告第３２号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第７ 議案第４４号 令和元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８ 議案第４５号 芽室町社会体育施設再整備構想策定の件 

日程第９ 協議案第４号 芽室町学校施設等長寿命化計画（案）策定の件 

日程第１０協議案第５号 ふるさと歴史館設置及び管理条例施行規則の変更の

件（非公開） 

日程第１１協議案第６号 芽室町集団研修施設設置及び管理条例施行規則の変

更の件（非公開） 

日程第１２協議案第７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１３協議案第８号 令和２年度芽室町教育行政執行方針（素案）の件（非

公開） 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○程野教育長 それでは、委員の出欠確認をいたします。本日の委員の出席

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と

いうことで、本日の委員会は有効に成立いたしました。 

   これより第 14回会教育委員会会議を開会いたします。 

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」につきまして、本会議の会議録署名

委員は、田口聡明委員とします。よろしくお願いします。 

 

◎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」でありますが、お手元に配付した

とおりでございます。 

   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 異議なしと認め、承認いたします。 

 

◎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」についてであります。 
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   私から 5点、お話をさせていただきます。 

   まず、お手元にお配りしました食材購入事業「めむろまるごと給食」に

対する提言書について、過日、芽室町議会厚生文教常任委員会から受け

取る形になりました。 

内容は、裏面に書かれたとおりでありますが、今回、教育委員の皆様、

それから学校給食運営協議会の関係者の皆様等の同意をいただきながら

「まるごと給食」については、これまで 200 円掛ける 9 回というところ

でありましたが、今回の提言で教育委員会からは、より効果的で意義や

インパクトのある内容にしたいということで、250円掛ける 5回という案

を出したところであります。そのベースとなっているのは、日々の給食

を 1 食当たり 22 円サポートしながら、消費税が上がる前の平成 26 年度

並みにレベルを戻す中で、日々の給食の食の教育の意義を高めるととも

に、さらにより効果的で意義やインパクトのある「まるごと給食」を提

供すると。 

さらには、食の体験学習等々も新年度に控えておりますので、そのよ

うな形で総合的に考えて、この「まるごと給食」の回数を 250円掛ける 5

回としたところでありますが、厚生文教委員からも提言書をいただいて、

裏面のキの 1、2がありますけれども、一つの現状の実施回数を維持する

こと。回数が減ることは後退であるという趣旨のお話をいただいており

ます。 

二つ目は、そこの（1）、（2）の町民の意見聴取、それから理解を得る

こと。それから、本事業の目的を明らかにするとともに、回数が減った

場合にも、ほかに実施する具体的な取り組みを持って、本町の食の教育

が後退するものではないと町民に説明できること。この 2 点を勘案しな

がら、検討しなさいという提言書をいただきました。 

提言書ということで、回答書は要らないようでありますが、この提言

の趣旨を十分理解しながら検討してまいりたいと考えております。 

2点目は、「めむろ未来ミーティング」についてであります。 

1 月 14 日から 21 日まで、本事業が実施されました。私は、18 日のめ

むろーど会場のみ午前・午後出席をさせていただきました。トータルい

ろいろな会場でこのミーティングが行われたわけですが、教育委員会関

係の質問については、一つは、上芽室・芽室西方面のジャンボタクシー

に関する路線名をつけること。ジャンボタクシーということで、路線名

は特につけてなかったのですが、もともと上芽室・芽室西方面というこ

とで、限定したものでありますので、今後、上芽室・芽室西方面という

ような路線名をつけることを検討しているところであります。 

それから、二つ目については、今回の冬休みについて小学校・中学校
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の 3 学期の始業式の間隔が、中学校は 14 日から、小学校は 21 日という

ことで、間が 6 日間空いているので、何とかお子さんの対応、保護者の

方が 6 日間あると、下の子が残っているということで、給食の関係もあ

るので、何とかこの差を縮めてもらえないかという要望がありました。

その年度によって、いろいろな対応がありますし、今回、中学校が年間

の授業時数を 2 日間削ったので、即位礼の関係で、10 連休の関係等で冬

休み、夏休み 2日間削ったということで、このようなことがありますが、

中学校は年明け早々、私立の入試関係の対応等があって、それ以上遅く

できないという現状もありますし、先ほど言ったような即位礼の関係だ

と、今回特にイレギュラーなところがありましたけれども、可能な限り

配慮できるようなところは配慮していきたいと思います。給食センター

も絡んできますので、なかなか難しいところもありますけれども、こう

いう意見があったというところであります。 

それから、利用者のいない、昔使っていたスクールバスの停留所脇に

ある小屋が残っている箇所が何カ所かあるのだそうです。そこについて、

誰が設置したのか、誰の責任において作ったのかよくわからないところ

もあるので、そこを整備しながら撤去するものは撤去すると、地域のほ

うで撤去していいのかという声もあるようですので、そのようなところ

も協議しながら対応していきたいというところであります。 

それから、もう 1 点。プール使用の際のシニア割引をしてもらえない

かと。健康の維持増進の観点で、かなりのシニア層の方が利用されてい

るので、健康増進・維持増進の観点から配慮してほしいと。ホットボイ

スでは、教育委員会からはなかなか難しいという返答はしてあるのです

が、再度ありました。これについて、シニア割引をプールについてする

と、プールだけということになりますので、ほかの施設の関係、一方で

文化的な面も当然シニア層の方にとっては大事な事業に係るので、この 1

点だけ変えるというのはなかなか難しいので、その辺をトータル的に考

えていきながら、何か可能なことがあれば少しでも対応できるといいな

というようなところで返答はしております。 

何点かありましたが、「未来ミーティング」について、文書で正式に回

答を求められるものはありませんでした。 

それから、3学期のときは、先ほど触れましたが、中学校は 14日から、

小学校は 21日から 3学期が始まりました。昨日、大雪の影響が心配され

ましたけれども、部活動のバスをカットした程度で大きな影響はなく済

んでおります。 

一方で、インフルエンザ、それから全国的に世界的に新型コロナウイ

ルスの関係、非常に危惧されるところではありますが、コロナウイルス
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の感染予防等についてもインフルエンザと同じ対応と、現状ではそうい

う対応ということで、道教委とも連携しながら学校への注意喚起をして

おりますが、今後継続して指導していきたいと思っています。 

4点目については、児童生徒の活躍であります。皆さん、もう御承知か

と思いますが、白樺学園高等学校の春のセンバツ高校野球大会出場の決

定。帯広農業高校もということで、十勝 2 校は非常にすばらしいことだ

なと思っています。 

それから、全道小学生のアイスホッケー大会で清水御影チームが優勝

しましたが、この主力選手の中に芽室の子供たちがたくさんいるという

ことで、非常にうれしいなというふうに思っております。 

それから、中学校の女子バスケットボール大会で芽室中学校が準優勝。

南北決戦大会は１点差で決勝で負けたと、ほぼ優勝に匹敵するような活

躍だったなというふうに思っています。 

それから、同じく中学校ですが、全国中学校アイスホッケー大会で、

芽室中学校・西中学校の子が入っている十勝連合Ｂチームのベスト 8、こ

れもすばらしいなということであります。 

それから、昨日から始まりました全国中学校スピードスケート大会、

芽室中学校から 5 名、西中学校から 2 名が出場しております。これから

大会が本格的に始まりますが、自己ベストの更新を期待しているところ

であります。 

これが活躍の最後ですが、帯広地区個人アンサンブルコンクールが先

週ありまして、個人の部で金賞が芽室中学校、個人 2 人、西中学校も 1

人ということです。それから、アンサンブルのほうでは、芽室中学校、

芽室西中学校、芽室小学校、西小学校ということで、小・中が大活躍で、

芽室高校もとっております。代表については、個人では芽室中学校 1名、

木管の部。アンサンブルでは芽室中学校が代表で全道大会にいくことに

なっております。 

最後、5点目ですが、校長・教頭人事の異動が大体固まってきたところ

であります。校長は 1 名転出予定。それから、教頭は 2 名が採用校長に

なる見込みであります。1名が町内異動の予定ということであります。主

幹教諭 1 名が教頭昇任。教諭 1 名がその後の主幹教諭に昇任するという

流れになっています。詳細につきましては、正式に決まり次第お知らせ

をしたいと思っております。 

以上、私から報告を 5点させていただきました。 

報告について、学校教育課からありますか。 

学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 学校教育課所管部分について、1 点だけ報告というか、
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訂正になりますので、説明をさせていただきたいと思います。 

   2 ページ目の 1 月 30 日、昨日予定をしておりました芽室町学力向上学

習会ですけれども、雪の関係で延期となりまして、2 月 12 日に開催をす

ることになりました。この学力向上研修会は、今回は、若手で勤務、採

用 5 年未満の先生方を対象に、日ごろ学校運営上の悩んでいるとかそう

いうものも含めた相談を含め、先生方の授業力向上というようなことで、

学習会を開催予定でいました。参加人数としては 20人ぐらい参加する予

定となっておりました。 

   以上でございます。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 社会教育課の事業でありますけれども、1月 11日です。

「めむろ雪中スポーツ祭」というものを開催しました。今年初めて取り

組みましたけれども、協定を結んでおりますスカイアースの協力を得て、

冬場のスポーツを楽しむというお祭りであります。今後の要望について

は、ぜひ継続をしていきたいというふうに考えてございまして、町内の

児童生徒ほか十勝管内からも来ておりまして、本年度は 82名の参加をい

ただいて、実施をしたところであります。 

   次に、12 日でありますけれども、芽室町成人式を開催し、本年度 173

名の出席を得てございます。 

次のページにまいりまして、1 月 25 日、フレンドリーコンサートを開

催し、380名の参加をいただきました。 

以上であります。 

○程野教育長 報告につきまして、質疑等ございますか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○程野教育長 なければ、これで報告済みとさせていただきます。 

   この後の議事についてですが、非公開の決定をお願いしたいものが 7

件ございますので、先にそれを一括して御了承いただきたいと思ってい

ます。 

   まず、一つ目が日程第 5の報告第 31号区域外就学認定の件については、

教育委員会規則第 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がある事項」ということで、非公開にさせていただ

きたいと思っています。 

   日程第 6「報告第 32 号芽室町奨学金貸付の件」、これは、同規則 12 条

第 1号について非公開と。 

日程第 7「議案第 44 号令和元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」、これは、同規則 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
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項に当たるということ。 

日程第 10「協議案第 5 号ふるさと歴史館設置及び管理条例施行規則の

変更の件」について、同 12条の第 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恐れが

ある事項」に当たること。 

日程第 11「協議案第 6 号芽室町集団研修施設設置及び管理条例施行規

則の変更の件」について、同 12条第 6号に規定すること。 

日程第 12「協議案第 7 号令和 2 年度芽室町一般会計教育費予算の件」

については、同規則 12条第 4号。 

日程第 13「協議案第 8 号令和 2 年度芽室町教育行政執行方針（素案）

の件」について、同 12条第 6号に規定することにより、非公開とさせて

いただきたいと思います。 

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 以上 7件については、非公開とさせていただきます。 

 

◎日程第 4「報告第 30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、まず日程第 4「報告第 30 号就学困難な児童生徒に

係る就学援助認定の件」について説明お願いします。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 4「報告第 30 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、御説明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いたしましたので、御報告をさせていただ

きます。 

   1 ページをお開き願いたいと思います。1 月 15 日現在の今回の認定総

括表です。 

   申請世帯は 4世帯、認定世帯が、2世帯となっておりますけれども、実

質は 4 世帯認定しておりまして、認定廃止世帯が 2 世帯ございますこと

から、差し引きの 2という認定になっております。 

   同じように準要保護世帯も 4 世帯認定にはなっておりますけれども、

認定廃止世帯が 2 世帯あるため、差し引き 2 世帯というふうになってお

ります。 

   内訳といたしましては、経済的困窮世帯で 2 世帯の認定世帯がありま

したけれども、1世帯が認定廃止となり、差し引き 1世帯の認定となって

おります。児童扶養手当につきましては、これも 1 世帯の認定世帯に対
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して、認定廃止世帯が 1 世帯あり、差し引きゼロと。町民税非課税世帯

は、1 世帯新たに認定となっております。児童生徒の認定数については、

表のとおりとなっております。 

このことから、2 ページにありますとおり、8 月 15 日現在の総括表に

なりますけれども、申請世帯は前回の認定世帯からの 4 世帯増の 203 世

帯。それから、認定世帯につきましては、先ほど言いましたように今回

の 4世帯に認定廃止が 2世帯ございますので、実質 2世帯増の 168世帯。

準要保護世帯も同じように、今の説明に基づきまして 2 世帯増の 165 世

帯となっております。なお、内訳は記載のとおりです。認定廃止世帯も

前回よりも 2世帯多い 5世帯となっております。 

これらに基づきます認定者数ですけれども、準要保護認定者数一覧に

ありますとおり、前回に比べまして、小学校でトータル 4 人の増、中学

校で 2人減。トータルで 2人増の 254人となりまして、5月 1日現在の児

童生徒数に対する認定率につきましては、右上の表にありますとおり

14.5％となっております。 

以上で、報告を終わります。 

○程野教育長 報告第 30号について、説明がありました。 

質疑等ございますか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは報告ということで、このとおり承認いたします。 

 

◎日程第 5「報告第 31号区域外就学認定の件」 

○程野教育長 日程第 5「報告第 31号区域外就学認定の件」、説明をお願いし

ます。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「報告第 32号芽室町奨学金貸付の件」 

○程野教育長 続きまして、日程第 6「報告第 32 号芽室町奨学金貸付の件」、

お願いします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 44 号令和元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」 

○程野教育長 それでは、ここから議案のほうに入ってまいります。 

日程第 7「議案第 44 号令和元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」、非公開ということですが、説明よろしくお

願いいたします。 
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以下、非公開 

 

◎日程第 8「議案第 45号芽室町社会体育施設再整備構想策定の件」 

 ○程野教育長 続いて、日程第 8「議案第 45 号芽室町社会体育施設再整備構

想策定の件」について説明をお願いします。 

    社会教育課長。 

○日下社会教育課長 日程第 8議案第 45号芽室町社会体育施設再整備構想策

定の件について説明をいたします。 

   別冊議案第 45号関係資料をご覧いただきたいと思います。 

   この芽室町社会体育施設再整備構想については、教育委員会協議会で

10月 31日に開催された協議会で内容を説明させていただきました。この

構想につきましては、役場庁舎内の検討委員会を開催して、内容につい

て審議をしているものでございます。また、案の段階から厚生文教常任

委員会の意見も聞き、また、スポーツ推進委員や社会教育委員、競技団

体などとの意見交換も重ねて、現在に至っております。 

   その中で、12 月の時点で案として役場の意志決定をして、12 月の 20

日から 1月の 20日まで、町民の意見を聞くパブリックコメントを実施し

たところであります。このパブリックコメントにおいては、町民の皆様

からの意見はございませんでした。 

   改めまして、この構想について概要を申し上げます。 

   1ページをご覧いただきたいと思いますが、まず、この構想については、

本町における社会体育施設を将来どのように整備していくかという、そ

の方向性を示すものということで御理解をいただければと思います。 

   第 1 章には、作成に当たってということで、目的を記載してございま

すけれども、この構想は、第 5 期芽室町総合計画 2019 年から 2026 年の

最終年度である 8 年後に、今から言うと 7 年後ですか、2026 年度までの

将来像を示す構想だということです。 

   そうですので、この後の内容については、この第 5 期総合計画の最終

年ではもう実施されている、もしくは着手されているということが前提

でつくられているというふうに御理解ください。 

   2番で、再整備構想の位置づけでありますが、これについては総合計画

実現のために、芽室町教育大綱を踏まえて策定した社会教育推進長期計

画を上位計画としている構想だということで、整理しています。 

   2ページをご覧ください。 

   第 2章社会体育施設再整備構想の基本方針です。2番に基本方針を記載

していますが、構想の基本的な考え方は三つ。1)の施設整備優先度を明

確化すること。2)の安全・安心な施設整備をすること。次のページです
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が、3)経済的な施設整備と安定的な施設運営ということで整理をしてご

ざいます。 

   第 3章現状課題と整備方針ですけれども、2番に整備方針と実施予定時

期を記載しています。大前提となるのが、書き出しの部分でありますけ

れども、「町民のスポーツ振興において競技力向上に資する機能は、維持

するとともに健康増進のための機能を確保する。」という基本的な考え方

を持ちます。その上で、施設の整備の実施予定時期については、総合計

画の中で毎年度策定する実行計画というものがありますけれども、この

計画の中で事業内容や時期を定めることといたしますので、今の時点で

は、どの施設がいつからいつまでというような記載についてはしていな

い。来年に策定する個別の計画の中で、定義をさせていただくというふ

うにしてございます。 

   4ページ、ご覧ください。 

   先ほど、施設整備や優先度を明確にしてという話をさせていただきま

した。それぞれ、施設ごと、競技ごとにどのように整備をするかという

のは 5ページ、6ページに表をつけてございますので、これをご覧いただ

きたいと思いますけれども、その中でも優先するものを 4 ページに載せ

てございます。 

   1)の屋内施設利用の競技については、①総合体育館は、各競技の利用

を継続するための機能は維持すると。そして、トレーニング室の機能充

実、または他施設への機能移転により整備する。これについては、現在、

プールの建替計画の中で、新しく建てるプールの建物の中にその機能を

有するのか、また総合体育館とプールの間にあります勤労青少年ホーム

にその機能を移すのか、そこら辺の議論を進めているところであります。 

   ②の水泳プールにつきましては、現在、建替基本計画を策定中であり

ますので、町全体の社会体育施設の構想であるこの構想に基づいて、水

泳プールを建て替えると、後出しの形にはなりますけれども、そういっ

た位置づけになるものであります。また、健康プラザについては、各競

技の利用継続するための機能を維持するということで、屋内施設利用競

技については、以上の考え方で進めていくということになります。 

   2)の屋外施設利用の競技についてでありますけれども、1番の野球、野

球場については練習・試合などで利用できる球場を 2 球場確保すると。

そして、平成 28年の台風で被災した十勝川河川敷運動公園の代替機能と

して、現在の芽室公園野球場、町営球場のほかに学校体育施設を整備す

る。芽室中学校の野球場を主としてございます。2番のサッカーです。サ

ッカー場につきましても、練習・試合などで利用できるグラウンドを 2

面確保すると。現在の芽室サッカー場、芽室中学校のところにあります
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町営のサッカー場のほかに現有の屋外施設敷地内にグラウンド 1 面を整

備します。これについては、芽室公園の敷地内、現在のソフトボール場

で活用しているスペースをサッカー場として整備しようとするものであ

ります。 

   3番の庭球、庭球場は利用実績やコート状況を踏まえ、現行 12コート、

これは芽室公園内 6コート、芽室南公園 6コートで 12コートであります

けれども、芽室公園の 6 コートから 3 コート減、ここを 3 コート減らし

て全体で 9 コートの利用に縮小します。ただし、老朽化が進むコートは

処理変更などを考慮して、計画的に整備を進めてまいります。 

   4番、ソフトボールにつきましては、現在、芽室公園敷地内でソフトボ

ール場を利用しているわけでありますけれども、南多目的運動広場に統

合いたしまして、町内 1 カ所として必要な機能を整備していくという考

えに立ちます。 

   5番のゲートボールですが、ゲートボール場は発祥の地として競技の普

及・振興を図るために必要な施設とコートを整備します。現在の芽室南

公園の敷地を有効活用し、ゲートボールの推進のために必要な施設を整

備していくという考え方であります。 

   1番から 5番までに記載以外の競技について、6番上記以外の競技につ

いては、各競技の利用を継続するための機能を維持するということで、

この第 5 期芽室町総合計画期間中、行政サービスが低下しないように現

在の機能は全て維持することを前提に、再整備を図っていこうとするも

のでございます。先ほど申し上げたとおり、5ページ、6ページにそれぞ

れ施設ごとの整備に対する考え方を記載してございます。 

   以上の内容で再整備構想を御決定いただき、これに基づいて今後、個

別の施設整備の計画を進めてまいりたいと、そのように考えてございま

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。本件について、質疑等あればお受けし

たいと思いますが。10 月に協議会を行っておりますが、ページを区切っ

ていきたいと思います。 

    まず 1ページ、構想の策定に当たってのところはいかがでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

 ○程野教育長 2 ページ、第 2 章、基本方針について大きく 2 点ございます。

基本的な考え方、基本方針。 

ここまででいかがでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

 ○程野教育長 第 3章、3ページ、現状課題と整備方針については、これまで
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どおりスポーツ振興において競技力向上に資する機能は維持するととも

に、健康増進のための機能を確保しますというあたりの説明もございま

した。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

 ○程野教育長 4ページまでにまいります。 

具体的な屋外施設利用の競技について説明ございました。 

 ○西村教育長職務代理者 教育長、一ついいですか。 

    今、4ページの屋外施設のサッカー場のことなのですけれども、先ほど

の説明でしたらもう 1 面整備したいということだったのですけれども。

これは、今の総合体育館の裏の敷地だと思っているのですけれども、そ

れは、今、練習している施設等が多分芝の練習場がほとんどだと思うの

です。その辺に関して言えば、地面を芝か何かであたりを張るような計

画とか、そういうことも含めての、これ今のとりあえずの構想なのです

か。ちょっと聞きたいのですが。 

 ○程野教育長 サッカーコートの関係、もう 1 面増やすところの質問がござ

います。社会教育課長。 

○日下社会教育課長 まず、サッカー場を 2 面確保するという考え方の大も

とは、台風で被災した十勝川河川敷には、野球場とサッカー場がありま

して、ここで野球とサッカーでその 1 面ずつを失ったということで、こ

こについては確保すると、町内の敷地で確保するという考え方が大前提

としてあります。 

   サッカー場については、お話にありました芽室公園内の現在のソフト

ボールをしているところ、テニスコートの北側になります、そこに整備

をしようという考えを持ってございます。その整備に当たっては、当然、

芝生による整備、そして、あそこにはソフトボールで利用している時の

夜間照明もありますので、こういった整備を組み合わせながら、その時

の状況を勘案して、どのような整備がふさわしいのか、また整備状況も

踏まえながら計画をしていきたい。現在の考え方としては、芝生フィー

ルド、そして夜間照明というものを前提に計画を進めてまいりたいとい

う考え方でございます。 

○程野教育長 質問については、現在は芝生、それから夜間照明等の設備を

活用するというような構想だということであります。 

   そのほかいかがでしょうか。 

   鳥本委員。 

○鳥本委員 各施設に当たっての屋外のトイレとかは、どういった状況で、

今の状況と、今後、サッカー場、西運動場のほうは今、トイレはどうで

しょうか。 
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○程野教育長 屋外施設のトイレの状況。社会教育課長。 

○日下社会教育課長 6ページの表の一番下のところに、記載としてはここに

書いてありますけれども、各種社会体育施設を整備するに当たっては、

その周辺環境の整備というものも含めて、整備を考えなければならない

ということで、駐車場ですとかトイレの関係とか、そういったものも含

めて、施設及び周辺環境を含めた整備を進めていきたいと思います。 

○程野教育長 よろしいですか。 

○鳥本委員 はい。 

○程野教育長 そのほか質疑等ございますか。 

○山口委員 一つ聞いてもいいですか。 

   6ページの表の字が小さくて、よく読めないのですけれども、この芽室

西運動広場のところの課題のところから整備方針のところが、どうも読

めないのですけれども。一度説明を受けていると思うのですけれども、

この芽室西運動広場のところのサッカー場のところを教えていただけま

すか。 

○程野教育長 12 番ですね。確かにちょっと字が潰れていますね。説明をお

願いします。 

○日下社会教育課長 西運動広場については、芽室農協の西側の広場をサッ

カーの練習場としてお借りしているのですけれども。平成 29年から 5年

間延長でお借りするという契約で、現在利用させていただいています。

この後、5年後にそれを更新できるのか、またはその時点でお返ししなけ

ればならないのかという協議は今後していかなければならないのですけ

れども。今、お借りしている土地については、現状の姿の中で利用する

ことが条件で、これは形状を変えたりだとか、工作物をつくったりだと

か、そういったことはできませんので、これについても今後の使用の仕

方については、ＪＡと協議をさせていただいて決定をしていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○程野教育長 そのほかいかがですか。 

○田口委員 よろしいですか。7ページに美生川河川敷公園ということで、今

年の春ぐらいにオープン予定だと思うのですけれども、何月ぐらいに予

定があるのかと、あと、この時、オープンをする時に何かイベントか何

か考えているのでしょうか。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 美生川河川敷公園のパークゴルフ場については、既に

もう工事も終えて、芝の植栽も終えて、あとはオープンを待つだけとい

うことなのですけれども。当初の予定としては、やはり春からオープン

したいというふうに担当課としては考えていたのですが、現在、この工
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事を請負った業者とか、これまでこのパークゴルフ場の維持管理に携

わってきた方々とお話をしていますと、芝が根づくのがどの程度になっ

ているかというのを春の段階で一度確認をして、それがきちんと根づい

ていれば、オープンも可能なのだけれども、そこら辺の判断を雪解けの

後に一度見てみて、それで、もしかしたら、春のオープンは難しいのか

もしれない、そこら辺の判断は雪解けの後に確かめなければならないと

いうことでしたので、そういったスケジュール感を持って進めなければ

ならないと思っています。 

   また、オープンはいつからかということで決定をしたら、その時には、

イベントになるのか、一度被災した所を新しく造り直してリニューアル

してオープンすることになりますので、少しお知らせの方法というか、

するかしないかはこれから検討しますけれども、また改めて利用してい

ただくための広報などには努めていきたいなというふうには考えていま

す。 

○程野教育長 いいですか。春オープンの予定ですが、根づきの様子を見な

がらというようなことであります。イベントについては、検討しながら

ということであります。 

   全体を通していかがでしょうか。後半は、利用者のワークデータ等が

載っております。 

   鳥本委員。 

○鳥本委員 運動広場のサッカー場を検討していく上で、芝なのですけれど

も、人工芝なのか天然で考えているとか、そこまで方向性は決まってい

ますでしょうか。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 人工芝か天然芝かというところまでは、正直これでい

きますという考え方は持っていないのですけれども。基本的には、天然

芝からの議論を始めたいと思っております。今、手元にないのですけれ

ども、相当金額に差があります、人工芝をつくるとなると。 

なので、サッカー場を整備する時期、また財政的にどれぐらいの負担

をするのか、そういったことも含めて検討してきたいと思いますが、議

論は天然芝から、天然芝だったらこれぐらいだけれども、人工芝にする

ということで、もちろん整備をする時のお金もそうですけれども、維持

していくためのお金というものもかかりますので、そういった試算をき

ちんとして、企画しながら検討していきたいと思います。 

 ○程野教育長 整備時期と維持管理のこともトータル的に考えて、検討して

いるということであります。 

    そのほかいかがでしょうか。 
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 ○西村教育長職務代理者 総体の計画としては、いいと思うのですけれども。 

ただ、最近の傾向として、今後の傾向として、やはり子供たちが少な

くなるということで、総体的な施設をそれぞれ町で独自で造っていくと

いうことの大きなリスクの部分と、それと、昨年の西部十勝の教育委員

の研修会の時に、例えば、サッカー場なら新得町で大変立派な人工芝の

施設をつくったという、ああいうふうなことを考えると、それぞれ各町

村での施設のあり方というのは、当然考えられると思うので。できるの

は、やはりお互いをうまく利用できるような方法の考え方も、施設の造

り方の中には、やはり取り入れて、そういうお互い利用しやすいような

方法ということで進めてもらいたいなとは思うのです。 

練習場とかになると、当然独自で持たなければならないと思うのです

けれども。やはり大会を目指すとなると、それなりの単一の町村だけで

は、すごくリスクがかかるということで、そういったことも含めて十勝

全体でそういうことは当然出てくるとは思うのですけれども、芽室もや

はり、こういうせっかく策定している段階ですので、ぜひそのことも考

え方も入れなければならないのではないかと思います。その辺は、当然

考えているとは思いますけれども、ぜひ、その辺の考慮をしてほしいな

と思います。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 おっしゃるとおりで、社会体育施設については、まず

は町内での敷地についても現存の敷地の中でということが大前提にあり

ますし、また、先ほど野球のところでも触れましたけれども、学校施設

の有効利用ということもあります。また、この構想の 3 ページに第 3 章

の 2 番に整備方針と実施予定時期の中に、近隣自治体と広域連携のあり

方についても協議を進めるというようなことで、先ほどおっしゃられて

いました、例えば陸上の、新得町に立派な施設があってということもあ

りますし、そういった練習や大会で使う施設、そういったものを広域連

携の中で実現できるもの、またそういったものを、今後、近隣自治体と

も協議を進めなければならないという認識は十分持ってございます。 

   以上です。 

○程野教育長 大事な部分かなと思いますが、方針等にも再案あるというこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

   そのほか、全体を通していかがでしょうか。 

   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 では、本件については異議なしと認め、可決いたします。 
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◎日程第 9「協議案第 4号芽室町学校施設等長寿命化計画（案）策定の件」 

○程野教育長 日程第 9「協議案第 4号芽室町学校施設等長寿命化計画（案）

策定の件」、お願いします。 

  学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 9 協議案第 4 号芽室町学校施設等長寿命化計画

（案）ですが、策定について御説明をさせていただきます。 

   本日は、協議案第 4 号の関係資料をご覧いただきたいと思いますけれ

ども、まず、この長寿命化計画につきましては、平成 25 年 11 月に国な

り町、構成団体等は、インフラ長寿命化計画において、個別施設ごとの

長寿命化計画を策定することとされております。 

これらを受けて、文部科学省からも全国の学校施設の状況などを勘案

し、効率的・効果的な老朽施設の再生によるトータルコストの縮減、予

算の平準化を目的に長寿命化計画の策定が求められております。 

昨年 1 月の通知では、本年度の交付金事業採択にあっても、この個別

の施設計画の策定状況を勘案する予定だというような通知があるととも

に、令和 3 年度以降は、交付金事業は、この計画策定を事業申請の前提

条件とすることを含めて検討している旨の通知があったところでござい

ます。 

今回の計画内容につきましては、この計画の項目及びコスト平準化の

試算、これらについては国の示された内容に基づき策定をしているもの

でございます。また、計画策定にかかわっては、関係課による協議を得

るとともに、さきに開催されました所管委員会でも説明をしているとこ

ろでございます。 

また、この施設改修長寿命化計画につきましては、現在の施設の維持

を前提と想定しているのでありますことと、今後、実施時期などにつき

ましては、町の財政状況なども勘案して取り進めることとなります。 

具体的な内容につきましては、この 1月 23日開催されました第 5回の

教育委員会協議会で御説明をしておりますことから、主な内容だけ簡単

に御説明をさせていただきます。計画を見ていただきますと、章立て等

につきましては、次のページ、序章です、ここに計画の背景と目的とあ

ります。多くの学校施設は、40年から 50年ぐらいで新たに建て替えをし

ていたケースがあるのですけれども、それを例えば 20年で個別改修、大

規模改修をしたり、40 年程度で長寿命化改修をすることによって、新た

に建てるのではなくて、施設の延命を図りながら長寿命化をかけて、コ

ストを総合的に抑制していこうというものです。計画期間は、基本的に

は令和 2 年度から 10 年間として、構想期間は中長期的に 40 年となって

おります。計画の位置づけも記載のとおりとなっております。 
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2 ページですけれども、芽室町の学校施設等の状況等につきましては、

ご覧をいただきたいと思います。また、その以降のページでも、この上

位の計画関連などをお伝えしておりますので、ご覧いただきたいと思い

ます。 

ページ数を進んでいただきまして、16ページをご覧ください。 

16 ページ、学校施設の保有量ということで、本町の学校施設の整備を

された年数等の時期などが記載をされております。築 30年以上で示され

たこの濃いピンク色、こういった建物が多くを占めているというのが、

この表から見ていてもわかるかと思います。 

それで、19ページをご覧ください。 

今回、長寿命化の計画を立てるに当たりまして、劣化の状況等の評価

につきましては、目視による評価と経年劣化による評価、こちらをＡか

らＤの基準で評価をしているところでございます。それ以降のページは、

各学校での目視等における重立った内容等の写真等をつけております。 

26ページをご覧いただきたいと思います。 

今回の評価、全体的な一覧となっております。ピンクに塗られている

ところは、築 30年以上経過している施設でございます。表の右側にあり

ます劣化状況評価、評価ですね、これでやはりＡとかＢはよろしいので

すけれども、ＣからＤ、こういったものについては今後改修が必要とい

うような判定となっております。 

これらに基づきまして、27 ページ以降は基本的な方針を記載している

ものでございます。 

29 ページ以降が、長寿命化計画の基本方針ということで、記載のとお

りです。この中で、(2)以降にありますとおり教育施設改修の基本方針と

しては、一つとしては、安全面・防災面、これらを考慮した整備。次の

ページにありますとおり学習・生活面。それから、複合化・効率化とい

う面。こういったものを基本として、整備を進めていると。 

それで、前回の協議会からつけ加えているところで、この学習・生活

面の中で、将来的な整備検討ということで空調の設備についても、主な

内容の中に記載として追加をさせていただいております。 

改修等の基本的な方針につきましては、31 ページにありますとおり、

設定を 80 年程度というようなことで、20 年で大規模、40 年程度で長寿

命化を図っていくというような方針となっております。 

これらによりまして、32 ページにありますとおり、これは国の計算に

よる試算ですけれども、過去 5 年間の維持管理経費、整備などを含めた

ものを入れますと、従来型でいきますと上の表になるのですけれども、

長寿命化をかけることによりまして、年間のコストを平準化させていく
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ということで、構想期間の 40 年間総額では約 55 億円の経費削減が見込

まれるというような試算となっております。 

また、33 ページ以降は、この施設整備の水準等を記載しているもので

ございます。 

35ページに移ります。 

先ほど言いました劣化の状況など評価の項目、これらを勘案いたしま

して、特に本計画の 10年間において整備するものとして表にまとめてあ

りますとおり、大規模改修としては、芽室小学校の体育館、また上美生

小学校の校舎・体育館、西中学校の校舎・体育館。個別改修としては、

次年度予定を、今回繰り越しで行いますけれども、芽室小学校のエレベ

ーターやバリアフリー。また、西小学校の校舎となっておりますけれど

も、これはどちらかと言うと屋根とかでございます。また、給食センタ

ーの外壁、屋上防水、屋根、こういったものです。その他といたしまし

て、芽室小学校、芽室中学校の屋外トイレ、こういったものが想定され

るということで計画に含めております。 

これら学校施設も含めまして、36 ページ以降、長期的な管理のもとで

ということになっております。この表の見方としましては、計画期間 10

年間、令和 2年度からの 10年間で実施を想定するものを個別改修は黄色、

大規模はピンク、また改築等に当たっては青色というような表になって

おります。その後の構想期間につきましても、10 年程度の期間を想定し

ながら、こういった時期にはこういった整備が想定されるのではないか

というようなことでの表となっております。 

また、37 ページは、現在、学校教育課等の中で今後想定される改修の

ものを実行計画等に乗って、年次別に記載をしておりますけれども、当

然、今後、町の財政状況等これらによりましては、この実施時期につい

ては変更が生ずるものと考えております。 

最後に 38ページですけれども、これは長寿命化の継続的事業方針とい

うことで、整備体制であったり、フォローアップの内容を記載しており

ます。 

39 ページ以降は、参考資料ということで実際に目視による点検などを

行った写真等、またこれまで大規模改修などを行いました平成 17、18年

以降の個別施設整備の内容等について一覧としているものでございます。

当然、児童生徒数が減ってきますから、今後、学校自体をどうするのか

という問題につきましては、昨年策定をしました小中学校配置計画、こ

れらを含めて今後の学校の施設のあり方という部分については、論議を

また別途する形になろうかと思いますけれども、現有施設を整備、改修

するに当たって有利な補助財源なども活用するということを前提として、
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この計画を策定しております。 

今後の取り進めといたしましては、本日の教育委員会で、この案で、

もしよろしいということにあれば、この後 1 カ月程度のまちづくり意見

募集、パブリックコメントを行いまして、その後、3月の教育委員会議で

正式に計画として決定をいただきたいというふうに考えております。 

以上で、説明を終わります。 

 ○程野教育長 本件について、前回の協議会での説明がございましたが、質

疑等をお受けしたいと思います。 

    まず、30 ページの機能のところですね、学習・生活面のところで、今

の政策に空調設備の検討が追記されたということであります。 

    それでは、序章のところ、それから 1 章、あわせて質疑等ございます

か。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

 ○程野教育長 2章学校設備の実態。いろいろな機械で児童生徒の数とデータ

が出ています。 

それから、16 ページ、学校施設等の保有量のところであります。前回

も話がありましたが、築 30 年以上が 16 棟あるというような話もありま

した。調査結果の概要、写真等があります。 

    第 2章まででいかがでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 第 3章基本的な方針。続いて 31ページ、改修等の基本的な方

針、長寿命化の方針と、それからコスト試算の比較、40 年平均で年間約

1億円以上のコストが見込めますということであります。 

   最後、全体を通して質疑をお受けしますので進めます。 

   第 4 章長寿命化の実施計画のところ。前回も説明がありましたが、細

かな事業プログラムも含めて案が出されております。 

   39ページからは参考資料がついております。 

   全体を通して、いかがでしょうか。 

   鳥本委員。 

○鳥本委員 一応、協議会でも検討したところで、文科での推進というとこ

ろでは、芽室町としては、まずこういう形からとは思います。 

それで、第 5 期芽室町総合計画で 8 年までは今の現状の建物でいくと

いうところで、子供が減少したところで、課長もおっしゃっていました

けれども、早目に、小学校は特にどういう方向性でいくかというところ

を検討しながら、改修等々を進めていっていただきたいなと思います。 

 ○程野教育長 学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 鳥本委員からもありましたとおり、やはり計画的に先
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を見ながら進めていかなければならないというふうに考えて、早目のそ

ういった検討というのは、今後必要かと思いますので、今の御意見を踏

まえて、今後進めていきたいと思います。 

○程野教育長 学校の配置計画等々も勘案しながら、進めていくということ

であります。 

   田口委員はいかがですか。 

○田口委員 特にないです。 

○程野教育長 山口委員は、よろしいですか。 

○山口委員 ありません。 

○程野教育長 お二人ともよろしいですか。 

（「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、決定をします。 

 

◎日程第 10「協議案第 5号ふるさと歴史館設置及び管理条例施行規則変更の件」 

○程野教育長 日程第 10「協議案第 5 号ふるさと歴史館設置及び管理条例施

行規則変更の件」、説明をお願いします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 11「協議案第 6 号芽室町集団研修施設設置及び管理条例施行規則の変

更の件」 

○程野教育長 日程第 11「協議案第 6 号芽室町集団研修施設設置及び管理条

例施行規則の変更の件」について、説明をお願いします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 12「協議案第 7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 それでは、日程第 12「協議案第 7 号令和 2 年度芽室町一般会

計教育費予算の件」、説明をお願いします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 13「協議案第 8号令和 2年度芽室町教育行政執行方針（素案）の件」 

○程野教育長 それでは、最後、日程第 13「協議案第 8 号令和 2 年度芽室町

教育行政執行方針（素案）の件」、お願いします。 

以下、非公開 

 

   以上で、日程について終わりました。 

その他、連絡お願いします。学校教育課総務係長。 

○中田学校教育課総務係長 今後の日程について、御説明いたします。 
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   2月の教育委員会会議ですけれども、初めに臨時として 2月 7日金曜日、

15時 30分応接室で行わせていただきたいと思っております。 

   また、定例の会議といたしましては、2月 26日水曜日 14時から 2階図

書資料室で行いたいと思っております。 

   その他ですけれども、2月 3日月曜日に、先ほど説明がありました白樺

学園高等学校野球部のセンバツ全国大会出場の壮行会が 15 時 30 分から

めむろーど 2 階セミナーホールで行われます。2 月 26 日水曜日、中学生

による 1 日教育委員会の本研修を 16 時から 2 階図書資料室で行います。

3 月 7 日土曜日は、芽室町文化賞・スポーツ賞等受賞式を予定しており、

9時 30分大ホールで行います。3月 13日金曜日は中学校卒業式、3月 24

日火曜日は小学校卒業式の予定となっております。3 月 25 日水曜日は、

令和元年度退職転入校長・教頭慰労激励会を予定しておりまして、18 時

から公民館 2階講堂で行う予定となっております。 

   以上でございます。 

○程野教育長 よろしいですか。 

   そういうことで、今後の日程もありますので、ぜひよろしくお願いし

ます。 

   それでは、以上で第 14 回教育委員会会議を終了させていただきます。 

   長時間ありがとうございました。 
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