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会 議 録 

 

令和３年３月 26 日第 20 回芽室町教育委員会会議を芽室町役場２階会議室７

で開催した。 

 

○開会時間   １４時３０分 

 

○閉会時間   １５時２３分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                田 口 聡 明 

委員                鳥 本 和 宏 

委員                福 井 栄 子 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席職員   教育長               程 野   仁 

学校教育課長            有 澤 勝 昭 

社会教育課長            日 下 勝 祐 

学校教育課課長補佐         清 末 有 二 

学校教育課総務係長         中 田 雅 彦 

学校教育課学校教育係長       橋 本   岳 

学校教育課給食係長         矢 後 浩 史 

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     上 田 勝 哉 
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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３５号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第５ 報告第３６号 区域外就学認定の件（非公開 

日程第６ 議案第５４号 芽室町教育委員会事務局管理職員任命の件 

日程第７ 議案第５５号 芽室町学校医委嘱の件 

日程第８ 議案第５６号 芽室町学校歯科医委嘱の件 

日程第９ 議案第５７号 芽室町学校薬剤師委嘱の件 

日程第 10 議案第５８号 第１２地区教科書採択教育委員会協議会委員代理者

選任の件（非公開） 

日程第 11 協議案第４号 芽室町立学校における働き方改革推進プラン改定

（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 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おりますので、本日の委員会は有効に成立いた

しました。 

   これより、第 20回教育委員会会議を開会いたします。 

   日程第 1「会議録署名委員の指名」でありますが、本会議の会議録署名

委員は、西村嘉博教育長職務代理者とします。 

 

◎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」のところでありますが、質疑等ご

ざいますか。いいですか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 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 1 点であります。町内の小中学校の卒業式についてであ

ります。 

   芽室中学校については、感染者が 1 名出たということで、急遽保護者

の参加は取りやめにいたしましたが、そのほかの 6 校を含め、おおむね

当初の予定どおり卒業式は挙行できました。そして昨日 25日より 2週間

の年度末、年度初めの休業に入ったところであります。 

   そのほか、報告をお願いします。 
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   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 学校教育課所管事業であります。3 月につきましては、

町議会 3月定例会でありましたので、3月 2日、初日を迎え、9日から 11

日に予算決算特別委員会、3月 17日には一般質問、3月 23日に、最終日

を迎え、閉会しております。 

   また、3 月 19 日金曜日に、教育実践活動表彰伝達式が芽室小学校で行

われております。これは、令和元年度から 2 年間、幼児教育と小学校教

育の接続の円滑化モデル事業というのを、芽室小学校を拠点校として取

り組んでまいりました。その活動実績に対して評価をいただき、当日は

十勝教育局のほうから教育長に来ていただいて、表彰をいただいており

ます。 

   以上です。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 裏面になります。社会教育課の所管事業でありますが、

3月 3日の柏樹学園の修了式、そしてその下、二つ、この三つの事業につ

いては、2年続けて開催ができなかったという残念な結果となってしまい

ました。ほかに説明事項は特にございません。 

   以上です。 

○程野教育長 以上、報告といたします。 

   この後、本日の会議については、4 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設定をお願いします。 

   日程第 4「報告第 35 号芽室町奨学金貸付の件」、日程第 5「報告第 36

号区域外就学認定の件」、日程第 10「議案第 58号第 12地区教科書採択教

育委員会協議会委員代理者選任について」は、芽室町教育委員会会議規

則第 12条第 1項に規定する、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 同じく、日程第 11「協議案第 4 号芽室町立学校における働き

方改革推進プラン改定（案）の件」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 以上、非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 35号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」 
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○程野教育長 それでは、日程第 4「報告第 35号芽室町奨学金貸付の件」、報

告願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 5「報告第 36号区域外就学認定の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 5「報告第 36号区域外就学認定の件」、報告をお願いし

ます。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「議案第 54号芽室町教育委員会事務局管理職員任命の件」 

○程野教育長 日程第 6「議案第 54 号芽室町教育委員会事務局管理職員任命

の件」、説明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 11ページになります。 

   日程第 6「議案第 54 号芽室町教育委員会事務局管理職員任命の件」に

ついてであります。 

   芽室町教育委員会事務委任規則第 1 条の規定に基づき、芽室町教育委

員会事務局管理職員の任命を行おうとするものであります。 

   12ページをお開き願います。 

   最初に、退職される方になります。学校教育課給食係長、矢後浩史及

び学校教育課学校教育係、任期付職員清水美樹の両名につきましては、3

月 31日をもって退職されるものであります。 

   次に、13 ページ。学校教育課長兼給食センター長、有澤勝昭は、給食

センター長を解くとともに、機構改革に伴う課・係名の変更により、教

育推進課長を命じ、社会教育課長、日下勝祐、同じく課・係名の変更に

より、生涯学習課長を命ずるものであります。 

   なお、以降につきましては、機構改革に伴う課・係名の変更による発

令は省略、異動、昇格、新規採用のみの説明といたします。 

   次に、ページ中段、教育推進課給食センター長兼給食係長に、森真由

美を命じ、14 ページにお進みいただき、学校教育課総務係長、中田雅彦

及び社会教育課、大変申し訳ございません。ここで修正をお願いいたし

ます。「社会教育課学校教育係長」となっておりますが、「社会教育課社

会教育係長」に修正をお願いいたします。申し訳ございません。改めま

して、社会教育課社会教育係長、大石秀人の両名を芽室町に出向を命ず

るものであります。 

   その下、教育推進課教育総務係長に、金須智秋を命じ、下から 2行目、

生涯学習課社会教育係長に村島志津佳を命じるものであります。 
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   15 ページ、一番上になりますが、社会教育課社会教育係、平山亮輔を

芽室町に出向を命じ、下から 2 行目、生涯学習課社会教育係に中島華子

を命ずるものであります。 

   16 ページ、2 行目になりますが、生涯学習課スポーツ振興係に、川瀬

吉澄を命じ、最後になりますが、4月 1日採用職員、林萌香を生涯学習課

社会教育係に命ずるものであります。 

   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。質疑等はありますか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、議案どおり、本件については可決いたします。 

 

◎日程第 7「議案第 55号芽室町学校医委嘱の件」 

○程野教育長 日程第7「議案第55号芽室町学校医委嘱の件」、説明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 19ページになります。 

   日程第 7「議案第 55 号芽室町学校医委嘱の件」について、御説明いた

します。 

   令和 3 年 3 月 31 日付任期満了に伴い、学校保健安全法第 23 条の規定

に基づき、学校医を委嘱しようとするものであります。 

   20ページをお開き願います。 

   学校医の委嘱につきましては、これまで同様、公立芽室病院の先生の

委嘱を予定しております。 

   委嘱に当たりましては、公立芽室病院とも協議をしておりまして、記

載の田中俊秀先生以下 5 名の方に委嘱しようするものであります。委嘱

期間につきましては、令和 3年 4 月 1日から令和 4年 3 月 31日までの 1

年間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 学校医の委嘱の件、説明ございました。 

   質疑はありますか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 質疑なしと認め、本件は原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 8「議案第 56号芽室町学校歯科医委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 56号芽室町学校歯科医委嘱の件」、説明願い

ます。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 23ページになります。 
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   日程第 8「議案第 56 号芽室町学校歯科医委嘱の件」について、御説明

いたします。 

   令和 3 年 3 月 31 日付任期満了に伴い、学校保健安全法第 23 条の規定

に基づき、学校歯科医を委嘱しようとするものであります。 

   24ページをお開き願います。 

   学校歯科医の委嘱につきましても、芽室町の歯科医師会の登録会員に

なっている家内典夫先生以下 8 名の方に委嘱しようとするものでありま

す。委嘱期間につきましては、令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日

までの 1年間になります。 

   以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 本件について、質疑ありますか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 質疑なしと認め、本件については原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 9「議案第 57号芽室町学校薬剤師委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 57号芽室町学校薬剤師委嘱の件」、説明願い

ます。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 25ページになります。 

   日程第 9「議案第 57 号芽室町学校薬剤師の件」について、御説明いた

します。 

   令和 3 年 3 月 31 日付任期満了に伴い、学校保健安全法第 23 条の規定

に基づき、学校薬剤師を委嘱しようとするものであります。 

   26ページをお開き願います。 

   委嘱予定者名簿を掲載しておりますが、曽根義継さんと濱田崇司さん

のお 2人を令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日までの 1年間委嘱を

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 本件について説明ございました。 

   質疑はありますか。 

（「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、原案どおり可決

いたします。 

 

◎日程第 10「議案第 58 号第 12 地区教科書採択教育委員会協議会委員代理者選

任の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 10「議案第 58 号第 12 地区教科書採択教育委員会協議
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会委員代理者選任の件」、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第11「協議案第4号芽室町立学校における働き方改革推進プラン改定（案）

の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 11「協議案第 4 号芽室町立学校における働き方改革推

進プラン改定（案）の件」、説明願います。 

以下、非公開 

 

○中田学校教育課総務係長 今後の日程についてでございます。 

   4月の教育委員会議は、4月 26日月曜日 16時からこちらの会議室でお

願いしたいと思っております。 

   その他ですけれども、まず、本日、この後 16時から退職、転入報告を

こちらの場所で行いますので、一旦お時間は空くんですけれども、御都

合がよろしければ御出席いただきたいと思っております。 

   4 月 1 日木曜日 16 時から田口委員さんの退任式及び松久新教育委員の

就任式を中央公民館 2階講堂で行いますので、出席をお願いいたします。 

   4月 5日月曜日 13時 30分からは、芽室町立小中学校教職員辞令伝達式

を公民館で行います。入学式につきましては、4月 8日と 9日、記載のと

おり各校で行いますが、教育委員の出席については、まだコロナ禍の状

況にありますので、出席の御案内は見送りということでお話を進めてお

ります。 

   以上でございます。 

○程野教育長 以上、連絡、今後の日程でありました。 

   以上で、第 20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  西 村 嘉 博 

 

 

 

        

 

 


