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会 議 録 

 

令和２年 11月 30日第 13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２５分 

 

○閉会時間   １６時４５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 

図書館長兼図書館係長        藤 澤 英 樹 

学校教育課長補佐          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２１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２２号 芽室町奨学金貸付の件(非公開) 

日程第６ 議案第２９号 芽室町教育支援委員会具申の件（非公開） 

日程第７ 議案第３０号 令和元年度「教育に関する事務の管理及び執行の状

況についての点検及び評価の報告書」提出の件 

日程第８ 議案第３１号 芽室町教育委員会ＩＣＴ整備・活用指針制定の件 

日程第９ 議案第３２号 条例制定(機構改革に伴う関係条例の整備に関する

条例)の議案に対する意見申し出の件 (非公開) 

日程第 10 議案第３３号 令和２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) 

追加 

日程第 1 議案第３４号 芽室町社会体育施設等指定管理者指定の件 

 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○程野教育長 本日の委員会の出席は、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 13回の教育委員会議を開会いたします。 

   日程第 1「会議録署名委員の指名」について。 

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」でありますが、別紙議事録のとお

りで、御異議ございませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、議事録のとおり承認いたします。 

 

◎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、まず私から 2点でありま

す。 

   １点目は、近隣市町等のクラスター発生及び本町の感染者を確認した

ことなどを受けて、本日、臨時校長会議を開催し、今後の対応等につい
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て再度確認したり指示をしたところであります。今後とも学校との情報

連携を密にしながら、適時適切な対応を進めていきたいと考えておりま

す。 

   2点目は、お手元のＡ４版の芽室町教育委員会町内コロナ感染者対応マ

ニュアルですけれども、1ページ目には、児童生徒や教職員にコロナ感染

者が場合、裏面は、児童生徒や教職員が濃厚接触者についてたどった場

合、3ページ目は、児童生徒や教職員や家族が濃厚接触の場合等について

どう対応するかということを国や道の指針を基に本町なりにまとめたも

のであります。これを基にいろいろな指示を学校に出しており、これが

ベースということで、御理解いただければと思っております。 

   私からの報告は、以上でありますが、各課からお願いします。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 学校教育課所管事業、主なものについて御報告させて

いただきます。 

   10月 29日、厚生文教常任委員会におきまして、後ほど御審議いただき

ますが、芽室町教育委員会ＩＣＴ整備・活用指針（案）について説明を

してございます。 

   次に、11 月 6 日、芽室町教育支援委員会において、これも同じく後の

ほど審議いただきますが、令和 3 年度の特別支援学級等への入級につい

て協議いただいております。 

   最後、11月 15日になりますが、令和 3年度の新入学児童就学時健診を

実施し、対象児童数が 153名、当日受診者が 138名でありました。なお、

受診できなかった方は 12 月 10 日に改めて機会を設けて受診いただくと

ころであります。 

   以上です。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 2ページ下段です。 

   社会教育課の所管事務については、下から 2番目、10月 30 日、議会の

厚生文教常任委員と地域学校協働活動推進支援コーディネーター3 名で

意見交換会が行われました。 

   また、11月１日から 3日は、第 66 回町民文化展を開催しております。 

   3ページ下段、地域学校協働活動関係については記載のとおりですので、

御覧いただければと思います。 

以上です。 

○程野教育長 それでは、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、あらかじめ非公開の決定をお願いします。 

   日程第 5「報告第 22 号芽室町奨学金貸付の件」及び日程第 6「議案第
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29 号芽室町教育支援委員会具申の件」については、芽室教育委員会会議

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、非公開とします。 

   日程第 9「議案第 32 条例制定（機構改革に伴う関係条例の整備に関す

る条例）の議案に対する意見申し出の件及び日程第 10「議案第 33号令和

2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、非公開とします。 

 

◎日程第 4「報告第 21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 21 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。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 日程第 4「報告第 21 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。 

   4ページを御覧ください。 

   令和 2年度就学援助認定総額数表になります。 

   令和 2年 11月申請数は 3世帯で、全ての世帯が認定となっております。 

   5 ページの 11 月 2 日現在での申請世帯は 185 世帯、認定世帯が 161 世

帯で、内訳は準要保護世帯が 161世帯となっております。 

   なお、不認定世帯は 23世帯、認定廃止世帯は 1世帯となっております。 

   ページ中段以下は、各小中学校の認定者数、不認定者数で、準要保護

認定者数につきましては、小学校では 132 名、中学校では 106 名、合わ

せて 238名となっており、認定率は 13.8％となっております。 

   以上で、報告を終わります。 

○程野教育長 報告ございましたが、この件につきまして、質疑等はござい

ますか。よろしいですか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 
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○程野教育長 では、報告のとおり承認いたします。 

 

◎日程第 5 「報告第 22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 22 号芽室町奨学金貸付の件」非公開となっ

ておりますが、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6 「議案第 29号芽室町教育支援委員会具申の件」(非公開) 

○程野教育長 日程第 6「議案第 29号芽室町教育支援委員会具申の件」。 

説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 30 号令和元年度「教育に関する事務の管理及び執行の状況

についての点検及び評価の報告書」提出の件 

○程野教育長 日程第 7「議案第 30 号元年度「教育に関する事務の管理及び

執行の状況についての点検及び評価の報告書」提出の件。 

   説明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 議案 19ページをお開きください。日程第 7「議案第 30

号令和元年度「教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検

及び評価の報告書」提出の件についてであります。 

   初めに、議案の修正をお願いいたします。１行目の後段になりますが、

「平成 30年度」を「令和元年度」に修正をお願いいたします。誠に申し

訳ございません。 

   それでは、説明させていただきます。 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条の規定に基づき、令

和元年度の教育委員会の活動状況や事務事業の点検・評価の報告書を芽

室町議会に提出しようとするものでございます。 

   それでは、報告書の内容を説明いたします。 

   22ページを御覧ください。22ページに初めに、記載のとおり、平成 19

年 6 月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、

教育委員会は毎年、点検に属する事務の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出する

とともに、公表することが規定されてございます。 

   報告書の構成は、23 ページの目次にありますとおり、第 1 章で、教育

委員会の活動状況。第 2章で、施策マネジメントシートによる評価。第 3

章で、芽室町教育振興基本計画における位置づけ及達成目標等から構成
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しております。 

   本日は、第 1 章の活動状況の説明は省略させていただき、第 2 章の施

策マネジメントシートの評価から説明をさせていただきます。 

   47ページを御覧ください。 

   議案の 47ページになります。47ページは、第 5期芽室町総合計画の基

本目標に「心豊かで輝く人と文化を育むまちづくり」では、教育委員会

が所管します 1 から 4 の施策を掲げており、それぞれ評価シートを作成

しまして、芽室町総合計画審議会の委員の方々に評価をいただいており

ます。 

   各評価シートについて御説明をさせていただきます。 

   めくっていただきまして、49 ページ。施策名、学校教育の充実になり

ます。1の施策の方針は、地域社会と連携しながら信頼される学校づくり

を推進し、新しい時代を切り拓くことができる心身豊かな人づくりを目

指すとし、その成果指標は、記載の 3 点としております。目標年度、一

番右側になりますが、第 5 期総合計画の前期計画期間であります最終年

度、これが 2022年度でございます。これを目標年度といたしまして、2019

年度の実績は、上から申し上げますと、74％、77.4％、87.7％でありま

した。 

   以下、3の施策の達成状況等から、次のページに進んでいただき、ペー

ジの一番下の 7、総合計画審議会評価に記載のとおり、審議会委員の皆様

に、Ｃ、前期実施計画策定時と比較して前進したと評価をいただいたと

ころでございます。評価の内容や今後の取組に対する意見は、記載のと

おりであり、また、51 ページには、外部意見としまして 2 点ございまし

たが、記載のとおり対応することとしてございます。 

   次の 53ページ、社会教育の推進からは、社会教育課長より説明いたし

ます。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 53ページのシートの内容です。 

   社会教育の推進でありますけれども、施策の方針としては、学習機会

の場の提供など、学習環境の充実を図るとともに、自発的な取組への支

援を図りますとしております。 

   成果指標は 2 点、記載のとおりでございます。一番右側の目標に対し

まして、2019 年の実績では、①の社会教育事業への児童の参加者数は目

標達成できていない。②番目の生涯学習の機会が充実していると思う町

民の割合は、目標の数値を達成しているという結果となりました。 

   54 ページ下段、7 番の外部評価については、Ｃという結果で、前期実

施計画策定時と比較して前進したという評価をいただいております。 
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   続きまして、55 ページ、地域文化の振興であります。施策の方針は、

地域における文化活動への参加を促進するとともに、文化財などの収

集・活用を進めますとしてございます。成果指標は 2 点で、2022 年の目

標に対し、いずれも 19年度の実績は上回る結果となりました。 

   56 ページ下段の外部評価では、Ｃ評価ということで、前期実施計画策

定時に比較して前進したという評価をいただいております。 

   57 ページ、スポーツしやすい環境づくりです。施策の方針は、町民が

いつでも気軽に自由にスポーツできる環境づくりを進めますとしており、

成果指標は、記載の 3 点、2022年度の目標に対し、いずれも 2019 年の実

績では、目標をクリアすることはできなかったという結果になってござ

います。 

   58 ページ、外部評価では、Ｃということで、前期実施計画策定時と比

較して前進したという評価をいただいております。 

   59 ページには、外部の意見ということで、4 点いただいており、記載

のとおり対応したということであります。 

   以上で、説明を終わります。 

○有澤学校教育課長 続きまして、61ページを御覧ください。 

   第 3 章、芽室町教育振興基本計画施策項目及び成果指標実績について

になります。 

   芽室教育振興基本計画につきましては、令和元年度から令和 4 年度を

計画期間といたしまして、63ページから 65ページに記載されております

(八つの施策項目)で構成するものでございます。各施策項目においても、

63 ページの 1 を御覧いただきたいと思いますが、それぞれ成果指標、施

策項目 1 については、三つの成果指標を掲げてございます。主に成果指

標については、全国学力・学習状況調査における点数あるいは聞き取り

調査から、それらを指標としているものでございます。 

   これを教育振興基本計画の成果資料として提出するものでございます。 

   以上、第 3 章における内容をもって、芽室町議会へ報告書を提出しよ

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 ボリュームがありますので、区切りながら質疑等をお受けし

たいと思います。 

   説明は割愛されました 25ページから、事業等のことですので、余りな

いかと思いますが、27から 32ページまで、議案の件、33ページ、条例、

規則等の制定、改廃及び計画等の作成の状況、40ページ、43ページは組

織、そのままです。 

   第 2 章、実際の評価でありますが、4 点についての評価ということで、
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49 ページ、学校教育の充実について説明ございましたが、いかがでしょ

うか。50 ページ、51 ページまで。また後で、あればお知らせください。 

   53ページ、社会教育課関連であります。53、54、55、56、57、58、59、

61ページ、63、64、65、全体通して質疑はありますか。 

   西村教育長職務代理者。 

○西村教育長職務代理者 最後の 53から 65までのそれぞれ目標年度が令和 4

年ということですけれども、実績は昨年、令和 1 年ということですけれ

ども、今回、コロナの関係で、実際に計画していても思いようにいかな

いということが多々あろうと思うのです。令和 4 年ですから、これから

まだ 2 年あるので、その辺、目標にしていることが多少なりとも遅れた

り、特別、少し先に進めようといったことがこれからできると思うので、

実際に目標としてはいいと思うのですけれども、内情としてはいろいろ

な含みが出てくるということの表現が欲しいような気がするのですけれ

ども、これは議会に提出する案件でしょうから、その辺、口頭説明の中

で、最後でも、そういうことがあってもいいのかなと。少し厳しいかな

という気がするのです。 

○程野教育長 学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 今年については、前年度の実績になりますので、この

まま報告になります。来年度の報告書に当たっては、令和 2 年度、要は

今年の実績を記載することになりますので、その中で、余りにも目標に

対して令和 2 年度の成果指標ががくっと下がったとするのであれば、何

らかの付記は必要なのかなと、今のお話を聞いて考えています。 

○西村教育長職務代理者 現実に想定していなかったことが起きいているの

で、現場は努力していても、目標と乖離がある場合があるので、その辺

は、そういう注釈等があってもいいのかなというようなことが少し気に

なるものですから。 

○程野教育長 当初の状況とはがらっと変わっていますので、その辺は柔軟

に考えなければいけないし、現場でも一生懸命やっていてもなかなか、

この状況下の中で成果が上がらなかったという側面もあろうかと思いま

すので、説明の機会があれば、そういう話を補足するとともに、次年度

については、今、課長から話があったように、必要な字句を付記すると。

加筆という形ですることでよろしいですか。 

   そのほかありますか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○程野教育長 なければ、本件について、異議なしと認め、議案のとおりの

可決いたします。 
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◎日程第 8「議案第 31号芽室町教育委員会ＩＣＴ整備・活用指針制定の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 31 号芽室町教育委員会ＩＣＴ整備・活用指

針制定の件」。 

   説明願います。 

   学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 67ページになります。日程第 8「議案第 31号芽室町教

育委員会ＩＣＴ整備・活用指針制定の件」について御説明いたします。 

   芽室町教育委員会ＩＣＴ整備・活用指針を制定しようとするものであ

ります。 

   68ページを御覧願います。 

   本日は、こちらの概要版にて御説明をさせていただきます。なお、69

ページから 106 ページまでの本編につきましては、後ほど御参照いただ

ければと思います。 

   芽室町教育委員会ＩＣＴ整備・活用指針につきましては、まず、4章立

てで構成してございます。第 1 章、指針策定の基本的な考え方では、社

会情勢や文科省事業、特に、学習指導要領の改訂における積極的なＩＣ

活用の推進などを受けた本指針の策定背景、指針の期間、これは令和 2

年から 6 年度までにしておりますが、芽室町の現状を踏まえ、これから

の学びにとってＩＣＴ環境は、鉛筆やノートなどの文房具と同様に、教

育現場に不可欠であると定めてございます。 

   次に、第 2 章、ＧＩＧＡスクール構想では、構想の定義、これは、全

ての子どもたちが現下の激しい時代に合わせてＩＣＴを活用し、新しい

教育へシフトしていくこと、これらを明示しまして、指針の概要、これ

は、一番下のイメージ図でありますが、こられを定めてございます。 

   次に、第 3 章、カテゴリー別における整備内容では、校内ネットワー

ク回線の高速化。児童生徒１人１台の端末整備、これは、ＩＣＴ教育を

推進する上での大前提でありますが、これは本年度中に整備することを

定め、以下、遠隔学習、学習支援サービスとクラウド化、教師用パソコ

ンの整備と校内支援システムの導入、ＩＣＴ支援員と運用管理について

は、指針最終年度であります令和 6 年度までに、できることから順次取

り組んでいくことを計画しております。 

   最後に、第 4 章、活用に係る指針には、ＩＣＴ環境といった道具を事

前にどのように教育活動において溶け込ませていくかを定めたものでご

ざいます。 

   概要でございますが、以上で、説明を終わらせていただきます。 

○程野教育長 概要の説明、68 ページを通してありました。ボリュームがあ

るのでなかなか全てということになりませんが、今の概要説明を踏まえ
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て、目を通していただいて、何かあればお願いします。 

   72ページ、73ページ、指針作成の背景、指針の位置づけ、74、75、Ｇ

ＩＧＡスクール構想についての説明、76、77 は、第 3 章、カテゴリー別

における実施策定内容、78、79 については、児童生徒１人１台の端末整

備について、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89。 

   90 の下の表、エドテックの説明をしていただいてよろしいですか。90

の導入の、実際運用していることの補足をお願いします。 

   課長補佐。 

○清末学校教育課長補佐 エドテックというのは、エディケーションとテク

ノジーの合わせた造語であって、テクノロジーを最大限活用した先進的

な教材やサービス全般を指す言葉です。 

   ここでは、子どもたちが端末とネットワークを通してクラウドに行っ

たときに、エドテック教材と書いていますけれども、先進的なソフトウ

ェアを使って学ぶことを指しております。例えば一つ、ＡＩドリルです

けれども、90 ページの図の中、学校の図の中では、教科指導の効率化と

いうジャンルに入っているのですけれども、これまで紙のドリルをみん

なでいっぺんに同じ問題を解いていたのを、次は、クラウド上でドリル

の取組と、間違った子には学年が下がっていったり、基礎を確認するよ

うな問題が出題されたり、時間のかかっている子には、こういう問題に

ついて、解いていっている子には、次々と応用問題が出たりし、紙のド

リルで例えば 10問あったら、ある子には難しい、ある子は簡単、ある子

はちょうどいいというのが、クラウド上では全員がちょうどいいという

ことが実現できるというものです。それを上美生中学校の 1 年生が今試

してくれています。経済産業省が、こういった先進的な取組を試すとこ

ろに補助金を出して、企業がそれを進めているのですけれども、それと

協力できて、今、上美生中学校がＡＩ授業を試してくれています。 

   また、プログラミング教育が小学校、中学校で取り組まれるというこ

とになりましたけれども、その教材を芽室中学校と芽室西中学校がそれ

ぞれ、3年生と 2年生でこれから試してくれるものがあります。これも小

学生であれば、無料の簡単なプログラミングのサイトがたくさんあるの

ですけれども、そういったところでできるのだけれども、中学生ぐらい

になってくると、プログラミングの言語を打ち込むような難しい項目に

なってくると、エドテック教材であるものを使用していくような場面が

出てきます。それも町内の中学校が試してくれるところが現在進んでい

ます。 

○程野教育長 経産省との連携によって、本町でエドテック等先進的な取組

を既に試行していますということであります。 
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   92 ページ、適用指導教育、93 ページ、教師用パソコンの整備と、94、

95、教師用パソコン等の整備に係るフロー図であります。96、97、年次

計画等について記してあります。98、99、第 4 章、ＩＣＴ活用に係る指

針ということであります。これまで教育委員会で、この指針がなかった

ということから、今回策定したということであります。 

   全体通して質疑等ございますか。 

   福井委員。 

○福井委員 98 ページにありますＩＣＴ支援員なのですけれども、人材が足

りないというような話も出ていたのですけれども、実際のところはどう

なのでしょうか。 

○程野教育長 学校教育課長。 

○有澤学校教育課長 学校教育課長です。 

   ＩＣＴ支援員には、二つの面が求められていて、一つは、ＩＴ業者の

ような、機械に精通していて、繋がらないとか壊れたときに対応してく

ださる面、もう一方が、授業でいかに使うか、子どもたちの教育にどの

ように活用するのかというものが二つ目のものです。 

   両面を兼ね備えている人材が全国的に不足していて、どこも苦慮して

いますけれども、まず第 1 面のほう、ＩＴ業者とまずは協力して、パス

ワード入力で不具合が生じるですとか、パソコンの設定上で繋がらない

とか、そういったものについては速やかに対応できるような環境を準備

していきます。 

   二つ目の授業で、教育でいかに使うのかということについては、先生

方の研修ですとか、授業改善なども御協力いただきながら進めていきた

いと考えているところでございます。 

○程野教育長 当面、ＩＴ業者の有効活用というところからスタートすると

いうような話になろうかと思います。よろしいですか。 

   そのほか、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、この件については、異議なしと認め、原案どおり可決

いたします。 

 

◎日程第9「議案第32号条例制定(機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例)

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 9「議案第 32号条例制定(機構改革に伴う関係条例の整

備に関する条例)の議案に対する意見申し出の件」。 

   説明願います。 

以下、非公開 
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◎日程第 10「議案第 33号令和 2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 10「議案第 33号令和 2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。説明願います。 

以下、非公開 

 

◎追加日程第 1「議案第 34号芽室町社会体育施設等指定管理者指定の件」 

○程野教育長 追加日程第 1「議案第 34 号芽室町社会体育施設等指定管理者

指定の件」。 

   説明願います。 

   社会教育課長。 

○日下社会教育課長 申し訳ございません。追加日程でございます。 

   追加日程第 1、3ページをお開きください。 

   「議案第 34号芽室町社会体育施設等指定管理者指定の件」について御

説明いたします。 

   本件につきましては、地方自治法第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づく

芽室町総合体育館外 11施設の管理を行わせる指定管理者の指定に当たり、

同法第 244 条の 2 第 6 項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするも

のであります。 

   4ページを御覧ください。 

   議決を求める事項につきましては、1として、管理を行わせる施設の名

称及び所在地、名称は、芽室町社会体育施設等であり、所在地は芽室町。 

   2として、指定管理者の所在地、名称、代表者名、所在地は、芽室町東

6 条 10 丁目 2 番地、名称は、芽室ビル管理・十勝広域森林組合・オカモ

ト共同企業体です。代表者名は、芽室ビル管理株式会社代表取締役、山

瀬雅宏氏であります。 

   3 の指定期間は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの 5 年

間とするものです。 

   続きまして、5ページの参考資料を御覧ください。 

   4の選定経過の概要を説明いたします。この表中、募集については非公

募によるものとしております。これは、令和 5 年度から供用開始を予定

している新プールの建て替えに伴いまして、新施設の設計、建設、管理

運営を一括して担うＤＢＯ方式による事業者選定を実施し、決定した事

業者には、新プールの建て替え事業と併せて、令和 3 年度から社会体育

施設全体の維持管理及び運営についての指定管理を担っていただくこと

としたためであります。 

   このことから、本年 10 月 30 日付で芽室町営水泳プール等整備事業契
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約を締結した多く芽室の構成員のうち、施設の維持管理及び運営を担う

芽室ビル管理・十勝広域森林組合・オカモト共同企業体を応募団体とし

て、令和 2年 11月 16日と 19日に、芽室町公の施設に係る指定管理者選

定委員会による審査を実施しました。 

   審査の方法については、次の 6ページ中段の表中、6項目の審査項目に

基づく審査の視点から、選定委員それぞれが提案書に基づいての指名審

査及び応募者へのヒアリングを行った上で評価をいたしました。基準点

合計は 100点満点の 60点で、評価点の総合点数は 70.83点であり、基準

点を超えていることから、指定管理者候補として選定に至ったものであ

ります。 

   選定の理由については、次の 9 ページに記載のとおり、共同企業体の

各構成員のこれまでの実績に加え、新プール開設に向けての人員体制の

整備や今後、町内の社会体育施設が一体となって、さらに町民サービス

の向上につながる提案に対しての期待と高い評価の下、指定管理者の候

補として選定されました。 

   最後に、このページ下段に、選定に当たった芽室町公の施設に係る指

定管理者選定委員会の委員名簿を記載しております。 

   以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 指定管理者の指定の件について質疑を受けたいと思います。 

   4ページ、5ページで何かございますか。6ページ、7ページ。6番の評

価結果の基準点の合計は 60 点のところ 70.83 点ということです。7 ペー

ジ、選定の理由。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 それでは、この件について、異議なしと認め、原案どおり可

決いたしました。 

   今後の日程等についてお願いします。 

○事務局 今後の日程ですけれども、12 月の教育委員会議ですが、臨時会議

として、12月 11日金曜日 16時から公民館１階応接で予定しております。

定例ですけれども、25日金曜日 15時から公民館 2階図書資料室を予定し

ております。 

   その他ですけれども、まず、明日 12月 1日火曜日、芽室町ＰＴＡ連合

会事務局懇談会を 18 時 30 分から中央公民館 2 階ホールとなっておりま

す。本年度はコロナの関係がありますので、大ホールで行う予定となっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

   また、下のほうに、新年交礼会の中等を記載しておりますけれども、

成人式については実施予定ですが、来賓の出席はいただかないという予

定となっております。以上です。 
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○程野教育長 それでは、以上をもちまして、第 13回教育委員会会議を終わ

ります。 

   御苦労さまでした。 
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