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会 議 録 

 

令和２年２月 26 日第 16 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００分 

 

○閉会時間   １６時２０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３３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３４号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第６ 報告第３５号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第７ 議案第４９号 芽室町教育支援委員会具申の件（非公開） 

日程第８ 議案第５０号 令和元年度芽室町文化賞等受賞者決定の件（非公 

開） 

日程第９ 議案第５１号 令和元年度芽室町スポーツ賞等受賞者決定の件 

            （非公開） 

日程第１０議案第５２号 令和元年度芽室町一般会計教育費予算の議案に対 

する意見申し出の件（非公開） 

日程第１１議案第５３号 芽室町立学校管理規則中一部改正の件 

日程第１２議案第５４号 芽室町スクールライフアドバイザー設置 

条例中一部改正）の議案に対する意見条例施行規則 

廃止の件 

日程第１３議案第５５号 芽室町教育活動指導助手設置条例施行規則廃止の件 

日程第１４議案第５６号 芽室町生涯学習推進アドバイザー設置条例施行規則 

廃止の件 

日程第１５議案第５７号 芽室町ふるさと歴史館設置及び管理条例施行規則中 

一部改正の件 

日程第１６議案第５８号 芽室町ふるさと歴史館に勤務する職員の勤務時間の

特例に関する規則の制定の件 

日程第１７議案第５９号 芽室町図書館に勤務する職員の勤務時間の特例に関 

する規則中一部改正の件 

日程第１８議案第６０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） 

閉 会 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○程野教育長 それでは、本日の委員会の出席は 5 名でありますので、教育

長及び在任の過半数が出席していることから、本日の委員会は有効に成

立いたしました。 

   これより、第 16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」については、西村嘉博教育長職務代

理者とします。よろしくお願いします。 
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◎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、14 回と 15 回、2

回の会議録がございます。これについて質疑等ございますか。 

   よろしいですか。 

○程野教育長 まず、14 回の会議録 3 番執行方針のところでございますが、

いかがでしょうか。後半は予算の関係です。 

   よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 14回のほうは異議なしと認め、承認いたします。 

   15 回、文化スポーツ表彰の関係が中心となります。文化スポーツ表彰

については、この後また議案で出てきます。皆さん、見ていただいたとこ

ろまとめているところが中心になろうかと思います。 

   よろしいでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、15 回の委員会会議の議事録も異議なしと認め、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」でありますが、コロナウイルスの関

係で 2点。臨時の教育長会議が先ほどありまして、この後、感染防止予防

のために、明日から 1 週間臨時休校を実施するという見解を出したとこ

ろであります。 

   関連して、既に町として動いていたのですが、町の行事もそうですが、

教育委員会に関わる行事については、ここ一、二週間が瀬戸際、山場とい

うことで、中止、または延期の措置をとらせていただいております。後ほ

ど出てきますが、文化スポーツ表彰等も含めて中止というような措置も

講じております。町民の皆様の健康・命・安全を最優先にした措置という

ことであります。 

○程野教育長 それでは、日程第 4 へ行くところでありますが、この後、日程

第 18 までありますけれども、会議に先立って進行上、提案説明の前に、

非公開の決定をお願いしたいと思います。 

 

◎日程第 5「報告第 34号区域外就学認定の件（非公開）」 

◎日程第 6「報告第 35号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」 

◎日程第 7「議案第 49号芽室町学校教育支援委員会具申の件（非公開）」 

◎日程第 8「議案第 50号令和元年度文化賞等受賞者決定の件（非公開）」 
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◎日程第 9「議案第 51 号令和元年度芽室町スポーツ賞等受賞者決定の件（非公

開）」 

○程野教育長 日程第 5「報告第 34号区域外就学認定の件（非公開）」から日

程第 9「議案第 51 号令和元年度芽室町スポーツ賞等受賞者決定の件の 5

件については、芽室町教育委員会議会規則第 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。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、非公開とさせていただきます。 

 

◎日程第 10「議案第 52号令和 2年度芽室町一般会計教育費予算の議案に対する

意見申し出の件（非公開）」 

◎日程第 18「議案第 60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）」 

○程野教育長 併せて、日程第 10「議案第 52号令和 2年度芽室町一般会計教

育費予算の議案に対する意見申し出」及び日程第 18「議案第 60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）」の 2 件については、同じく規則第 12 条第 4 号に規定することか

ら、非公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは併せて 7 件、非公開とさせていただきたいと思いま

す。 

 

◎日程第 4「報告第 33 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 33 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。 

○松浦学校教育課長 日程第 4「報告第 33 号就学困難な児童生徒に係る就学

援助の認定の件」について、御報告をさせていただきます。 

   学校教育法第 19 条に規定に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いたしま

す。 

   1 ページをお開き願います。2 月 5 日現在ですけれども、新たに 2 世帯

の方の申請があり、2 世帯とも認定をしております。内訳は、記載のとお

りです。 

2 ページにありますとおり、令和元年度の就学援助認定総括表でありま
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す。申請世帯につきましては、先月に比べまして 2 世帯増の 205 世帯、

認定世帯も同じく 2 世帯増の 170 世帯、準要保護世帯も 2 世帯増の 167

世帯。内訳につきましては、経済的困窮世帯、児童扶養手当受給世帯がそ

れぞれ 1世帯増となっております。認定者数につきましても、準要保護認

定者数一覧、児童生徒、小中学生合わせまして先月よりも 3 人増の 257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割合は、右上に表

にありますとおり、14.7％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 33 号について説明がございました。 

質疑を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） 

○程野教育長 異議なしと認め、報告のとおり承認します。 

日程第 5「報告第 34 号区域外就学認定の件」、説明願います。 

以下、非公開 

 

○程野教育長 日程第 6「報告第 35 号芽室町奨学金貸付の件」、説明願いま

す。 

以下、非公開 

 

○程野教育長 日程第 7「議案第 49 号芽室町教育支援委員会具申の件（非公

開）」、説明お願いします。 

以下、非公開 

 

○程野教育長 日程第 8「議案第 50 号令和元年度芽室町文化賞等受賞者決定

の件」、説明願います。 

以下、非公開 

 

○程野教育長 日程第 9「議案第 51 号令和元年度芽室町スポーツ賞等受賞者

決定の件」、説明お願いします。 

以下、非公開 

 

 ○程野教育長 日程第 10「議案第 52号令和 2年度芽室町一般会計教育費予算

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 

 

◎日程第 11「議案第 53号芽室町立学校管理規則中一部改正の件」 
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○程野教育長 続きまして、日程第 11「議案第 53号芽室町立学校管理規則中

一部改正の件」。 

学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 11「議案第 53号芽室町立学校管理規則中一部改

正の件」について御報告をさせていただきます。 

   80 ページに、新旧対照表がございますので、こちらで説明をさせてい

ただきます。今回の学校管理規則の一部改正の内容につきましては、営利

企業等の従事に関する部分で、この職員という部分につきましては、さき

の予算のときに御説明をさせていただきましたけれども、4月以降、臨時

職員などにつきましては、会計年度任用職員というような形になり、パー

ト職員などにつきましては、営利企業等に従事することについては問題

がない。通常の勤務外にそういった形で勤務することについては、基本的

に地公法上の抵触しない者についてはいいですよということで、そうい

う従事制限は捉えている部分もございますことから、この条項について

改正をしようとするものです。 

第 23条については、職員（非常勤職員）地方公務員法（昭和 25年法律

第 261号）第 28条の 5第 1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及

び法第 22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員を除くを除く。次項において

同じ、その営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に

関する規則（北海道人事委員会規則 12 の 1）に定めるところによるとい

うことで、この部分が先ほど言いました会計年度任用職員については、一

部除外をされるということでの規定というふうに定義づけようと思いま

す。 

附則といたしましては、この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行しよ

うとするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○程野教育長 会計年度任用職員制度の改正に伴っての採決ということです。 

営利企業等の従事に関する改正でございます。パートと短時間勤務の

方の従事の制限が外れたということであります。 

   よろしいでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 本件、異議なしと認め、原案通り可決いたしました。 

 

◎日程第 12「議案第 54号芽室町スクールライフアドバイザー設置条例施行規則

廃止の件」 

○程野教育長 日程第 12「議案第 54号芽室町スクールライフアドバイザー設

置条例施行規則廃止の件」、説明願います。 
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学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 12「議案第 54号芽室町スクールライフアドバイ

ザー設置条例施行規則廃止の件」につきまして御説明を申し上げます。 

   93 ページをお開き願いたいと思います。説明にありますとおり、地方

公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いということ

で、スクールライフアドバイザー等につきましても会計年度任用職員に

適用になるということで、さきのこの職員、臨時職員については、町のほ

うとして条例を廃止し、会計年度任用職員の方の条例等を制定している

ことから、この芽室町スクールライフアドバイザー設置条例施行規則に

つきましては、条例の廃止に伴い、施行規則を廃止しようとするものでご

ざいます。 

なお、附則といたして、この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行しよ

うとするものでございます。 

○程野教育長 会計年度任用職員の施行に伴っての廃止ということでありま

す。 

よろしいでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、本件について原案通り可決いたしました。 

   同じような流れの中で説明が続きます。 

 

◎日程第 13「議案第 55 号芽室町教育活動指導助手設置条例施行規則廃止の件」 

○程野教育長 日程第 13「議案第 55号芽室町教育活動指導助手設置条例施行

規則廃止の件、説明願います。 

学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 13「議案第 55号芽室町教育活動指導助手設置条

例施行規則廃止の件」について御説明をさせていただきます。 

   先ほどの議案と同様に、会計年度任用職員の施行に併せまして、芽室町

教育活動指導助手設置条例が廃止されることから、あわせて施行規則を

廃止しようとするものでございます。 

   附則といたしまして、この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行するこ

ととなってございます。 

   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。 

よろしいでしょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、本議案は提案通り可決いたします。 
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◎日程第 14「議案第 56号芽室町生涯学習推進アドバイザー設置条例施行規則廃

止の件」 

 ○程野教育長 日程第 14「議案第 56号芽室町生涯学習推進アドバイザー設置

条例施行規則廃止の件」、説明願います。 

    社会教育課長。 

 ○日下社会教育課長 日程第 14「議案第 56号芽室町生涯学習推進アドバイザ

ー設置条例施行規則廃止の件」について説明申し上げます。 

    この件につきましても先ほど同様に、会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の制定に伴いまして、本生涯学習推進アドバイザーの

設置条例が廃止されることから、規則についても廃止をしようとするも

のでありまして、この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行しようとする

ものであります。 

    以上で説明を終わります。 

 ○程野教育長 質疑ございませんか。 

（「なし」と発する声あり） 

 ○程野教育長 なしと認め、可決いたします。 

 

◎日程第 15「議案第 57号芽室町ふるさと歴史館設置及び管理条例施行規則中一

部改正の件」 

 ○程野教育長 日程第 15「議案第 57号芽室町ふるさと歴史館設置及び管理条

例施行規則中一部改正の件」、説明願います。 

    社会教育課長。 

 ○日下社会教育課長 日程第 15「議案第 57号芽室町ふるさと歴史館設置及び

管理条例施行規則中一部改正の件」について御説明申し上げます。 

    100 ページ、ご覧ください。101 ページに新旧対照表がありますので、

新旧対照表で説明をさせていただきます。 

    まず、第 3条第 1号中、会館につきましては「午前 9時」を「午前 9時

30 分」に改め、同条第 2 号中、閉館につきましては「午後 5 時」を「午

後 4時 30分」に改めようとするものであります。 

    また、第 4条第 1号中、休館については「毎週火曜日」を「毎週火曜日

及び水曜日に改め」、「水曜日を加える」という改正をしようとするもので

あります。ふるさと歴史館の開館時間の短縮及び休館日の追加を図ろう

とするものでありまして、この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行しよ

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 いかがでしょうか。前回、火曜と水曜加えることで若干議論が

ありましたけれども。 
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○鳥本委員 ふるさと歴史館とかっこうの施設は同じくくりで考えていらっ

しゃるのでしょうか。各施設等々。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 今回、本日の教育委員会に提案をさせていただいてお

りますのは、会計年度任用職員に関する事項の議案として提出をさせて

いただいており、次回の教育委員会のときに集団研修施設かっこうにつ

いての議論をさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、

開館時間についての変更はなく、閉館日を追加する内容で、ふるさと歴史

館同様、火曜日、水曜日の閉館ということを考えた内容となってございま

して、変更となってございまして、改めまして次回、定例会に提案させて

いただきたいと考えております。 

○程野教育長 そのほか質疑ございませんか。 

   よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 山口委員、2番いかがですか。 

   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 それでは本件、異議なしと認め、原案通り可決いたしました。 

 

◎日程第 16「議案第 58号芽室町ふるさと歴史館に勤務する職員の勤務時間の特

例に関する規則の制定の件」 

 ○程野教育長 日程第 16「議案第 58号芽室町ふるさと歴史館に勤務する職員

の勤務時間の特例に関する規則の制定の件」、説明願います。 

    社会教育課長。 

 ○日下社会教育課長 日程 16「議案第 58号芽室町ふるさと歴史館に勤務する

職員の勤務時間の特例に関する規則の制定の件」について御説明申し上

げます。 

    芽室町ふるさと歴史館勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則に

つきまして、105ページをお開きいただきたいと思います。この規則を制

定するに当たりまして、芽室町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例が制定されることに伴いまして、ふるさと歴史館に勤務する

職員の勤務形態が変則勤務となることから、第 2条に記載のとおり、勤務

時間及び勤務日並びに週休日の割り振り及び第 3 条の休日について明ら

かにするため、この規則を制定しようとするものであります。 

    附則として、この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行しようとするも

のであります。 

    以上で説明を終わります。 
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○程野教育長 この件についても会計年度任用職員制度にかかわっての変更と

いうことであります。質疑ございませんか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは質疑なしと認め、本議案は原案通り可決いたしました。 

 

◎日程第 17「議案第 59号芽室町図書館に勤務する職員の勤務時間の特例に関す

る規則中一部改正の件」 

○程野教育長 日程第 17「議案第 59号芽室町図書館に勤務する職員の勤務時

間の特例に関する規則中一部改正の件」、説明お願いします。 

   社会教育課長。 

○日下社会教育課長 日程第 17「議案第 59号芽室町図書館に勤務する職員の

勤務時間の特例に関する規則中一部改正の件」について御説明申し上げ

ます。 

   116ページをご覧ください。117ページには、新旧対照表を添付してお

りますが、図書館の司書につきましても、芽室町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の制定に伴いまして、勤務日及び勤務時間及

び勤務日並びに週休日の割り振りなど特例措置を講ずる必要があること

から、本規則を改正しようとする内容となってございます。 

   この規則につきましても、令和 2 年 4 月 1 日から施行しようとするも

のであります。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 質疑等ございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

 ○程野教育長 この件について、異議なしと認め、原案通り可決いたしました。 

 日程第 18「議案第 60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）」、説明願います。 

以下、非公開 

○程野教育長 日程第 18まで来ましたが、別件でございますか。これはいい

ですか。（「それ前段で示されている」と発する声あり） 

○山口委員 いいですか。 

○程野教育長 どうぞ。 

○山口委員 ちょっと戻ってしまうのですけれども、ふるさと歴史館のとこ

ろで、前回の教育委員会議で年間の利用者のものを出していただけると

いう、資料出したという、それがなかったのですけれども、（「大変、失礼

いたしました」と発する声あり） 

○程野教育長 今、お配りします。 

（資料配付） 
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○山口委員 もう決定されたのですよね、週 2日については。 

○程野教育長 週 2日についてですか。 

○山口委員 今のはまだ、今日で決定をされてしまったのですか、3月決定で

はなくて……。 

○日下社会教育課長 週 2日のは、先ほどの、歴史館は火、水が 2日休館とい

うことで決定ということです。 

○山口委員 4月からですか。 

○日下社会教育課長 そうですね、この後、内部的には規則の改正についての 

決裁をもって決定となります。 

○程野教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 前回、口頭で説明をさせていただいて、この資料を提出

させていただくということでありました。大変申しわけございませんで

した。 

 前回も説明させていただいたときに、ふるさと歴史館の利用人数につ

いては 4,000 人程度で、大体それほど大きな変化はないという説明をさ

せていただいております。今回、火曜日の週休日のほかに水曜日を追加さ

せていただいたのは、曜日ごとの利用者数を見ると、水曜日よりも月曜日

のほうが少ないのではないかというような見方もできるのですけれども、

行事が土日に集中しているということを考えますと、金曜日、月曜日の業

務というのは、利用者は月曜日ちょっと少ないのですけれども、指導員の

業務としては非常に多いということも考慮して、水曜日を追加する曜日

として判断したという内容でございます。 

○程野教育長 補足ございましたが、よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 では、そのような形で進めさせていただきたいと思います。 

   別件でございますか。 

   なければ、今後の日程について説明願います。 

○事務局 今後の日程について御説明いたします。 

  3 月の教育委員会議ですけれども、3 月 13 日金曜日に臨時会議を行わ

せていただきたいと思っております。定例といたしましては、25 日水曜

日に行わせていただきたいと思います。 

   その他でございますけれども、3月 13日は中学校の卒業式、3月 24日

が小学校の卒業式となっておりまして、別途資料をお渡ししたとおり、担

当学校を割り振りさせていただいております。3 月 25 日に令和元年度の

退職、転任、校長、教頭の慰労激励会を予定しておりますけれども、開催

につきましては、現在検討中ということでお知らせいたします。 

   以上でございます。 
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○程野教育長 こちらについてよろしいでしょうか。 

   それでは、以上で第 16 回教育委員会会議を終了させていただきます。 

 

 

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 


