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芽室町教育委員会 



会 議 録 

 

令和３年６月２４日第５回芽室町教育委員会会議を芽室町役場２階第７会議

室で開催した。 

 

○開会時間   １５時３０分 

 

○閉会時間   １５時５５分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                福 井 栄 子 

委員                鳥 本 和 宏 

委員                松 久 大 樹 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席職員   教育長               程 野   仁 

教育推進課長            有 澤 勝 昭 

生涯学習課長            日 下 勝 祐 

教育推進課教育総務係長       金 須 智 秋 

教育推進課教育推進係長       橋 本   岳 



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 ８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 ９号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 報告第１０号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第７ 議案第１４号 芽室町不登校支援システム構築協議会設置規則制定

の件 

日程第８ 議案第１５号 芽室町不登校支援システム構築協議会委員委嘱の件 

日程第９ 議案第１６号 教育財産の所管換の件 

追加日程第1     議案第１７号 財産取得（芽室町小学校４校ネットワーク機器等購

入）の件 

 

◎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、教育長及び在任

委員の過半数が出席していますので、本日の委員会は成立いたしました。 

   これより、第 5回教育委員会会議を開会いたします。 

   「会議録の署名委員の指名」について、本会議の会議録署名委員は、鳥

本和宏委員とします。 

 

◎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、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 それでは、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」でありますが、まず私から 1点、先

日の 21日臨時市町村教育委員会教育長会議がございまして、北海道が緊

急事態宣言からまん延防止等重点措置に移行したことを受けて、今後の

各小中学校の教育活動の展開に関する留意事項及び部活動の再開につい

て、協議、確認したところであります。 

 担当課からお願いします。 

   有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 まず 6月 16日、一般質問がございました。15日にお話

しました生理の貧困に対する本町での取組をお話していただいておりま

す。 



   続きまして、6 月 21 日月曜日、通学路安全推進会議というものを開催

しております。この推進会議は、例えば役場庁舎内でいいますと、交通安

全と道路の維持管理化、それと町外で申し上げますと北海道の道道を管

理する専門の方たちに来ていただき、通学路の危険箇所について学校の

ほうから報告いただき、そこの改善策等について考えていくということ

で初めて開催しまして、今後継続的に活動していこう会議の第 1 回目を

開いております。 

   以上です。 

○程野教育長 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 生涯学習課です。 

   前回の会議以降、6 月 1 日から 20 日まで緊急事態が延長されたことに

伴いまして、この間、社会教育施設についても閉鎖をいたしました。 

   次のページを御覧ください。 

   社会教育施設のうち図書館についてでありますが、6 月 7 日から 20 日

まで、昨年も同じように緊急事態宣言期間中に本の宅配サービスをさせ

ていただきましたが、今回もこの 7 日から 20 日まで延べで 12 日間、成

果としては利用者は 49人、貸出しの本は 335冊でありましたので、一日

平均 4.8人となり一人平均 6.8冊、前回は延べ日数が 25日ということで

倍くらいあったのですけれども、ほぼ利用者数、平均貸出数は同じくらい

の数字ということです。 

   以上であります。 

○程野教育長 以上、報告といたします。 

   本日の会議は、2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決定をお願いします。 

   日程第 5「報告第 9号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」、それから日

程第 6「報告第 10 号区域外就学認定の件（非公開）」については、芽室

町教育委員会会議規則第 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すか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、この 2件、非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 8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 8号就学困難な児童生徒に係る就学援助認定

の件」、報告願います。 

 有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 1ページになります。 



    日程第 4「報告第 8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。 

   2ページを御覧ください。 

 令和 3年度就学援助認定総括表であります。 

 令和 3年 6月申請者数は 4世帯でともに認定となっております。 

 3ページにお進みいただき、6月 8日現在での申請世帯は 148世帯、認

定世帯が 132 世帯で内訳は要保護世帯が 1 世帯、準要保護世帯が 131 世

帯となっております。なお、不認定世帯は 16世帯となっております。 

 ページ中段以下は各小中学校別の認定者数、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 104名、中学校では 88名、合わせて 192

名となっており、認定率は 11.5％となっております。 

 以上で報告終わります。 

○程野教育長 1件報告ございましたが、質疑等ございますか。よろしいです

か。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について報告のとおり承認をいたします。 

 

◎日程第 5「報告第 9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 9号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」、報

告願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「報告第 10号区域外就学認定の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 6「報告第 10 号区域外就学認定の件（非公開）」、報

告願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 14 号芽室町不登校支援システム構築協議会設置規則制定の

件」 

○程野教育長 日程第 7号「議案第 14号芽室町不登校支援システム構築協議

会設置規則制定の件」、説明願います。 

   有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 16ページになります。 

    日程第 7「議案第 14 号芽室町不登校支援システム構築協議会設置規則



制定の件」についてであります。 

    芽室町不登校支援システム構築協議会設置規則を制定しようとするも

のであります。 

    17ページになります。 

   設置規則の規定条項について御説明いたします。 

   まず第 1条、設置の条項では、登校困難を抱える児童生徒のため、町

内の学校が組織的に対応し、必要に応じて保健・医療・福祉あるいは関

係機関と連携し、複合的かつ総合的に支援を実施する施策を構築するた

め、協議会を設置することを決定しております。 

   協議会の中で、まずは不登校児童の増加の背景、また、今までに伴う

組織的な取組の指針がなかったこと、そして今回予防初期対応、中期対

応と幅広い視点での共通理解を含めたシステムをつくることを御説明さ

せていただきました。その趣旨に基づき、今回それを設置いたします。 

   続きまして、第 2条としましては協議会の役割。第 3条、組織として

委員数、これは 23人以内、それと委員構成。第 4条で任期。第 5条で

会長及び副会長の選任。第 6条で会議。第 7条では庶務について規定を

しております。 

   附則といたしまして、本規則は令和 3 年 7 月 1 日から施行するもので

あります。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 前回の協議会を踏まえての設置規則でございますが、全体通

して質疑はございますか。 

   松久委員、いかがですか。 

○松久委員 前回のときに気づかなかったのですけれども、任期がこの中に

書き込まれているのですが、これは来年 3 月末までで終わると言ったら

変ですけれども、この協議会自体の役割はこの 3 月いっぱいで終了する

予定で設置しているという理解で良かったですか。 

○程野教育長 有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 1年でしっかりとシステムをまずは構築する、そのた

めに 23名の方がにお集まりいただきます。有識者の方も 4名入ってい

ただきます。 

○程野教育長 よろしいですか。 

   規則設置に向けてということであります。 

   そのほかいかがです。 

   西村代理、いかがですか。 

○西村教育長職務代理者 とりあえずこれは設置についてなわけですから、

これでよろしいと。 



○程野教育長 よろしいですか。 

（「はい」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、議案どおり可決いた

します。 

 

◎日程第 8「議案第 15号芽室町不登校支援システム構築協議会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 8号「議案第 15号芽室町不登校支援システム構築協議

会委員委嘱の件」、説明願います。 

   有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 18ページになります。 

    日程第 8「議案第 15 号芽室町不登校支援システム構築協議会委員委嘱

の件」についてであります。 

    芽室町不登校支援システム構築協議会委員設置規則第 3 条の規定に基

づき、委員を委嘱しようとするものであります。 

    19ページのほうに、今回委嘱させていただく委員の方、23名の名簿

になります。任期は 7月 1日から本年度末までといたしまして、まず芽

室中学校のアンザイ教頭から上美生中学校のカイフ先生までの 16名、

ここまでが学校の先生枠でございます。その下 4名の方は、有識者枠と

いうことで各種ＮＰＯ等で御活躍いただいている方に、今回様々な方  

から御意見をいただきたいということで、4名の方に加わっていただい

ております。北海道教育部局から配置いただいていますスクールカウン

セラー、それと芽室町子育て支援課のほうの地域コーディネーター、そ

れと発達支援心理相談員、以上の 23名で委員を構成するものでありま

す。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 23名の委員の委嘱の件について説明ございました。 

   質疑はございますか。 

   西村代理。 

○西村教育長職務代理者 ちょっと単純にこの先生方とお会いしたときに、

学校ごとに来ると、芽室中学校校区の教師が 12名、あとは西、上美生そ

れぞれが 1名ずつです。これ何か根拠があるのですか。 

○程野教育長 有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 ちょっと説明が不足して申し訳ございません。 

    まず、前回ちょっとお話させていただいたときに、中 1 ギャップのお

話をさせていただきました。それと芽室中学校に 1 人先生に加配をいた

だいております。というのは、芽室中学校区においてモデルとしてその取

組をやると、その波及として上美生、あるいは西校区というふうに波及し



ていくと考えて、今、芽室中学校区において、少し手厚く先生たちを動員

して実証試験等をやっていくという考えを持っておりますので、芽室中

学校、芽室小学校、芽室南小学校のほうは先生を各校 3名ずつ、それと教

頭先生というのが構成の理由になります。 

○程野教育長 よろしいですか。 

   ほか質疑ございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 なければ、本件について議案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 9「議案第 16号教育財産の所管換の件」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 16 号教育財産の所管換の件」、説明願いま

す。 

 有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 20ページになります。 

    日程第 9「議案第 16号教育財産の所管換の件」についてであります。 

    21ページを御覧ください。 

    今回の所管替えでございますが、ページ下段の表にあります芽室町西 5

条 6 丁目 1 番 7 の雑種地 1,298 平米の土地になります。この土地は過去

に芽室西小学校の演習畑として使用していたものですが、今後この使途

での利用見込みがないことから、財産の所管課であります環境土木課に

所管替えするものであります。 

    23 ページの航空写真になりますけれども、地図に丸印の箇所が過去に

は学校の演習畑という表現になっておりましたが、そのように使われて

いたようであります。今後、使用目的がないことから、普通に財産として  

戻すという考えであります。 

    以上です。 

○程野教育長 本件について質疑はありますか。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、本件について議案とおりに可決をいたします。 

 

◎追加日程第 1「議案第 17 号財産取得（芽室町小学校 4 校ネットワーク機器等

購入）の件」 

○程野教育長 それでは、追加日程第 1「議案第 17 号財産取得（芽室町小学

校 4校ネットワーク機器等購入）の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 追加資料の１ページ目になります。 

    追加日程第 1「議案第 17 号財産取得（芽室町小学校 4 校ネットワーク



機器等購入）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 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、

教育財産の取得を町長に申出ようとするものであります。 

    ページをめくっていただいて、3ページになります。 

    財産取得の内容になります。 

    今回の小学校 4 校のネットワーク等の購入につきましては、前年度ま

では中学校のほうで計画的に行ってきました。今回はその計画的更新の

中の小学校の分野になります。 

    まず、取得の方法になりますが、これは 1社随契約になっております。 

    取得の価格は、1,050万 5,000円。落札率は 98.55％。 

    契約の相手方、5の納期、記載のとおりでありまして、6の規格にあり

ますとおり、今回は町内小学校の先生の教員講義室、教員室、それと廊下、

今回新たに体育館にもアクセスポイントを設置する、併せて校内用のル

ーターを各 1 台ずつ設置。あと簡易的なソフトを、今年更新になります

が、購入するといったネットワーク環境機器の購入となります。 

    昨年度ＧＩＧＡスクールで教室にアクセスポイントを設置したと、そ

れとは全く別の今までの学校に合ったネットワーク環境の更新となりま

す。 

 以上です。 

○程野教育長 本件について質疑はございますか。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、これについて異議なしと認め、原案どおり可決いた

します。 

 今後の日程、説明願います。 

○事務局 今後の日程についてお知らせいたします。 

   次回の教育委員会会議は、7月 28日水曜日 16時から本日と同じ第 7会

議室で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○程野教育長 それでは、以上をもちまして第 5 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  教育委員  鳥 本 和 宏 

 


