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会 議 録 

 

令和３年８月２４日第８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   １６時００分 

 

○閉会時間   １６時４７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 弘 

        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 

教育推進課課長補佐         清 末 有 二 

生涯学習課図書館長         藤 澤 英 樹 

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 
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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１４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１５号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 報告第１６号 留守番電話対応機器導入の件 

日程第７ 議案第１９号 令和４年度使用小学校用教科用図書採択の件 

日程第８ 議案第２０号 令和４年度使用中学校用教科用図書採択の件 

日程第９ 議案第２１号 令和４年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第

９条に規定する教科用図書採択の件 

日程第 10  議案第２２号 令和３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 11 議案第２３号 財産取得（図書館情報システム）の議案に対する意

見申し出の件（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、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 8回教育委員会会議を開会いたします。 

   「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、御異議等ございま

せんか。 

（「なし」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」であります。 

   まず、私から 1 点。先日 17日より、町内 7校の 2学期が始まりました。

しかしながら、御承知のとおり、明日 25日にも道内に 3回目の緊急事態

宣言が発令されることが決定される見込みとなったことから、各学校で

は緊急事態宣言中の行事等の延期等の見直しを進めていく予定になって

いるところでございます。 

各課からお願いします。 

   有澤教育推進課長。 
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○有澤教育推進課長 教育推進課所管事業の主なものでございます。 

   8月 5日、芽室中学校からソフトテニス、陸上部の全国出場報告。 

その後、8 月 11 日には吹奏楽部の全道大会出場報告があり、それぞれ

代表生徒より教育長へ大会参加に向けた決意表明がありました。 

また、8月 19日、20日には、令和 3年度の公立学校職員永年勤続者表

彰を行いました。今年は西小学校で 2 名、芽室小学校で 1 名、上美生小

学校で 1名、合計 4名の表彰状を授与しております。 

   以上で、学校教育推進課所管事業の報告を終わります。 

○程野教育長 日下生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 生涯学習課の所管事業についてですが、8月 6日、それ

から 8 月 10 日、そして裏面にいきまして 8 月の 22 日と 3 日間にわたり

まして、今年度の新規事業であります芽室ジモト大学事業を実施してお

ります。高校生 7 名の参加で、シンポジウムのほか、それぞれホームペ

ージ作りというような取組を現在行っているところであります。 

1 ページに戻っていただきまして、一番下、8 月 13 日には、東京オリ

ンピックに出場した永原選手の帰町報告会とバトミントンクリニックを

行っております。  

裏面、8 月 14 日には第 72 回芽室町成人式を開催し、成人式は対象者

214 名に対して出席者 92 名、42.9％の出席率ということで実施をいたし

ました。 

   以上であります。 

○程野教育長 以上、教育長の報告といたします。 

   この後の会議について 3 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 15 号芽室町奨学金貸付の件（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 日程第 10「議案第 22号令和 3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 11「議案第 23号

財産取得（図書館情報システム）の議案に対する意見申し出の件（非公

開）」については、芽室町教育委員会会議規則第 12 条第 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すか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 以上 3件、非公開といたします。 
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◎日程第 4「報告第 14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、日程第 4「報告第 14 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 14 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 8 月申請数 2 世

帯で、いずれも認定となっております。 

    3ページの、8月 6日現在での申請世帯は 153世帯、認定世帯が 137世

帯で、内訳は要保護世帯が 1 世帯、準要保護世帯が 136 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、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 109名、中学校で 90名、合わせて 199

名となっており、認定率は 11.9％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 14号について報告がありましたが、質疑等ございます

か。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 では、報告のとおり承認をいたします。 

 

◎日程第 5「報告第 15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 15 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「議案第 16号留守番電話対応機器導入の件」 

○程野教育長 日程第 6 号「報告第 16 号留守番電話対応機器導入の件」、報

告願います。 

   有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 12 ページになります。日程第 6「報告第 16号留守番電

話対応機器導入の件」について、報告いたします。 

    13ページを御覧ください。 
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まず、導入の目的でありますが、本町においても教職員の長時間労働

が問題となる中で、本年 4 月に「第 2 期の芽室町立学校における働き方

推進プラン」を策定し、時間を意識した勤務と時間外勤務の圧縮に向け

た取組を進めており、今回その一つとして、緊急の必要性がある場合を

除き、職員が保護者や外部からの問合せ等への対応を理由に時間外勤務

をすることのないよう、留守番電話を設置するものであります。 

導入対象は、全小中学校、小中学校です。導入開始は、留守番機能設

定、あるいは保護者への周知期間を考慮いたしまして、10 月 1 日を予定

しております。留守番電話の設定時間ですが、平日の 17 時 30 分から翌

朝の 7時 30分までとなり、オートメッセージは記載のとおりです。 

最後に、6番目の運用になりますが、留守番電話対応時間内は、オート

メッセージ対応のみで録音はしません。ただし、事件、事故の緊急時や

コロナ等で命に関する重大事態の対応として教育委員会の電話を周知す

ることで考えてございます。 

14 ページのほうになりますが、これは保護者の方に発送する通知文に

なります。 

   以上で説明を終わります。 

○程野教育長 学校の留守番電話についての報告でありますが、質疑等ござ

いますか。 

  西村代理。 

○西村教育長職務代理者 この件に関してはいいと思いますけれども、これ

は学校が電話を受けないときは教育委員会で対応するという、これ電話

番号を見たら、ここは事務所ですよね。事務所ということは誰かいると

いうことで捉えるのだけれども、その辺は誰が対応するということにな

るのですか。 

○有澤教育推進課長 役場も 5 時半過ぎたら守衛さんにつながります。まず

は、守衛さんに受けていただいて、マニュアルを作る必要があると思う

のですけれども、課長あるいは係長の携帯、あるいは職員が 5 時以降の

もいるのであれば、事務所のほうにつないでいただくという流れをつく

るということになります。我々職員も一般町民の方から緊急な電話が

あったときに、守衛さんを通して課長あるいは係長に電話があります。

それを今回同じ流れで学校についても対応していくことになります。受

けた電話は結局は教頭先生か校長先生にお電話して、個別に対応してい

ただくことになります。ただしそこは、あくまでも緊急時対応というこ

とで考えております。 

○程野教育長 もともと役場も退勤時間 17 時 30 分過ぎたら、それぞれの部

署ではなくて、守衛さんのところにつながるようになっています。そこ
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から、教育委員会とか、ほかの課に回すようになっているので、そのよ

うな形で、委員会の事務所に誰もいなければ、今言ったように課長もし

くは係長の携帯に守衛さんからつなげてもらうというような形で進めて

いきたいということであります。 

○西村教育長職務代理者 内容としては理解したのですけれども、緊急事態

となると、何回かステップを踏んでいくと、対応するまでに時間がかか

るのが心配されるのですが。その辺、これはまだ運用されていませんが、

結構しっかり周知するような形でやっていかないと、混乱を起こすのか

なと思います。 

○程野教育長 周知というか、保護者については、役場の電話番号、教育委

員会の番号にかければ守衛のところに時間外はかかりますので、そこか

ら、守衛さんから速やかに課長なり係長に連絡してもらえるようにすれ

ば、そんなにタイム的にロスはないと思います。そこから学校に連絡す

ればいいので、その後の対応、最終的には学校からという形になってい

くとは思うのですけれども。いずれにしても、そんな流れは守衛さんと

の共通認識も必要ですし、依頼の仕方もしっかりとしていかなければい

けないなと思っています。 

   何かありますか。有澤教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 要は我々が一つかんじゃうことで時間のロスというこ

とだと思うので、例えば校長と教頭が許されるのであれば、というのも

今ちょっと考えました。要は、我々がとか絡むことでスピード感が遅く

なるということですよね。守衛さんが学校長の携帯を知っちゃうことが

どうなのかなって、ちょっとそこは心配がありますね。 

○西村教育長職務代理者 多分、学校の校長、教頭とはこういう形でやると

いうことは当然通知してあるし、実際こういう運用をするということは

もう分かってますよね。例えば、学校の先生方のほうからこのことにつ

いて意見は何かありますか。 

○有澤教育推進課長 今回、ここまで作り上げるのに、まず事務方から教頭

先生に情報いろいろ聞いて、最終的には三役校長会、今日も校長会で最

終決定しているのですけれども、その段階では、特に現場のほうからは、

このあたりどうするのかというのはなかったのですね。一番皆さん気に

していたのが、留守番電話機能ですぱんと切っちゃって、にっちもさっ

ちも保護者の方が電話できないというときに、それは困るねというのが

あったものですから、何かあったときにはここかけなさいということは

周知してないのですけれども、今回我々としては、委員会、守衛さんを

通して我々が受けて校長先生につなげると、そこが何か、こういうふう

にしっかりと時間をずばっと切って対応できるねというふうに学校現場、
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校長先生、管理職の方は言っていただけましたね。そこが一番の不安で

した。すぱんと電話切ることで、全く保護者からの情報源が途絶えちゃ

うのはこわいと。働き方改革は大事ですけれども、そこで今回は我々、

教育委員会の対応となっているというところでした。 

○程野教育長 福井委員。 

○福井委員 今まで緊急のときというのは、保護者はまずどこに連絡をして

いたのでしょうか。 

○有澤教育推進課長 中学校の場合、部活の先生の携帯を知っていたり、あ

るいは担任の先生の携帯も知っているような話なのですね。小学校は、

公の周知はしていないと言ってましたが、ただ基本的に夜 11時に学校に

電話かかってくるとかは多分いないです。恐らく、何だかんだ担任の先

生の電話番号、父兄は知っていたのかなというふうに思いますね。私的

な電話を保護者が知っていること自体がどうなのかという話がありまし

たので、これを機に、あまり私的な電話ではなく公のラインを通じて保

護者の方も緊急時も教員に情報が届く、それをちょっと理解してもらお

うというのが、我々の今回のプロジェクトです。 

○程野教育長 今までは、明日でもいいものが時間外に来たり、土日もへっ

ちゃらで来たりというのがあったので、その辺の教員の負担を軽減しよ

うというのが本義ということと、課長が説明したとおり、すぱんと切る

のではなくて、委員会としてその分、セーフティネットを活用というこ

とでこういうような配慮をしているということであります。ただし書が

ありますけれども、本当に緊急事態、非常時の場合ということなので、

そうそうはないのではないかというふうには想定されるのですけれども、

あった場合には今言ったような形で、対応していくということです。特

に、芽小に聞くと、まちこみメールがあるので、連絡網はもう作ってな

いですね。昔は電話番号で連絡網を作っていたのですけれども、今は作っ

てない学校が多く、個人情報の関係で、相当前から作っていない学校も

もともと多いのですね。その流れも鑑みて、こういうふうになりますが

守衛、それから課長、係長の電話を通して、何かあった場合には対応す

るという形でいくことを学校サイドにも理解していただいています。こ

の後話が何かあった場合は、そこでまた柔軟に検討していくということ

も含めて、取りあえずやってみたいなというところであります。 

   そのほか何かありますか。 

   松久委員。 

○松久委員 留守番電話というタイトルですが、先ほどの説明を聞いたら、

録音はしないという、ちょっと意外なイメージを私として受けました。

この保護者への通知も、留守番電話を設置しますよと言っているのです
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けれども、どちらかというと対応時間をこの時間に区切りますよという

ことが多分メインな話だと思います。あまり留守番電話、留守番電話と

いう言葉を全面に出すと、じゃあメッセージを残しておけばいいのねと

思われる方が結構いるのではないかなと思いまして、基本、電話をする

時間をこの時間内にしてください、緊急の場合は教育委員会のほうでつ

なぎますというところを強調したほうが、誤解が少ないのではないかと

いうふうに思います。 

○程野教育長 そのほうがいいですね。 

○有澤教育推進課長 厳密に言ったら、留守番電話はおしゃべりくださいと

いう合図がありますので、対応時間についてですね。 

○程野教育長 ちょっと参考にさせていただきます。 

○有澤教育推進課長 ありがとうございます。 

○程野教育長 そのほかでございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 今いただいた意見等踏まえて、この事業、施策を進めていく

ということでいきたいと思います。 

 

◎日程第 7「議案第 19号令和 4年度使用小学校用教科用図書採択の件」 

○程野教育長 日程第 7「議案第 19 号令和 4 年度使用小学校用教科用図書採

択の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 15ページになります。日程第 7「議案第 19号令和 4年

度使用小学校用教科用図書採択の件」について御説明いたします。 

    義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条及び第14

条の規定に基づき、令和 4 年度使用の小学校用教科用図書を採択しよう

とするものであります。 

 初めに 20ページをお開きください。 

 20 ページになりますが、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関

する法律抜粋になります。この法律の第 13条、下段になりますが、第 13

条で教科用図書の採択の条項におきましては、教科用図書の採択は種目、

教科ごとに１種類の教科用図書について行うというと規定されておりま

す。 

また、21 ページの下段になりますが、第 14 条というのがございます。

21ページ下段、第 14条、同一教科用図書を採択する期間の条項で、政令

で定める期間、毎年度種目ごとに同一の教科用図書を採択するものと規

定されております。 

次に 22 ページ。22 ページのほうの施行令です。その中の第 14 条、採
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択の時期の条項になりますが、ここでは使用する教科用図書の採択は、

当該教科用図書を使用する年度の前年度、来年度使用するものであれば

今年度の 8月 31日までに行わなければならないというふうに定めており

ます。 

また、15条では、先ほど法の第 14条の一定期間についての定めとしま

して、同一の教科書を採択する期間、4年と定められております。これら

を含めて 23ページのほうで、本町の学校管理規則とありますが、法律の

施行を踏まえて第 41条の教科書の採択の条項で、学校で使用する教科書

は、第 12 地区教科書採択教育委員会協議会、これは帯広市を除く 18 町

村で構成する協議会でございますが、そこでその協議会が決定をして、

最終的には教育委員会、ここでは委員会になってますが、これは芽室町

教育委員会で採択をするというふうな位置づけとなっております。 

このことを踏まえまして、16ページにお戻り願います。 

16 ページ、それでは令和 4 年度に使用する小学校用教科用図書の採択

になりますが、ただいま御説明させていただきました法の規定に基づき

まして、令和元年 8月 6日に開催された第 12地区教科書採択教育委員会

協議会で決定された表の 13種目の教科用図書を今回教育委員会の中で採

択しようとするものであります。 

なお、17 ページから 19 ページにかけましては、13 の種目ごとの協議

会における採択結果を掲載しておりますので、御参照を願います。よう

やく１年、今年度と同じものを来年度も使うということ、または毎年教

育委員会協議会の中で採択していかなければならないという種目でござ

いますので、御理解お願いします。 

○程野教育長 質疑等ございますか。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 では、異議なしと認め、原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 8「議案第 20号令和 4年度使用中学校用教科用図書採択の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 20 号令和 4 年度使用中学校用教科用図書採

択の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 24ページになります。 

24ページ、日程第 8「議案第 20号令和 4年度使用中学校用教科用図書

採択の件」について、御説明をさせていただきます。 

    義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条及び第14

条の規定に基づき、令和 4 年度使用の中学校用教科用図書を採択しよう

とするものでございます。 
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 25ページを御覧願います。 

 令和 4 年度に使用する中学校の教科用図書の採択についてでございま

す。この採択につきましても、先ほど説明しました小学校用採択同様、

条項等で定められたものに基づきまして採択していくものであります。 

 このたび中学校のものは、令和 2年 8月 6日、昨年ですね、第 12地区

の教科書採択教育委員協議会が事務局になって進めた協議会であります

が、そこで決定した教科書を令和 4 年度も中学校教科用図書として励奨

すると。種目は、表の 16種目、この種目を来年度も同様に採択しようと

するものであります。 

26から 30ページにつきましては、種目ごとに掲載しているものでござ

います。後ほど御参照のほうお願いいたします。 

○程野教育長 小学校と同じ採択の流れで、毎年度採択を確認していくとい

うことであります。 

質疑等ございますか。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、原案どおり可決をいたします。 

 

◎日程第 9「議案第 21 号令和 4 年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第 9

条に規定する教科用図書採択の件」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 21 号令和 4 年度使用教科用図書のうち学校

教育法附則第 9条に規定する教科用図書採択の件」、説明願います。 

 有澤教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 31ページになります。 

31ページ、日程第 9「議案第 21号令和 4年度使用教科用図書のうち学

校教育法附則第 9 条に規定する教科用図書採択の件」について、御説明

いたします。 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条及び第14

条の規定に基づき、令和 4 年度使用の小学校及び中学校用教科用図書の

うち、学校教育法附則第 9 条に規定する教科用図書を採択しようとする

ものであります。 

    33ページ下段の学校教育法の附則第 9条では、「特別支援学校並びに特

別支援学園においては、当分の間教科用図書以外の教科用図書を使用す

ることができる」と規定されております。特に特別支援学級については、

障害種あるいは障害区分等によって、それぞれ使う教科用図書は、教科

書以外に一般の図書なども使用しているという、これは子供たちの指導

などに使えるものというふうに定められておりまして、普通の教科書と

は違い、一般の図書というものを使うことができますとされております。 
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ここから 32 ページの四角の囲み枠になりますけれども、この附則第 9

条に規定する教科用図書は、令和 4 年度使用小中学部を置く特別支援学

校及び小中学校特別支援学級教科用図書（一般図書）採択参考資料とい

うのが、これは北海道教育委員会のほうで令和 3年 6 月に作成しており

ます。一般図書としてこんなのを使っていいよという参考の資料がござ

います。それが北海道が作った参考資料全ての図書を一応我々としては

いいですよというふうに認めさせていただいて、その中から実際に現場

で児童生徒の障害種に合ったものを使用する、そこは学校の先生たちに

決めていただくと。まずは、北海道が作った資料をここで認めていただ

くという趣旨になります。 

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。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、原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 10「議案第 22号令和 3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 22号令和 3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 

 

◎日程第 11「議案第 23号財産取得（図書館情報システム）の議案に対する意見

申し出の件（非公開）」 

以下非公開 

 

○程野教育長 今後の日程についてお願いします。 

○金須教育総務係長 次回教育委員会の予定についてお知らせいたします。 

   9月は、申し訳ありませんが２回開催させていただきたいと考えており

ます。 

9月 14日火曜日 16時から役場地下 1階第 5会議室にお集まりいただき

たいと思います。こちらにつきましては、9月の最終補正に上げたい議案

がありますので、臨時ということでお願いしたいと考えております。 

9月 28日火曜日 16時からは、今日と同じくこの第 7会議室で定例会を

行っていたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○程野教育長 それでは、以上をもちまして令和 3 年度第 8 回教育委員会会

議を終了いたします。 
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