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会 議 録 

 

令和４年１月２６日第１６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００分 

 

○閉会時間   １５時４７分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          鳥 本 和 宏 

委員                福 井 栄 子 

委員                松 久 大 樹 

        委員                土 井 槙 悟 

 

○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 

生涯学習課社会教育係長       村 島 志津佳 
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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３０号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第５ 報告第３１号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第６ 報告第３２号 令和４年度全国学力・学習状況調査への参加及び協

力についての件 

日程第７ 議案第４１号 芽室町立学校における教職員のハラスメント防止等

に関する指針の一部改正の件 

日程第８ 協議案第２号 令和４年度芽室町一般会計教育費予算（政策推進課

長ヒアリング結果）の件（非公開） 

 

◎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、本会議の会議録署名委員

は福井栄子委員とします。 

 

◎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、会議録のとおりで、

質疑等ございませんか。    

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、前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 2 点。

一つ目、芽室小学校の宿泊学習の件でありますが、先週、3クラスのうち

1クラスは、児童会館で 1泊 2日の日程予定どおりにできましたが、残り

の 2クラスは、今日、明日の日程で入っておりまして、まん延防止重点措

置の適用が北海道もなされたということを鑑みて、日帰りの日程に変更

したというところが 1点。 

もう一つは、先ほどちょっとお話ししましたが、芽室南小学校の学校関

係者 1名に陽性が出ましたので、この後、学級閉鎖、学校閉鎖等の対応を

行って、後ほどホームページ等で公開したいというふうに思っています。 

各課からお願いします。 



4 

 

教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 教育推進課所管の件について御説明いたします。 

まず 1月 18日、令和 4年度の教職員人事異動に係る十勝教育局との一

次協議が行われました。今後、2月下旬に二次協議が行われます。 

1 月 21 日に、全国・全道大会出場報告としまして、芽室中学校の吹奏

楽部、これは全道大会、それとスピードスケート、フィギュア、これは全

国大会になりますが、大会参加に向けて教育長への出場挨拶がありまし

た。 

以上です。 

○程野教育長 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 3ページになります。生涯学習課所管事業です。 

   1月 8日に書き初め大会を実施しております。1月 9日には成人式を開

催し、139人の出席をいただきました。対象者が 181人でございましたの

で、出席率は 76.8％でありました。一番下、26日には「めむろ柏樹学園」

の体験発表会が開催されております。 

   以上であります。 

○程野教育長 以上、報告のとおりといたします。 

この後、本会議は 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 4「報告第 30号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」、日程第 5「報

告第 31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 日程第 8「協議案第 2号令和 4年度芽室町一般会計教育費予算

（政策推進課長ヒアリング結果）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 それでは、以上 3件、非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 30号 芽室町奨学金貸付の件」（非公開） 

○程野教育長 それでは、日程第 4「報告第 30 号芽室町奨学金貸付の件（非

公開）」、説明願います。 

以下、非公開 



5 

 

◎日程第 5「報告第 31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 31 号区域外就学認定の件（非公開）」、説明

願います。 

以下、非公開 

     

◎日程第 6「報告第 32 号 令和 4 年度全国学力・学習状況調査への参加及び協

力についての件」 

○程野教育長 日程第 6「報告第 32 号令和 4 年度全国学力・学習状況調査へ

の参加及び協力についての件」、説明願います。 

    教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 10ページになります。日程第 6「報告第 32号令和 4年

度全国学力・学習状況調査への参加及び協力についての件」であります。 

13ページを御覧願います。 

    令和 4 年度の全国学力・学習状況調査につきましては、令和 4 年 4 月

19 日に予定されております。調査事項は、教科に関する調査として、国

語、算数・数学、それと、令和 4年度は 3年に一度程度実施される理科が

加わってきます。また、質問紙調査は、学習意欲や学習方法、学習環境な

どに関する調査でありますが、令和 4 年度は一部の学校で端末を活用し

たオンラインによる回答方式というものも試されるというふうに聞いて

おります。対象学年につきましては、小学校 6 年生と中学校 3 年生であ

ります。 

本調査に関しまして、例年同様に参加及び協力の照会が文部科学省、北

海道教育長から各教育委員会宛てにありましたので、参加、協力すること

で報告しましたことから、本日、報告をさせていただきます。 

○程野教育長 例年参加している全国学力・学習状況調査への参加というこ

とになります。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 例年どおり参加し、報告する形になってまいります。 

 

◎日程第 7「議案第 41 号 芽室町立学校における教職員のハラスメント防止等

に関する指針の一部改正の件」 

○程野教育長 日程第 7「議案第 41 号芽室町立学校における教職員のハラス

メント防止等に関する指針の一部改正の件」、説明願います。 

教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 16ページ、日程第 7「議案第 41号芽室町立学校におけ

る教職員のハラスメント防止等に関する指針の一部改正の件」について、

御説明いたします。 
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   今回の改正につきましては、北海道教育委員会が制定しております妊

娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関する指針の一部

が改正されたため、それに準じまして芽室町立学校における教職員のハ

ラスメント防止等に関する指針の一部を改正するものであります。 

   17ページを御覧願います。 

今回の改正箇所でありますが、第 2 の定義の 1、ハラスメント中の下、

（3）「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」の①「職員に対

する次に掲げる事由に関する言動については、当該職員の勤務環境が害

されることをいう」ということで、アとイとウが今までありましたが、新

たにエということで、不妊治療を受けることに対する環境、事業所におけ

る処遇に対して配慮するということが新たに加わったものでございます。 

附則としまして、この指針は決定の日からということで、令和 4年 1月

1日から適用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 本件については、不妊治療の件を追加したということであり

ますが、質疑はございますか。 

        （「ありません」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 8「協議案第 2号 令和 4年度芽室町一般会計教育費予算（政策推進課

長ヒアリング結果）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。 

○事務局 それでは、今後の日程です。 

2月の教育委員会会議は、臨時になりますけれども、2月 7日月曜日 16

時から、また、2月通常教育委員会会議が 2月 22日火曜日 16時。その他

に関しまして、２月 24日木曜日、中学校生徒会とのオンライン教育委員

会・子どもトークを 16 時からとなっています。また、3 月 5 日芽室町文

化賞スポーツ賞授賞式を中央公民館のほうで 9 時からを予定しておりま

す。 

以上です。 

○程野教育長 以上をもちまして、令和 3年度第 16回教育委員会会議を終了

いたします。 
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会議録署名  教育長      程 野   仁 

 

会議録署名  教育委員     福 井 栄 子 


