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会 議 録 

 

令和４年３月 25 日第 20 回芽室町教育委員会会議を芽室町役場２階会議室７

で開催した。 

 

○開会時間   １４時３０分 

 

○閉会時間   １４時５３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 

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３８号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第５ 報告第３９号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第６ 報告第４０号 就学指定校変更認定の件（非公開） 

日程第７ 議案第６４号 芽室町教育委員会事務局管理職員任免の件 

日程第８ 議案第６５号 芽室町学校医委嘱の件 

日程第９ 議案第６６号 芽室町学校歯科医委嘱の件 

日程第 10 議案第６７号 芽室町学校薬剤師委嘱の件 

日程第 11 議案第６８号 芽室町文化財保護審議会委員委嘱の件 

日程第 12 議案第６９号 芽室町スポーツ推進委員委嘱の件 

日程第 13 議案第７０号 第 12地区教科書採択教育委員会協議会委員代理人 

指定の件（非公開） 

日程第 14 議案第７１号 押印等見直しに伴う関係規則の整理に関する規則制 

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、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 20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、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」についてでありますが、質疑等は

ございますか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○程野教育長 ないということで、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」につきまして。 

 まず、私から 1点。先ほども話題になっていましたが、町内の中学校は

3月 15日、小学校は 24日に卒業式を挙行することができました。 

 コロナ禍でフルスペックという形にはならなかった学校も多いですけ

ども、予定どおり挙行できてよかったと考えております。 

 各課からお願いします。 
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 教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 教育推進課所管事業になります。 

 2月下旬につきましては、24日にオンライン子どもトークを実施し、2

月 25 日は広尾町と芽室町 35 周年事業の一つといたしまして、芽室町の

食材を利用した給食交流を実施しております。 

 3 月につきましては、協議会、3 月定例会月でございましたので、3 月

2 日に初日を迎え、8 日から 11 日に来年度予算の予算特別委員会を御審

議いただき、3 月 16 日には一般質問、教育委員会は一つございました。

3月 23日に最終日を迎えております。 

 以上です。 

○程野教育長 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 生涯学習課所管事業です。 

 同じページの下段で、3月 22日に社会教育委員会、3月 23日には柏樹

学園の修了ということで今年度の事業を終えております。 

 地域学校共同関係について、3ページの一番下、昨日になりますけども、

めむろ郷育・夢育応援団本部会議、地域学校共同活動の本部会です。 

 今日、お手元に配布させていただいておりますけれども、学校支援ボラ

ンティアの活動事例ということで、これまで取り組んできた活動の一部

をここにお示しをして、こういったものをいろいろな媒体を使って皆さ

んにＰＲさせていただき、ボランティアの募集などを兼ねて、広く周知を

していきたいというふうに思っておりま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 以上、教育長の報告といたします。 

 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、

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 38 号芽室町奨学金貸付の件」、日程第 5「報告第 39

号区域外就学認定の件」、日程第 6「報告第 40 号就学指定校変更認定の

件」、日程第 13「議案第 70 号第 12 地区教科書採択教育委員会協議会委

員代理人指定の件」については、芽室町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、よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 それでは、以上、4件を非公開といたします。 

 

◎日程第 4「報告第 38号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 4「報告第 38 号芽室町奨学金貸付の件（非公開）」、



5 

 

説明願います。 

以下、非公開 

  

◎日程第 5「報告第 39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 39 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 40号就学指定校変更認定の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 6「報告第 40号就学指定校変更認定の件（非公開）」、

説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「議案第 64号芽室町教育委員会事務局管理職員任免の件」 

○程野教育長 日程第 7号「議案第 64号芽室町教育委員会事務局管理職員任

免の件」、説明願います。 

 教育推進課長 

○有澤教育推進課長 13ページになります。日程第 7「議案第 64号芽室町教

育委員会事務局管理職員任免の件」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 条の規定に基づき、芽室町教育委

員会事務局管理職員の任命を行うものであります。 

 次の 14ページ及び 15ページを併せて御覧願います。 

 まず、生涯学習課スポーツ振興係長、村上大助及び 15ページの教育推

進課教育総務係、安倍和義の両名を芽室町に出向を命ずるものとし、後任

とし、それぞれ生涯学習課スポーツ振興係長に、梅森祐之、教育推進課教

育総務係に、金沢貴樹を命ずるものであります。 

 16 ページ、最初に、教育推進課教育総務係に、新規採用職員の市原拓

翔を、教育推進課給食係に、新規採用職員の中島実奈美を、教育推進課教

育推進係に、任期講師の臨時職員としまして、茂庭律子を命ずるものであ

ります。 

 以上で、報告を終わります。 

○程野教育長 説明ございましたが、質疑等ございますか。 

（「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、議案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 8「議案第 65号芽室町学校医委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 8「議案第 65 号芽室町学校医委嘱の件」、説明願いま
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す。 

 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 65号芽室町学

校医委嘱の件」について、御説明いたします。 

 令和 4 年 3 月 31 日付任期満了に伴い、学校保健安全法第 23 条の規定

に基づき、学校医を委嘱しようとするものであります。 

 19 ページを御覧願います。学校医の委嘱につきましては、これまで同

様、公立芽室病院の先生の委嘱を予定しております。 

 委嘱に当たりましては、公立芽室病院と協議をしており、記載の木田和

宏先生ほか 6 名の方に委嘱しようするものであります。委嘱期間につき

ましては、令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの 1年間となり

ます。 

 以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 本件、7名の先生方に学校医を委嘱するということでございま

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 原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 9「議案第 66号芽室町学校歯科医委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 9「議案第 66 号芽室町学校歯科医委嘱の件」、説明願

います。 

教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 21ページになります。日程第 9「議案第 66号芽室町学

校歯科医委嘱の件」について、御説明いたします。 

 令和 4 年 3 月 31 日付任期満了に伴い、学校保健安全法第 23 条の規定

に基づき、学校歯科医を委嘱しようとするものであります。 

 22 ページを御覧願います。学校歯科医の委嘱につきましては、記載の

家内典夫先生ほか 6 名の方に委嘱しようとするものであります。委嘱期

間につきましては、令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの 1年

間になります。 

 以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 本件について、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、本件について原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 10「議案第 67号芽室町学校薬剤師委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 10「議案第 67号芽室町学校薬剤師委嘱の件」、説明願
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います。 

 教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 23 ページ、日程第 10「議案第 67 号芽室町学校薬剤師

委嘱の件」について、御説明いたします。 

 令和 4 年 3 月 31 日付任期満了に伴い、学校保健安全法第 23 条の規定

に基づき、学校薬剤師を委嘱しようとするものであります。 

 24 ページを御覧願います。委嘱予定者名簿のとおり、曽根義継さんを

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの 1年間委嘱をしようとす

るものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○程野教育長 本件について、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、原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 11「議案第 68号芽室町文化財保護審議会委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 11「議案第 68 号芽室町文化財保護審議会委員委嘱の

件」、説明願います。 

 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 日程第 11「議案第 68号芽室町文化財保護審議会委員委

嘱の件」について、御説明いたします。 

 令和 4 年 3 月 31 日付で任期満了に伴い、芽室町文化財保護条例第 18

条及び第 19条に基づき、委員を委嘱しようとするものであります。 

 26ページを御覧ください。 

 委員名簿に記載のとおり、再任を 3名、2名の新任の計 5名を令和 4年

4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの 2 年間を任期として委嘱しようと

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 本件について、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、原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 12「議案第 69号芽室町スポーツ推進委員委嘱の件」 

○程野教育長 日程第 12「議案第 69号芽室町スポーツ推進委員委嘱の件」、

説明願います。 

 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 日程第 12「議案第 69号芽室町スポーツ推進委員委嘱の

件」について、説明いたします。 
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 令和 4年 3月 31日付で任期満了に伴い、スポーツ推進委員に関する規

則第 3条及び第 4条に基づき、委員を委嘱しようとするものであります。 

 33ページの委員名簿のとおり、再任を 7名、新任を 3名の計 10名につ

いて、委嘱期間を令和 4年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までの 2年間

として委嘱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 本件について、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、原案どおり可決いたします。 

 

◎日程第 13「議案第 70 号第 12 地区教科書採択教育委員会協議会委員代理人指

定の件（非公開）」 

○程野教育長 日程第 13「議案第 70 号第 12 地区教科書採択教育委員会協議

会委員代理人指定の件（非公開）」、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 14「議案第 71号押印等見直しに伴う関係規則の整理に関する規則制定

の件」 

○程野教育長 日程第 14「議案第 71号押印等見直しに伴う関係規則の整理に

関する規則制定の件」、説明願います。 

 教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 41 ページになります。日程第 14「議案第 71 号押印等

見直しに伴う関係規則の整理に関する規則制定の件」について、御説明い

たします。押印等見直しに伴う関係規則の整理に関する規則を制定しよ

うとするものであります。 

 46 ページにお進み願います。説明欄に記載のとおり、今回の規則制定

は、デジタル申請の事前準備対応としまして、国や各省庁により進められ

ている法令に基づく申請書等の行政手続書類の押印省略に連動しまし

て、本町においても行政手続における町民の負担軽減及び利便性向上を

目的として押印等の見直しを行うことに伴い、関係規則を整理しようと

するものであります。 

 それでは、押印を省略する制度について、新旧対照表のほうで御説明い

たしますので、47ページをお開きください。 

 まず、一つ目が芽室町立学校における学校運営協議会の設置等に関す

る規則中、学校運営協議会申請書対照表の左側になりますが、小さくなっ

ておりますけれども、これが一つ目です。 

 次のページに進んでいただきまして、二つ目が私立学校法人助成条例
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施行規則中の補助金交付申請書。 

 次のページに進んでいただきまして、三つ目が同規則中の実績報告書

になります。 

 次のページに進んでいただきまして、最後、四つ目が芽室町私立高等学

校生徒授業料補助規則中の補助金交付申請書。 

 以上、四つの申請書等において、押印の省略をするものであります。 

 なお、本規則は令和 4年 4月 1日から執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 本件について、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、本件について原案どおり可決いたします。 

 

 今後の日程について説明ください。 

○金須総務係長 今後の日程についてお知らせいたします。 

 4月の教育委員会会議は 4月 25日、月曜日、16時から役場地下の第 5、

第 6会議室で開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 その他になります。 

 3月 25日、今日、この後 16時から転任、退職、校長、教頭慰労激励会

をこちらの場所で開催させていただきますので、この後、会場の設営をし

直しましたら、改めて 16時までにお集まりくださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

 4月 4日、13時 30分から芽室町立小中学校教職員辞令伝達式を中央公

民館で行いますので、御出席していただきたいと思います。 

 4月 8日金曜日各小中学校の入学式となっております。上美生小学校だ

け、入学式が 4月 11日月曜日となってございます。こちらについては事

前に通知させていただいたとおり、来賓についてはありませんので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○程野教育長 以上で、第 20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     福 井 栄 子 

 


