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会 議 録 

 

令和４年１２月２６日第１２回芽室町教育委員会会議を芽室町役場地下第

５・６会議室で開催した。 

 

○開会時間   １６時１３分 

 

○閉会時間   １７時２４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                土 井 槙 悟 

 

○欠席委員   委員                松 久 大 樹 

 

○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 

教育推進課給食センター長      森   真由美 

生涯学習課図書館長         藤 澤 英 樹 

生涯学習課社会教育係長       村 島 志津佳 

生涯学習課スポーツ振興係長     梅 森 祐 之 

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２１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２２号 区域外就学認定の件（非公開） 

日程第６ 報告第２３号 就学指定校変更（学校選択）認定の件（非公開） 

日程第７ 報告第２４号 令和５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８ 議案第３７号 芽室町奨学金の償還免除決定の件（非公開） 

日程第９ 議案第３８号 芽室町教育支援委員会具申の件（非公開） 

日程第１０議案第３９号 令和４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

「北海道版結果報告書」への市町村別結果掲載の

件（非公開） 

日程第１１協議案第１号 令和５年度芽室町一般会計教育費予算の件（非公開

） 

日程第１２協議案第２号 第４期芽室町子どもの読書活動推進計画（案）策定

の件 

日程第１３協議案第３号 芽室町図書館運営指針（案）策定の件 

 

◎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4名であり、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第14条第3項に基づき、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12回教育委員会会議を開会いたします。 

日程第1、会議録の署名委員の氏名について芽室町教育委員会会議規

則第16条に基づき、教育長及び会議で決めた委員１名とすることから、

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、これに

つきまして、質疑等ございますか。 

（「なし」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」について、まず私からですが、先

週23日に町内小中学校の終業式が行われましたが、大雪のため3時間目
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から始業としたところです。なお、下校については、大型車両であるス

クールバスにとっては運行困難な路面状況となったことから、スクール

バス利用児童生徒の保護者の皆様には大変御迷惑をお掛けしましたが、

各自お迎えに来てもらう対策にしたところであり、大変申し訳なく思っ

ているところであります。 

   そのほか、各課から報告お願いします。 

   教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 教育推進課所管事業の主なものについて御報告をさ

せていただきます。 

12月につきましては、定例議会月でございましたので、12月1日初日

の補正議案、12月14日、15日の一般質問、教育委員会のほうには堀切議

員のほうから一般質問15日にいただいております。12月21日最終日に補

正議案の提案を行っております。また、12月19日にはバスケットとバド

ミントン、スピードスケート、フィギュアスケート、あとスキー競技に

おいて全道大会の出場が決定したことから、来庁され、教育長へ大会参

加に向けた意思表明を語っていただいております。 

以上です。 

○程野教育長 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 2ページをご覧ください。生涯学習課の所管事業の主

なものについて御説明いたします。 

   12月3日教育長会のゲートボール大会を開催しております。また、8日

には現在建設を進めております温水プールの立柱式というものがされ

ております。また、18日にはスポーツ少年団のリーダー研修会を実施、

また、20日にはアイスホッケー少年団の全道大会の出場報告がございま

した。 

   コミュニティスクールの地域学校協働活動関係については、3ページ

に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。 

   以上です。 

○程野教育長 以上、「教育の報告」の報告といたします。 

   この後の会議については、6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22号区域外就学認定の件」、日程第6「報告第23号

就学指定校変更（学校選択）認定の件」、日程第8「議案第37号芽室町

奨学金の償還免除決定の件」、日程第9「議案第38号芽室町教育支援委

員会具申の件」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恐れのある事項に

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。 
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（「はい」と発する声あり） 

○程野教育長 日程第 10「議案第 39号令和 4年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査「北海道版結果報告書」への市町村別結果掲載の件」につ

いては、芽室町教育委員会会議規則第 12 条第 6 号に規定する、その他

公開することにより教育行政の構成または円滑な運営に著しい支障が

生じる恐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 11「協議案第 1 号令和 5 年度芽室町一般会計教育費

予算の件」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し出に

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、6件、非公開といたします。 

    

◎日程第4「報告第21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 「報告第 21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。 

教育推進課長。 

〇有澤教育推進課長 1ページになります。 

日程第 4「報告第 21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 4 年度就学援助認定総括表であります。令和 4 年 12 月申請数は

3 世帯で、うち 2 世帯は準要保護世帯として認定となり、1 世帯につい

ては基準に該当しなかったことから、不認定となっております。 

3 ページが 12 月 8 日現在での申請世帯では、まず申請世帯が 155 世

帯、認定世帯が 136世帯で、内訳は要保護世帯が 4世帯、準要保護世帯

が 132 世帯となっております。なお、不認定世帯は 19 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で、準要保護認定者数に

つきましては、小学校で 104 名、中学校で 82 名、要保護認定者数は、

小中合わせて 4 名、合計で 190 名となっており、認定率は 11.9％とな
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っております。 

以上で、報告を終わります。 

 ○程野教育長 本件につきまして、質疑はございますか。 

（「なし」と発する者あり） 

 ○程野教育長 本件について異議なしと認め、報告どおり承認いたします。 

 

◎日程第 5「報告第 22号区域外就学認定の件（非公開）」 

 ○程野教育長 「報告第 22 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 23号就学指定校変更（学校選択）認定の件（非公開）」 

 ○程野教育長 「報告第 23 号就学指定校変更（学校選択）認定の件（非公

開）」、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 7「報告第 24 号令和 5 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 「報告第 24 号令和 5 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 17ページになります。 

    日程第 7「報告第 24 号令和 5 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。 

    20ページを御覧願います。 

    令和 5年度の全国学力・学習状況調査に関する実施要領であります。 

    21ページの中段になりますが、5のところで、調査実施日等に記載の

とおり、令和 5年は 4月 18日に学力調査が日程されております。 

調査項目は、小学生が教科に関する調査として、国語、算数、中学 3

年生では、国語、算数、それと令和 5年につきましては英語が実施され

ます。 

ただ、両学年とも質問紙調査、これ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、これは４月中に実施することになりま

す。 

この調査に対し、例年同様、その学校及び協力の詳細が文部科学省の

北海道教育長から各市町村教育委員会になりましたので、参加協力とす

ることで報告しましたことから、本日、御報告をさせていただきます。 
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以上です。 

○程野教育長 例年どおり参加協力するということであります。質疑はござ

いますか。 

（「なし」と発する者あり） 

 ○程野教育長 では、異議なしと認め、報告どおり承認いたします。 

 

◎日程第 8「議案第 37号芽室町奨学金の償還免除決定の件（非公開）」 

 ○程野教育長 「議案第 37号芽室町奨学金の償還免除決定の件（非公開）」、

説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 9「議案第 38号芽室町教育支援委員会具申の件（非公開）」 

 ○程野教育長 「議案第 38号芽室町教育支援委員会具申の件（非公開）」、

説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 10「議案第 39号令和 4年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北

海道版結果報告書」への市町村別結果掲載の件（非公開）」 

 ○程野教育長 「議案第 39 号令和 4 年度全国体力・運動能力、運動習慣等

調査「北海道版結果報告書」への市町村別結果掲載の件（非公開）」、

御報告願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 11「協議案第 1 号令和 5 年度芽室町一般会計教育費予算の件（非公

開）」 

 ○程野教育長 「協議案第 1 号令和 5 年度芽室町一般会計教育費予算の件

(非公開)」、説明願います。 

以下、非公開 

 

◎日程第 12「協議案第 2 号第 4 期芽室町子どもの読書活動推進計画（案）策

定の件」 

 ○程野教育長 「協議案第 2号第 4期芽室町子どもの読書活動推進計画（案）

策定の件」、説明願います。 

    生涯学習課長。 

 ○日下生涯学習課長 日程第 12「協議案第 2 号第 4 期芽室町子どもの読書

活動推進計画（案）策定の件」について御説明いたします。 

    第 4期芽室町子ども読書活動推進計画（案）策定について協議願うも
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のであります。 

    63ページから推進計画の案を添付しております。内容については、図

書館長から説明させていただきます。 

 ○程野委員長 図書館長。 

 ○藤澤図書館長 第 4期芽室町子どもの読書活動推進計画（案）策定の件に

ついて御説明いたします。 

    まず、93ページをお開き願いたいと思います。 

    93ページのほうに、子どもの読書活動推進に関する法律があります。

こちらの規定のとおり、現在定めております第 3期芽室町子どもの読書

活動推進計画が今年度いっぱいで満了いたしますことから、第 4期計画

を定めようとするものでございます。 

    この計画案の策定に当たりましては、庁舎内、関係課職員からなる策

定委員会、これを編成して協議を行ったものでございます。また、並行

しまして図書館協議会というものも設置されております。こちらのほう

でも協議いただいてきたところでございます。その二つの実際の中で利

用、固有名詞等の方針、字句の統一、文章調整を行ったほか、ＧＩＧＡ

スクール構想の電子図書、ＳＤＧｓなどについても盛り込むことになり

ました。 

    では、現行計画からの変更点について御説明いたします。 

    まず、70ページをお開きいただきたいと思います。 

    芽室町子どもの読書活動推進計画の基本的な考え方の 1 の計画の目

的の下段になります。この下、3行です。ＳＤＧｓについての記載を追

加しております。 

    それから 1ページめくっていただきまして、72ページ中ほどの 3、子

どもの読書活動推進の普及啓発でございますけれども、この中に現在の

図書館事業の実施状況に則しまして、記載を更新したところでございま

す。 

    同じページのローマ数字のⅢの子どもの読書活動推進のための方策

で、コロナ禍などの状況の変化につきまして、記載したところでござい

ます。 

    73 ページでございます。具体的な取組の中の黒丸の三つ目でござい

ます。ブックスタートにつきましては、コロナ感染等もありまして、前

年度からの形式が大きく変わりましたので、そのことの記載を追加した

ものでございます。 

    同じページの下段、(3)学校における子どもの読書活動の推進につき

まして、具体的な取組のページを超えまして、74ページ、一番上でござ

います。こちらの中でＧＩＧＡスクール構想に関連した記載が追加され
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たところでございます。 

    次のページ、75ページでございますけれども、2番、土地環境の整備、

(1)学校図書館の整備でございます。この中に、具体的な取組の中の三

つ目にＧＩＧＡスクール構想と電子図書の件につきまして、記載したと

ころでございます。 

    ページめくっていただきまして、76ページ、(3)公共図書館の整備で

ございます。公共図書館の整備、具体的な取組、こちらの中でＷｉ－Ｆ

ｉの活用について、その下の項目で、電子図書の活用と併せまして   

検討したものでございます。 

    77ページでございます。(2)啓発事業の実施の中で、現在の啓発、図

書啓発活動などの現在の状況に基づいた記載に変更したところであり

ます。 

    次ページめくっていただきまして、78ページです。最下段でございま

すけれども、18歳以下人口、現行計画では 14歳にしてあったのですけ

れども、計画対象年齢が 18歳までということですので、18に変更した

ものでございます。 

    主な変更点については、以上となっております。本日の教育委員会議

で協議案としておりますが、また、今後、議案として提案していきたい

と思いますので、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ○程野教育長 前期と比較して更新変更したところのみ説明がございまし

た。一括していかがでしょうか。 

    土井委員。 

 ○土井委員 75 ページの読書関係のＧＩＧＡスクール構想と計画的な導入

を検討している電子図書館との連携の部分ですが、もし、電子図書が導

入されれば、クロムブックとかで提携して図書を借りることができるよ

うになったりするのでしょうか。 

 ○程野教育長 図書館長。 

 ○藤澤図書館長 ＧＩＧＡスクール端末、児童生徒にそれぞれ配付されてい

る、そちらで見るようなことができるようにしたいと思います。そのた

めには、帯広市図書館が全市内の児童生徒のＩＤを付与して成果を上げ

ていますけれども、これを参考にしながら、ＧＩＧＡスクール端末でも

見られるようなものにしたいなというようなことも視野に考えていま

す。 

 ○程野教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

 ○鳥本教育長職務代理者 電子図書館の量というか、新しいのが全部電子図

書館という形でこれから進めていくのか。どのくらいの計画で電子図書

館の本を考えていらっしゃるのでしょうか。 
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 ○程野委員長 図書館長。 

 ○藤澤図書館長 電子図書の場合は、本を買うというよりかは使用権、ライ

センスをお金を払って取得して、それを町民が見るという形。有期限 2

年もしくは 52 回見たら終わりというような仕組みになっていまして、

今までの本を買って物を町の財産として取得して、それを貸与するとい

う形式とはちょっと異なるのです。現在、コンテンツ数、購入数は、先

ほど課長が申し上げた補助金の関係もありますので、ちょっと流動的で

はありますけれども、現在考えているのが初年度 3,000タイトルを購入

したいなと思っているところで、申請等進めています。利用する可能性

はあります。 

    以上です。 

 ○程野教育長 生涯学習課長。 

 ○日下生涯学習課長 今、館長申し上げられましたコンテンツ、3,000とい

うのは、帯広市が導入したのが 3万弱くらいなのです、初年度。人口規

模からいって、導入に当たってはそれくらいの規模かなというところ

で、ざっくり 1,500万円くらい、周辺機器などを考えますと、それくら

いのお金がかかるということと、あと内容については、先ほど土井委員

からもありましたけれども、学校の朝読書とかＧＩＧＡスクールによっ

てタブレットが配付されていますので、そういったものを活用できる分

野の児童書、それから一般町民に対する実用書の部分から入っていっ

て、あとはジャンルについては少しずつ広げていくような形で進めてい

ければと思っています。今は帯広市が先行導入して児童生徒に使ってい

ただく割合が非常に高くて、そこに活用される箇所に重きを置いて利用

しているというところで進められていますので、そこを参考にさせてい

ただきたいなと考えています。 

 ○程野教育長 そのほか、ございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

 ○程野教育長 なければ、本件については、この案に沿って進めていくとい

うことで、確認をさせていただきます。 

 

◎日程第 13「協議案第 3号芽室町図書館運営指針（案）策定の件」 

 ○程野教育長 「協議案第 3号芽室町図書館運営指針（案）策定の件」、説

明願います。 

    生涯学習課長。 

 ○日下生涯学習課長 日程第 13「協議案第 3号芽室町図書館運営指針（案）

策定の件」について御説明いたします。 

    芽室町図書館運営指針（案）策定について協議を願うものでございま
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して、95 ページから運営指針の案を添付してございます。内容につい

て、図書館長から説明させていただきます。 

 ○程野教育長 図書館長。 

 ○藤澤図書館長 芽室町図書館運営指針（案）について御説明いたします。 

    まず、130ページをお開きいただきたいと存じます。 

    こちらに図書館の設置及び運営上の望ましい基準という規定がござ

いまして、旧指針につきましては、平成 23 年度に策定されておるもの

でございます。予定していた計画期間を超過しておりまして、令和 5年

度、町の総合計画、後期計画をはじめとして、各種計画の更新の年次で

ございます。これと併せ新たな指針を定めようとするものでございま

す。 

    内容につきまして、例えばＳＤＧｓでありますとか、電子図書の追加、

それから用語、固有名詞の更新、字句の統一、現在の経過に合わせた表

現の仕方の見直しを行ったところでございます。 

    表現や概念が旧指針から幾つか大きく見直ししているものが 3 点ほ

どございますので、御説明いたしたいと思います。 

    102ページをお開きいただきたいと思います。 

    この、3資料及び情報の収集並びに状況等でございますけれども、(3)

でございます。終わり 2行で電子図書についてですけれども、郷土資料

のデジタル化についての研究を行うとしております。郷土資料につきま

しても、現在のところ地域資料を集積しまして、皆さんに提供している

ところでございますけれども、電子図書の投入後は、貴重な資料をデジ

タル化提供しようとするものでございます。このことの研究を行いたい

と思っております。 

    続きまして、105ページをお開きください。 

    この中の（9）障がいのある方へのサービスの普及につきましてです

けれども、終わりの 2行でございます。障がいのある方の読書推進の観

点から見た電子図書について、新たに記載を加えたところでございま

す。 

    続きまして、107ページをお開きください。 

    107 ページ、大きい見出し 7、ボランティアの参加促進でございます

けれども、旧指針ではボランティアサークルの記載が主で、個人ボラン

ティアについては記述は少なかったのですけれども、現在は個人ボラン

ティア、非常に活発に活動していただいておりまして、1枚めくってい

ただきまして、108ページ、このように頭出ししまして、項目ごとに説

明を加えたところでございます。 

    主な変更点はこの三つとなっております。本日の教育委員会議でいた
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だく御意見を反映しまして、これ以降にまた再度議案として提案してい

きたいと思いますので、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

    以上でございます。 

 ○程野教育長 主な変更点、3か所について中心に説明ございました。一括

して質疑はございますか。 

（「なし」と発する声あり） 

 ○程野教育長 それでは、質疑がないようですので、本件について協議案の

とおり進めていくこととします。 

    今後の日程について、説明お願いします。 

 ○事務局 今後の日程についてであります。定例につきましては、令和 5年

1月 25日、水曜日、15時から 2階の第 7会議室で行いたいと思います。

その他になりますけれども、既に皆様の元にはがきで送らせていただい

ていると思いますが、令和 5年度新年交礼会ということで、令和 5年 1

月 5日、木曜日、13 時 30分からめむろーどセミナーホールで行われま

すので、よろしくお願いいたします。 

    以上であります。 

○程野教育長 以上をもちまして、第 12 回教育委員会会議を終了いたしま

す。 

  お疲れさまでした 
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