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会 議 録 

 

令和４年７月２０日第５回芽室町教育委員会会議を芽室町役場２階第７議室

で開催した。 

 

○開会時間   １５時００分 

 

○閉会時間   １５時２６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 

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 報告第１１号 教育委員会学校訪問実施に伴う所感の件 

日程第８ 議案第１４号 町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関す

る規則中一部改正に対する意見申し出の件 

日程第９ 議案第１５号 公印規程中一部改正に対する意見申し出の件 

日程第１０議案第１６号 教育委員会の課長が補助執行する事務を処理する分

掌事務を定める規程中一部改正の件 

日程第１１議案第１７号 令和４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 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 5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指名」については、本会議の会議録署名

委員は、松久大樹委員とします。 

 

◎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。 

   前会議録について、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 2点、新型コ

ロナの感染状況でありますが、御案内のとおり西小学校で昨日 19日から

22 日まで、学校閉鎖となっています。感染者が多数おり、教員も感染し

ております。それから、南小の 2年生が同じく昨日から本日までの 19日

から 20日まで学級閉鎖となっています。 

   また、7月 22日に全小中学校が 1学期終業式、8月 17日に同じく全小

中学校 2学期始業式の予定となっております。 

 各課から報告お願いします。 
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   教育推進課長。 

○有澤教育推進課長 教育推進課所管の主なものについて、御報告させてい

ただきます。 

   まず 6 月 30 日、7 月 6 日、7 日の 3 日間で、令和 4 年度の教育委員学

校訪問を実施させていただきました。この訪問に係る所管につきまして

は、議案として報告させていただきます。 

   次に 7月 19日、昨日ですけれども、全道大会出場挨拶といたしまして、

水泳、陸上、柔道、ソフトテニス、バレーボール、体操の六つの競技に

出場する３つの中学校の生徒から、教育長へ決意表明をいただいており

ます。 

   以上で、教育推進課の報告終わります。 

○程野教育長 生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 生涯学習課所管議案については、1ページ下段から 2ペ

ージ中ほどに記載しておりますが、本日ここで特に説明事項はございま

せん。地域学校共同活動の関係につきましても記載のとおりであります。 

   以上です。 

○程野教育長 以上、報告といたします。 

   本日の会議は、この後 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 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）」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 11「議案第 17号令和 4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）」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 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」、説明願います。 

 教育推進課長。 
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 ○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 4年 7月申請者数は 4世帯で、いずれも認定となっております。 

 3 ページの 7 月現在での申請世帯は 149 世帯、認定世帯は 131 世帯で、

内訳は要保護世帯が 4世帯、準要保護世帯が 127世帯となっております。

なお、不認定世帯は 18世帯となっております。 

 ページ中段は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 101名、中学校で 79名、合わせて 180名。また、要保護認定者

数は 4 名で、合わせて 184 名となっております。なお、認定率におきま

しては右上の表のとおり 11.6％となっております。 

 以上で報告終わります。 

○程野教育長 本件について質疑はございますか。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 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）」、説明

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）」、説明

願います。 

以下、非公開 

  

◎日程第 7「報告第 11号教育委員会学校訪問実施に伴う所管の件」 

○程野教育長 日程第 7号「報告第 11号教育委員会学校訪問実施に伴う所感

の件」、説明願います。 

   教育推進課長。 

 ○有澤教育推進課長 18ページ、日程第 7「報告第 11号教育委員会学校訪問

実施に伴う所感の件」についてであります。 
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    教育委員会委員の学校訪問に伴う教育委員会所感について、各学校に

対し通知しましたので、報告いたします。 

    19ページを御覧ください。 

   今回の学校訪問に係る所感としまして、各学校にお願い、御依頼とい

うか、そのようなものを大きく 3項目通知してございます。 

   まず 1点目、学力向上に向けた取組についてでは、5行目からの記載に

ありますとおり、今後より一層教師主導の一斉指導からの脱却を図ると

ともに、全国学力・学習状況調査等の各種データを客観的に検証・分析

し、教育課程を編成、実施し評価する中で、検証改善サイクルによるカ

リキュラムマネジメントの充実に努めていただくこと。また、タブレッ

トや大型提示装置、こちらを授業で活用していただいているところです

が、今後もタブレットを教具から文具にする中で、個別最適な学び、協

働的な学びに活用するなど、利活用の改善充実に努めていただくことを

お願いしております。 

   2点目、豊かな心と健やかな体の育成についてでは、5行目からの記載

にありますとおり、今後も豊かな人間性を育むため、家庭・地域との連

携を図り、様々な体験を通して子供の内面に根ざした道徳性を育む中で、

より一層自己有用感を高める取組を進めていただくこと。また、一番下

の行、家庭との連携を図りながら、基本的な食習慣や生活習慣の確立を

促す、食育指導及び健康教育に努めていただくこと。さらに、芽室町不

登校支援システムに基づき、学校生活や望ましい人間関係づくりのため

に、日頃から子供たちの小さなサインを見逃すことなく、引き続き早期

発見、解決に努めていただくことをお願いしております。 

   3点目、信頼される学校づくりについてでは、下段になりますが、今後

も学校運営協議会との熟議と地域学校協働活動との協働を進め、学校運

営に地域の声を積極的に生かし、学校・家庭・地域一体となって子供た

ちの豊かな成長を支えられる、地域とともにある学校づくり、信頼され

る学校づくりに取り組んでいただくことをお願いしております。 

   以上で報告終わります。 

○程野教育長 所感通知文であります。3点、学力向上、豊かな心とすこやか

な体の育成、最後、信頼される学校づくりの 3 点について通知したとこ

ろであります。 

質疑等ございますか。 

○鳥本委員 内容的とかではないのですけれども、不登校支援システムのと

ころで、不登校になっている児童生徒が増えているのか減っているのか、

現状のところ結果が出ている状況なのかを教えていただけますか。 

○程野教育長 教育推進課長。 
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○有澤教育推進課長 不登校支援システムは昨年度の１月よりシステムの運

用を始めております。 

  ですから、運用を開始したばかりなので、成果はまだ明らかにはなって

おりませんが、まずその不登校の状況ですね。今年の現在の不登校の数

等については、補佐のほうから説明いたします。 

○程野教育長 教育推進課長補佐。 

○清末教育推進課長補佐 まず数ですけれども、一番早い調査が 8 月中旬に

始めて、各学校からいただくものがありますので、まだキャッチしきれ

ていないのですけれども、例えば芽室中学校の 1年生で、まだ 30日に達

した子がいないですとか、昨年度に比べて少し少なくなっているのかな

という印象はあります。 

   また、別な印象ではスクールライフアドバイザー、相談員は今までも

ケース会議に呼ばれて行っていたのですけれども、今はごく初期の欠席

日数の 5日とかのときでも呼ばれ始めています。昔はもっと長く休んで、

困難な状態になってから外部の人を呼んでくるというパターンがあった

のですけれども、そういうことは減っているかなという印象があります。 

   あとは適用指導教室を教育支援センターゆうゆうが中央公民館に来ま

したけれども、既に幾つかの学校の先生方が見に来られて、児童生徒に

案内するには場所も見ておきたいとか前向きなお話は幾つか聞いており

ます。 

   この後、本当に具体的な欠席日数とか人数とか出てきますので、そう

いったものを注視しながらやっていきたいですし、今までも先生方の思

いや頑張りもありましたけれども、それを計画に起こして共有しようと

いうようなものを今回つくりましたが、私たちはまだそのシートについ

ては 1枚も見ていないので、これからの活用かなと思っております。 

   以上です。 

○程野教育長 よろしいですか。 

   人数的なものというのはこれから把握していくということであります

が、不登校支援システムが機能しつつあるという現状の報告がありまし

た。 

   そのほか、質疑等ありますか。 

（「なし」と発する声あり） 

○程野教育長 なければ、報告のとおり承認いたします。 

 

◎日程第 8「議案第 14号 町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関す

る規則中一部改正に対する意見申し出の件」 

◎日程第 9「議案第 15号 公印規程中一部改正に対する意見申し出の件」 
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◎日程第 10「議案第 16号 教育委員会の課長が補助執行する事務を処理する分

掌事務を定める規程中一部改正の件」 

○程野教育長 日程第 8、9、10については、条例改正の関係なので一括して

説明してもらいます。 

生涯学習課長。 

○日下生涯学習課長 日程第 8 議案第 14 号から日程第 10 議案第 16 号ま

では、提案理由が同じですので一括してご説明させていただきます。 

   21ページ、御覧ください。 

   日程第 8「議案第 14 号 町長の権限に属する事務の委任及び補助執行

に関する規則中一部改正に対する意見申し出の件」について御説明いた

します。 

   新旧対照表で御説明いたしますので、24ページを御覧ください。 

   現行の欄、第 4 条第 1 項第 6 号の規定を削る、削除するという文言で

ありますけれども、これにつきましては、令和 4年 3月 31日をもって芽

室町勤労青少年ホーム条例を廃止しておりますので、これに関連する規

則等について併せて削除をするという内容のものでございます。 

   続きまして、日程第 19「議案 15号公印規程中一部改正に対する意見申

し出の件」につきましても、新旧対照表 29ページを御覧ください。 

   ここの公印の 18番、芽室町勤労青少年ホーム館長之印というものが記

されておりますが、こちらを削除しようとするものであります。 

   続きまして､30ページ、日程第 10「議案第 16号教育委員会の課長が補

助執行する事務を処理する分掌事務を定める規程中一部改正の件」につ

きましても、新旧対照表 32ページを御覧ください。 

    現行第 3 条第 1 号のイの規定について削除しようとするものであり

ます。こちらにつきましても、勤労青少年ホーム条例の廃止に伴うもの

で、これまでの 3 点についてはいずれも令和 4 年 4 月 1 日から適用とし

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 三つまとめて説明してもらいました。 

   一つずつ確認します。日程第 8 議案第 14 号について質疑はございま

すか。 

（「異議なし」と発する声あり） 

○程野教育長 異議なしと認め、原案どおり可決します。 

   日程第 9 議案第 15号、公印の関係であります。よろしいですか。 

（「異議なし」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 16号について、よろしいですか。 
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（「異議なし」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 11「議案第 17号令和 4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 11「議案第 17号令和 4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 

  

○程野教育長 今後の日程についてお願いします。 

○事務局 今後の日程についてお知らせします。次回の定例会議であります

が、８月 31日、水曜日、15時から今日と同じ場所の会議室で行いたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○程野教育長 以上で、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  松 久 大 樹 

 

 

 


