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芽室町教育委員会 



会 議 録 

 

平成 31年 1月 28日第 14回芽室町教育委員会会議を芽室町中央公民館２階図

書資料室で開催した。 

 

○開会時間   １５時３０分 

 

○閉会時間   １５時５３分 

 

 

○出席委員   教育長職務代理者          西 村 嘉 博 

委員                山 口 祥 子 

委員                田 口 聡 明 

委員                鳥 本 和 宏 

 

○欠席委員   なし 

 

○出席職員   教育長               武 田 孝 憲 

学校教育課長            松 浦 智 幸 

社会教育課長            日 下 勝 祐 

給食センター長           土 田 雅 敏 

図書館長兼図書館係長        藤 澤 英 樹 

学校教育課総務係長         中 田 雅 彦 

学校教育課学校教育係長       一 色 真由美 

社会教育課社会教育係長       大 石 秀 人 

社会教育課スポーツ振興係長     大 橋   毅 

 

 

 



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３５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３６号 芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 協議案第５号 平成３１年度芽室町教育行政執行方針の件（非公開） 

 

◎日程第 1「会議録署名委員の指名」 

○武田教育長 本日の委員会の出席は、全員の 5名であります。 

   委員長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、本日の委員会

は有効に成立しております。 

   それでは、第 14回教育委員会会議を開会いたします。 

   本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでございます。 

   日程第 1「会議録署名委員の指名」についてでありますけれども、本日

の会議録署名委員に田口聡明委員を指名いたします。よろしくお願いい

たします。 

 

◎日程第 2「前会議録の承認」 

○武田教育長 次に、日程第 2「前会議録の承認」でありますけれども、別紙

の議事録のとおりで御異議ありませんでしょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、前会議録については承認をいたします。 

 

◎日程第 3「教育長の報告」 

○武田教育長 次に、日程第 3「教育長の報告」についてであります。 

   お手元に配付の各課の所管事業について資料を配付しておりますけれ

ども、私からは平成 31年度当初一般教職員人事異動の協議事項について、

御報告をいたします。 

1月 23日に十勝教育局で一次協議を行ってまいりました。留任異動を

含めまして小中学校合わせて約 50人ほどが対象となっております。平成

30年度の管内における新採用教員は約 80人でありましたけれども、平成

31年度は新規採用職員が多く採用となっておりますので、管内では約 100

人以上の採用が見込まれております。期限付き採用教員においても産休

代替以外は、正規の教職員の採用を強く求められているところでありま

す。 

この後、二次協議が 2月 13日に予定されておりますので、各学校長と

も調整を重ねまして、学校事情に十分配慮しながら局と協議を重ねてま



いりたいと思っております。 

また、校長、教頭人事についても現在協議中であります。詳しい内容

はお話しできませんけれども、校長は 5人、教頭は 2人が異動等の対象

となっております。今月中には何とか局から協議内容が正式に来るとい

うふうに聞いておりますけれども、続けて協議を進めていくということ

で御報告をさせていただきたいと思います。 

私から以上でありますけれども、学校教育課所管事業、社会教育課所

管事業で事務局から特に報告することがあれば、お願いをいたします。 

学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 学校教育課所管事業で 1点御報告をさせていただきま

す。 

   昨年 12月 27日ですけれども、昨年 8月 20日にお亡くなりになりまし

た、元芽室中学校の校長先生であられました川口幸一様に対する死亡の

叙位叙勲の伝達を新得町の御自宅で奥様に伝達してまいりました。 

   それ以外については記載のとおりでございます。 

   以上で、学校教育課の報告を終わります。 

○武田教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 社会教育課の所管事業についてでありますが、昨年 12

月 27日から 1月9日にかけまして、冬の寺子屋めむろ小学校版を開催し、

過去最高の 95人が参加をしてございます。 

   1月 6日には書き初め大会、13日には成人式、14日には文化芸術鑑賞

会、次のページに行きまして、1月 26日にはフレンドリーコンサートと

いうことで、1月中に数多くの事業を実施したところでございます。 

   以上です。 

○武田教育長 ただいま報告がありましたけれども、この件につきまして何

か聞きたいことがありましたら、お願いいたします。 

○西村教育長職務代理者 そうしたら、一つ私から。 

   学校教育課所管事業で、1月 22日の交流会の開催の中で大きなカギ括

弧で「幼児教育と小学校教育の接合の円滑が持てる事業について」とい

うことなのですが、ちょっとこれ内容はともかく、経過等のことをもし

説明できる範囲でよろしいのですけれども。 

○武田教育長 学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 この事業につきましては、道の新規事業を予定してお

りまして、幼児教育施設、幼稚園、保育所などを含めた小学校との連携

について、より円滑に子供たちの就学に向けた取り組みを進めていくと

いうものを想定しております。 

   なお、詳細については委員会終了後、情報共有の場を持ちたいと思っ



ておりますので、そこでまた御説明をさせていただきたいと思います。 

○西村教育長職務代理者 わかりました。 

○武田教育長 ほかにございませんか。 

   よろしいですか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 特にないということでありますので、議件に入らせていただ

きます。 

 

◎日程第 4「報告第 35号就学困難な児童生徒に係る就学援助認定の件」 

○武田教育長 次に、日程第 4「報告第 35 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、説明を願います。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第 4「報告第 35 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、御報告をさせていただきます。 

   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いたしましたので報告をさせていただきます。 

   1ページをお開き願いたいと思います。 

   今回の就学援助につきまして御報告させていただきますのは、申請世

帯で記載のとおり準要保護世帯として認定される 1世帯、お二人の児童に

ついて認定をしたということで御報告をさせていただきます。 

   なお、2 ページにございますとおり、30 年度、今年度の認定の総括表

でありますけれども、今回の認定 1件分を含めますと、申請世帯、認定世

帯、それぞれ前月よりも 1世帯ずつ増となり、認定世帯の内訳であります

準要保護世帯とその内訳の経済的困窮世帯がそれぞれ 1世帯ずつ増となっ

ております。また、認定者一覧の部分で、小学校の計でお二人、総体でも

2人増の小中合わせて 266人の方を認定しております。 

   5月 1日現在の児童生徒数 1,805人に対する割合は 14.74％となってお

ります。なお、それ以外の部分の数字については前回と変更はございませ

ん。 

   以上で、報告を終わります。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、これより質疑を受けたいと思いま

す。 

   何かございますか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 特になければ、報告第 35号については報告のとおりといたし

ます。 



 

◎日程第 5「報告第 36号芽室町奨学金貸付の件」 

○武田教育長 次に、日程第 5「報告第 36 号芽室町奨学金貸付の件」につい

ては、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けれども、よろしいでしょう

か。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

◎日程第 6「協議案第 5号平成 31年度芽室町教育行政執行方針の件」 

○武田教育長 続いて、日程第 6「協議案第 5号平成 31年度芽室町教育行政

執行方針の件」については、その他公開することにより教育行政の公正

または円滑な運営に著しい支障が生じるおそれがある事項に当たります

ので、非公開としたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、非公開といたします。 

以下、非公開 

 

   以上、本日予定された議事日程は終了しましたけれども、委員の皆さ

んからは何かございますか。 

   よろしいですか。 

（「はい」「よろしいです」と発する声あり） 

○武田教育長 事務局からは何か。ないですか。 

   なければ、今後の日程について説明を願います。 

○事務局 本日お配りの今後の日程について、お知らせいたします。 

   2月教育委員会臨時会議を 2月 6日水曜日、13時 30分から 1階応接室

で行います。 

   2月定例の教育委員会議は 2月 26日火曜日、15時 30分から図書資料

室。 

   その他でございますけれども、2月 25日に教育委員会委員による学校

訪問、2回目ですけれども、芽室西小学校、上美生小学校を予定しており、

その後、中学生による 1日教育委員会を 16時から公民館図書資料室で行

います。 

   2月 26日火曜日、教育委員による学校訪問を芽室南小学校、芽室小学

校で行います。 

   3月 9日、芽室町文化賞・スポーツ賞等授賞式。 



   3月 15日金曜日、中学校卒業式、3月 22日金曜日、小学校卒業式の予

定となっております。 

   3月 26日火曜日に平成 30年度退職転任校長教頭慰労激励会を 18時か

ら公民館 2階講堂で予定しております。 

   以上です。 

○武田教育長 以上、今後の日程についてですけれども、スケジュール調整

等よろしくお願いしたいと思います。 

   それでは、以上をもちまして第 14回教育委員会議は閉じたいと思いま

す。 

 

 

会議録署名  教育長       武 田 孝 憲 

 

会議録署名  教育委員      田 口 聡 明 


