
 

 

 

 

 

平成３０年度 

 

第１８回芽室町教育委員会会議 

           （公開用） 

平成３１年３月２６日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芽室町教育委員会 



会 議 録 

 

平成 31年 3月 26日第 18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   １６時０２分 

 

○閉会時間   １６時５６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 

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４０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４１号 芽室町奨学金貸付の件(非公開) 

日程第６ 報告第４２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４３号 就学指定校変更認定の件(非公開) 

日程第８ 議案第５０号 芽室町学校医委嘱の件 

日程第９ 議案第５１号 芽室町学校歯科医委嘱の件 

日程第１０議案第５２号 芽室町学校薬剤師委嘱の件 

日程第１１議案第５３号 芽室町立学校管理規則中一部改正の件 

日程第１２議案第５４号 芽室町中央公民館の設置及び管理条例施行規則中一

部改正の件 

日程第１３協議案第６号 芽室町奨学金貸付条例の一部改正の件（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。教育長及び在任

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 18回教育委員会会議を開会いたします。 

 早速議事に入りますけれども、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。本日の会議録

署名委員に、田口聡明委員を指名をいたします。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

議事録のとおりで、何か御意見ありますか。 

（「異議なし」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けれども、

私からは特に報告事項はありませんが、学校教育課所管事業と社会教育

課所管で事務局から報告お願いいたします。 

 学校教育課長。 



○松浦学校教育課長 学校教育課所管事業のものですが、１点、報告をさせ

ていただきたいと思います。 

お手元の資料の裏面２枚目になりますけれども、３月 19日、中学生の

全国大会出場挨拶ということで、委員の皆さんも御承知かと思いますけ

れども、新聞等でも報道されました、上美生中学校の生徒がソフトボー

ルで北海道選抜に選ばれまして、それに伴います全国大会出場の挨拶と

いうことで、教育長のほうに来庁いただいております。 

以上です。 

○武田教育長 社会教育係長。 

○大石社会教育係長 社会教育課所管事業になりますが、まず３月６日、平

成 30 年度芽室柏樹学園終了式が開催されております。203 人の学園生に

対しまして 166人が修了、皆勤が 67人となっております。 

次のページに進んでいただきまして、３月９日、平成 30年度芽室町文

化賞・スポーツ賞等授賞式を開催しております。文化賞につきましては、

７団体、46 個人、スポーツ賞につきましては 13 団体、77 個人に賞を授

与しております。 

１ページめくっていただきまして、一番最後のページになります。３

月 21日、木曜日から、３月 29日までの日程で、平成 30年度芽室町中学

生国際交流訪問団の研修が開催されております。中学生参加者 10人と引

率２名の 12名でしております。 

最後のページで、同じく３月 23 日、土曜日から、３月 25 日、月曜日

まで、平成 30 年度西部十勝野外活動体験研修くまげらの村 19 春キッズ

キャンプが実施されております。西部十勝３町の合同事業で、全体の参

加者が 45人、そしてその芽室町の小学生から中学生、高校生合わせて 15

人が参加しております。 

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、これに関して何か質問

等、ありますでしょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 よろしいですか。 

 

◎日程第 4「報告第４０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 

○武田教育長 日程第 4「報告第 40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 40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、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、児童生徒認定業務に

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、３月分の総括表でございますけれども、今回は、新たな世

帯としての申請世帯は１世帯で、認定世帯は１世帯、準要保護世帯が１

世帯となっております。 

   なお、内訳で経済的困窮世帯が２世帯となっておりますけれども、こ

れは児童扶養手当受給世帯が認定外となりまして、児童扶養手当が外れ

て経済的困窮世帯になったということで、児童扶養手当受給世帯がマイ

ナス１世帯で、経済的に困窮世帯のほうに１世帯行っておりますから、

こういう形で表示をさせていただいております。 

   また、認定の要保護、準要保護認定者数につきましても、新たな申請

世帯については芽室中学校の２年生ということで１となっておりますけ

れども、先ほど言いましたように児童扶養手当の受給世帯として内数の

部分については、点線、囲みになっております芽室小学校の４年生と芽

室中学校と芽室中学校の１年生がそれぞれ１人ずつ減になっております。 

   ただ、準要保護の認定者数としては変わりはないということで、数字

的には出てきておりませんけれども、内訳としては変わるということで

表記をさせていただいております。 

   続いて、総括表にまいりますけれども、２ページにありますとおり、

これまでの３月分も加えますと申請世帯につきましては 218 世帯、認定

世帯が 181 世帯で、内訳は要保護世帯が５世帯、準要保護世帯で 176 世

帯で、その内訳は記載のとおりです。 

   また、全体の準要保護認定者数につきましては、小学校、中学校合わ

せまして 267 人ということで、全体の小中学生の割合で申し上げますと

14.8％という状況でございます。 

   それともう１点です。３ページをお開き願います。 

   これは、昨年度から実施しております新入学用品の入学前支給の部分

でございます。これにつきましては、ここの表にございますとおり、51

世帯の申請がありまして、このうち 50世帯が認定世帯となっております。

不認定世帯が１世帯ということで、認定世帯の内訳につきましては経済

的困窮世帯が 24 世帯、児童扶養手当受給世帯が 26 世帯となっておりま

す。 

   人数につきましても、準要保護認定者数一覧にございますとおり、小

学校１年生に入学するお子さんについては 15人、それから中学校新１年



生になられる方々が３校で 37人となっております。 

   なお、不認定世帯につきましては、記載のとおりとなっております。

合計 52 人の児童生徒の保護者 50 世帯に対しまして、それぞれ入学前の

準備金という形で支給をしております。 

   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、この件につきまして何か質問等ご

ざいましたらお願いします。 

   よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 それでは、特になければ報告第 40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 41号 芽室町奨学金貸付の件」について 

○武田教育長 日程第 4「報告第 41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恐れのある事項になっており

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「報告第 42 号 就学指定校変更(学校選択)認定の件」(非公開)につ

いて 

○武田教育長 日程第 6「報告第 42号 就学指定校変更(学校選択)認定の件」

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けれども、よろしいでしょ

うか。 

（「はい」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 7「報告第 43号 就学指定校変更認定の件」(非公開)について 

○武田教育長 日程第 7「報告第 43号 就学指定校変更認定の件」について

は、公開することにより個人の権利を侵害する恐れのある事項に当たり

ますので、こちらについても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。 

（「はい」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 8「議案第 50号 芽室町学校医委嘱の件」について 

○武田教育長 日程第 8「議案第 50号 芽室町学校医委嘱の件」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８ 議案第 50号「芽室町学校医委嘱の件」につ

いて、説明をさせていただきます。 

   平成 31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。 

   20ページをお開き願いたいと思います。 

   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を

委嘱を予定しております。委嘱に当たっては、公立芽室病院とも協議を

しておりまして、記載の宮本光明先生以下、５人の先生方を学校医とし

て委嘱をする予定ということで今回、提案をさせていただいております。 

   委嘱期間につきましては、平成 31年４月１日から、平成 32年３月 31

日までの１年間となっております。 

   以上で説明を終わります。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、この件につきまして、質疑があれ

ばお受けしたいと思います。 

   質疑ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 お諮りしたいと思います。 

議案第50号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしということでありますので、議案第50号については、

原案のとおり可決をいたします。 

 

◎日程第 9「議案第 51号 芽室町学校歯科医委嘱の件」について 

○武田教育長 日程第 9「議案第 51号 芽室町学校歯科医委嘱の件」につい

て、説明願います。 

   学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 日程第９ 議案第 51号「芽室町学校歯科医委嘱の件」

について御説明をさせていただきます。 

   学校移動用平成 31 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ございます。 

   22ページをお開き願いたいと思います。 



   学校歯科医委嘱者名簿ということで、記載の家内典夫先生以下、８人

の方々を委嘱をしようとするものでございます。 

   委嘱期間につきましては、31年４月１日から平成 32年３月 31日まで

の１年間ということで委嘱をしようとするものでございます。 

   以上で説明を終わります。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、これより質疑があればお受けした

いと思います。 

   質疑ありませんか。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

議案第51号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 51号については、原案のとおり可決

をいたします。 

 

◎日程第 10「議案第 52号 芽室町学校薬剤師委嘱の件」について 

○武田教育長 日程第 10「議案第 52号 芽室町学校薬剤師委嘱の件」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 10 議案第 52号「芽室町学校薬剤師委嘱の件」

について御説明させていただきます。 

   学校医、学校歯科医同様、平成 31 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

のでございます。 

   23ページに委嘱予定者名簿を掲載させていただいております。曽根義

継さんと横井康男さんのお二人を、平成 31 年４月１日から、平成 32 年

３月 31日までの１年間、委嘱をしようとするものでございます。 

   以上で説明を終わります。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、これより質疑があればお受けした

いと思います。 

   質疑ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 お諮りしたいと思います。 

議案第52号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 52号については、原案のとおり可決

をいたします。 



 

◎日程第 11「議案第 53 芽室町立学校管理規則中一部改正の件」について 

○武田教育長 日程第 11「議案第 53号 芽室町立学校管理規則中一部改正の

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 11 議案第 53号「芽室町立学校管理規則中一部

改正の件」について、御説明をさせていただきます。 

   今回、学校管理規則の一部改正につきましては、一つは本年４月１日

よりスタートします学校運営協議会につきまして、協議会設置に関する

事項を学校管理規則に規定するために必要な条文を改正しようとするこ

とと、もう１点は、北海道立学校職員の服務規程の一部改正が昨年度行

われておりまして、そのことに伴いまして学校職員の外勤命令について

従来の外勤簿から口頭により行うこととなったこと、また出勤時の押印

等の取り扱いについて改正があったことから、あわせて必要な条文改正

をしようとするものでございます。 

   それでは、参考資料として新旧対照表が25ページ以降にありますので、

それで説明をさせていただきたいと思います。 

   まず、目次ですけれども、目次の第２章の部分を括弧書きの部分です

けれども、第９条の４とあるものを改正案にありますとおり、第９条の

５に改めようとするものです。 

   続いて、先に改正の仕方といたしましては、９の５ができております

ので、まず 26ページをお開きいただきたいと思います。 

   この第２章の９条の４情報提供とありますけれども、まずこれを９条

の５に改正をいたします。それから、前のページに戻っていただいて、

現行の９条の３というのがあると思うのですけれども、この９条の３に

次の１項を加えることとなります。９条の３の次の１項が、２の校長は

前項の評価など行った場合は、その内容を速やかに委員会に報告するも

のです。 

   この９条の３は、９条の４に改正をいたします。そして、前のページ

に戻っていただいて、９条の２の次に次の１条を加えるということで、

学校の運営協議会として第９条の３を追加し、委員会は地域住民との連

携及び協働の促進を図り、地域とともにある学校づくりを推進するため、

学校の運営に関し協議する機関として学校ごとに学校運営協議会(以下

「改革協議会」という)を置くことができる。 

   ただし、２以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要が

あると認める場合には、２以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携

を図る必要があると認める場合には、２以上の学校について一つの協議



会を置くことができる。 

   第２項として、協議会に関し必要な事項は別に定めるというふうに追

加するものです。 

   次に、26ページの真ん中より下にありますけれども、職員の校外勤務

第 14 条についてであります。この 14 条中、外勤簿を持ってという部分

を括弧書きで、改正案にありますとおり「校務のため、一時勤務をする

学校を離れる場合で、第 28条に規定する旅行命令以外の者をいう」の命

令は、口頭により行うというふうに改正しようとするものです。 

   また、その下段から次のページになりますけれども、第 20条ですけれ

ども、20 条の１項中、所定の時刻までに出勤をしよう、出勤をしたとき

はに改めようとするものでございます。 

   附則といたしまして、この規則は、平成 31年４月１日から施行しよう

とするものでございます。 

   以上で、説明を終わります。 

○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。 

○西村委員 14条で、これ読んで口頭をもって行うということで、公平に行

うということになっているのだけれども、口頭って該当する正職員、ほ

かの職員たちが教頭とか、その上司にということなのか。 

○武田教育長 学校教育課長。 

○松浦学校教育課長 基本的には校長に対して口頭で行うというか、確認を

すると。学校現場といたしましては、学校日誌ですと、学校掲示板に職

員動向とございますので、そこに表示をしたり、記載をさせてただくと

いう形で管理をしていくという状況になります。 

○武田教育長 いろいろな働き改革の中の事務ですけれども、そこら辺を少

し見直しも含めて軽減をするような形を少しずつということで、他町村

の動向も踏まえてそのような形です。 

○西村委員 では一つ、従来では所定の帳簿にそれなりの印をすれば、今度

は口頭のみでも十分だよということで、それですね。 

○武田教育長 ほか、何か気になるようなところがあれば。よろしいですか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 特になければ、お諮りしたいと思います。 

議案第53号について、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 53号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 



◎日程第 12「議案第 54号 芽室町中央公民館の設置及び管理条例施行規則中一

部改正の件」について 

○武田教育長 日程第 12「議案第 54号 芽室町中央公民館の設置及び管理条

例施行規則中一部改正の件」について、説明願います。 

   社会教育係長。 

○大石社会教育係長 日程第 12 議案第 54号「芽室町中央公民館の設置及び

管理条例施行規則中一部改正の件」について説明いたします。 

   議案の 27ページになりますが、このたび新年度から芽室町中央公民館

のほうに通信カラオケ機器を新たに借り上げで整備することから、中央

公民館の設置及び管理条例施行規則の一部を改正しようとするものとな

ります。 

   29ページの新旧対照表のほうで御説明をいたします。 

   現在、別表のほうになりますが、放送機材のほうにマイク、プレーヤ

ー、カセットというところの後ろに通信カラオケ機器を加えるという形

で改正を行います。 

   金額的には、今までどおりの金額で、新たに通信カラオケ機器という

文言を追加する形となっております。 

   この通信カラオケ機器につきましては、借り上げではあるのですが、

この本体だけ、マイクだけでもワイヤレスマイクがついておりまして、

マイクとアンプがついているものですから、それだけでもマイクとして

使えるということもありまして、今回、備考欄に通信カラオケ機器とい

う文言を追加する形で整備をいたしております。 

   説明は以上となります。 

○武田教育長 説明が終わりましたので、これにつきまして質疑があればお

受けしたいと思います。 

   文化協会のほうから、通信カラオケ設置の要望も一緒に上がったとい

うこともあって、新年度の予算の中で要求した中で追加ということにな

ります。 

○田口委員 これ、取り扱うのは、操作するのは利用者、それとも管理して

いる側。 

○武田教育長 社会教育係長。 

○大石社会教育係長 この取り扱いにつきましては、基本的には使用者のほ

うで使っていただくような形になります。 

一番最初につきましては、わからない場合は、一応指定管理者のほう

として、私たち職員のほうも使用方法の説明は聞いておりますので、この

ほうを教えながら使っていただくような形になるかと思います。 

○武田教育長 よろしいですか。 



（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 それでは、特になければお諮りしたいと思います。 

議案第 54 号について、原案どおり決定することに御異議ありませんで

しょうか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 54号については、原案のとおり可決

をいたしました。 

 

◎日程第 13「協議案第６号 芽室町奨学金貸付条例の一部改正の件」について 

○武田教育長 日程第 13「協議案第６号 芽室町奨学金貸付条例一部改正の

件」については、その他公開することにより、教育行政、または円滑な

運営に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

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」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が終了いたしましたけれども、委員の皆

さんから何かございますか。ありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 事務局からは何かありませんか。 

（「はい」と発する声あり） 

○武田教育長 なければ、今後の日程について説明を願います。 

○      今後の日程について、本日、配付の資料に基づいて説明いた

します。 

   ４月教育委員会会議ですけれども、４月 25日、木曜日、16 時から中央

公民館２階図書資料室で行う予定となっております。 

   その他ですけれども、本日、この後 18 時から２階講堂で、平成 30 年

度退職、転任、校長、教頭慰労激励会が行われます。 

   ４月３日、芽室町立小中学校教職員事例伝達式を 13 時 30 分から公民

館２階の講堂で行い、同じく 18 時からは、平成 31 年度転入、校長、教

頭激励会を行います。 

   ４月８日、９日につきましては、各小中学校の入学式が行われますの

で、別紙御参照ください。 

   ４月 25日、木曜日、４月の教育委員会会議の終了後ですけれども、18

時から教育委員会事務局職員歓送迎会を一応、公民館２階の講堂で予定

しております。 



   以上です。 

○武田教育長 今後の日程等については、スケジュール、調整よろしくお願

いしたいと思います。 

   それでは、以上をもちまして、本日の全ての日程が終了しましたので、

第 18回の教育委員会会議を閉じたいと思います。 
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