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芽室町教育委員会 



会 議 録 

 

令和元年５月 27日第２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０１分 

 

○閉会時間   １６時３７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 

社会教育係長            大 石 秀 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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４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５号  芽室町奨学金貸付の件（非公開） 

日程第６ 議案第９号  教育委員会委員の学校訪問実施の件 

日程第７ 議案第 10号 令和元年第１２地区教科書採択教育委員会協議会委員 

代理選任の件 

日程第８ 議案第 11号 芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件 

日程第９ 議案第 12号 芽室町社会教育委員委嘱の件 

日程第１０議案第 13号 芽室町図書館協議会委員委嘱の件 

日程第１１議案第 14号 条例改正（芽室町奨学金貸付条例中一部改正）の議案

の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」 

○武田教育長 本日の委員会の出席は 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、改めて第 2回の教育委員会を開会いたします。 

   それでは、早速議事に入りたいと思います。 

   本日の議事日程については、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は、田口聡明委員とします。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

◎日程第 2「前会議録の承認」 

○武田教育長 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 日程第 3「教育長の報告」についてであります。 

   私からは芽室町議会定例会におけます定例会の予定について報告をい

たします。 

   初日は 6月 3日であります。18、19日が一般質問、最終日が 21日に決



定をしております。 

   通告には 4 日となっておりますので、一般質問があれば教育委員会の

臨時会議を 14日に開催をする予定でありますので、改めて御連絡したい

と思います。  

   次に、十勝管内教育委員会連絡協議会定例総会が 5月 13日に開催され

ました。西村職務代理と出席をしております。 

   今年度、役員改正の年でありましたので、役員メンバーどおりの改正と

なっておりますけれども、基本的には変わらないということであります。

昨年度の途中で会長、副会長とも大きく体制が変わって間もないという

こともありますので、ほとんど再任となっております。 

    ただ、陸別町の教育長が 5 月 8 日付で退任をされましたので、後任の

東北部ブロック代表として本別町の佐々木教育長が選任をされておりま

す。そのほかの委員については全て再任となっております。 

    また、次に 5月 22日に発生しました学校給食の異物混入でありますけ

れども、児童生徒、保護者等に大変御迷惑をおかけし、教育委員の皆さん

にも御心配をおかけしたことをおわび申し上げております。 

    後ほど、担当課長のほうから協議会の中でお話があると思いますけれ

ども、発生直後の学校現場に対応するとともに、翌日 23日には保護者へ

のおわびなどの文書配付。そして、臨時の校長会議を開催し、経過報告を

行っております。 

    また、本日、議会の合同委員会で、今後の対応を含めて報告をしたとこ

ろであります。 

    今後とも安全管理に務めながら、安全・安心な給食の提供に取り組んで

まいります。 

   私からは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主なものについて、御報告をさ

せていただきます。2点について御報告をさせていただきます。 

   5月 21日ですけれども、第 2回の厚生文教常任委員会が行われまして、

出席をしております。ここでの調査事項は、奨学金の条例の改正について

ということで、その条例改正にかかわる内容につきましては、特に質問等

はございません。制度に関するものは幾つか質問がありましたけれども、

今回の改正に関する部分での質問はございませんでした。 

   続きまして、5 月 23 日ですけれども、学校運営協議会、合同会議とい

うことで、上美生につきましては小中一つの合同協議会ということで、そ

れ以外の小中合わせまして六つの協議会の合同会議を当日は開催をして



おります。 

   本町としての進めるコミュニティスクールのあり方ですとか、熟議も

皆様にやっていただき、その後、各学校ごとに、第１回目の運営協議会を

開催しております。 

   なお、本日配付をさせていただいております芽室町コミュニティスク

ールの通信にて、そのときの写真なども少し載せたものを配付させてい

ただいておりますので御参照いただければと思います。 

   以上です。 

○武田教育長 社会教育課長。 

○日下社会教育課長 社会教育課所管事業についてであります。 

   4月 26日にＰＴＡ連合会の総会。27日には文化協会の定期総会にそれ

ぞれ出席をしてございます。 

   次のページにいきまして、5 月 14 日には芽子連の総会に出席しており

ます。また、15 日には芽室柏樹学園の入園式が開催され、本年は 182 名

の入園生でございました。 

   また、5 月 20 日青少年健全育成協議会の総会にそれぞれ出席してござ

います。 

   以上です。 

○武田教育長 ただいまの報告に関して何か質疑等ございますでしょうか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 それではないということでありますので、議件に入らさせて

いただきます。 

 

◎日程第 4「報告第 4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 日程第 4「報告第 4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 4第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まして、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します。 

 1ページをご覧いただきたいと思います。 

 今回の認定につきましては、4 月の教育委員会議で、認定保留世帯と

なっておられました家庭について、本町での認定を行ったものでござい

ます。 

 この方につきましては、保護者自体が町外にお住いの方で、お子さんに



ついては祖父母宅に今おられるのですけれども、保護者への援助という

ことで、現在住んでおられる町外の自治体に申請をしているというよう

なところも確認が取れなかったところがございまして、その辺、手続的に

当該自治体とも連絡を取りまして、最終的に本町のほうで申請を認定す

るということで確認を取りましたことから今回、その方については認定

保留を解除いたしまして認定をしております。 

 内訳につきましては表のとおりでございます。その方を含めまして、5

月 15日現在の総括表が 2ページとなっております。 

 申請世帯につきましては、先月と変わっておりません。認定保留世帯が

なくなりまして、認定世帯といたしまして 155世帯。要保護が２世帯、準

要保護が 153世帯で、内訳は記載のとおりです。 

 また、準要保護認定者につきましても小学校、中学校、それぞれ表のと

おりですけれども、先月に比べまして小学校で児童二人が増えておりま

す。全体で 237人ということで、この準要保護の部分だけで申し上げます

と、5月 1日現在の児童生徒数の割合でいきますと 13.5％の認定率となっ

ております。 

 以上で、報告を終わります。 

○武田教育長 ただいま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。 

 特にございませんか。よろしいですか。 

（「ございません」と発する声あり） 

○武田教育長 特になければ、報告第 4 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 5号芽室町奨学金貸付の件(非公開)」 

○武田教育長 次に、日程第 5「報告第 5号芽室町奨学金貸付の件」につきま

しては、公開することにより個人の権利を侵害す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。 

（「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 6「議案第 9号教育委員会委員の学校訪問実施の件」 

○武田教育長 日程第 6「議案第 9号教育委員会委員の学校訪問実施の件」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 6「議案第 9号教育委員会委員の学校訪問実施の

件」について、御説明をさせていただきます。 

   教育活動及び教育環境の実情や、教育現場の現状を把握することを目

的といたしまして、例年実施しております教育委員会委員の学校訪問実

施について御検討いただこうとするものでございます。 

   8ページをご覧願います。 

   今回の学校訪問につきましては、委員の皆様に事前に日程等、また学校

側の日程等も確認をさせていただき、記載のとおり 6月 25日に芽室西小

学校、午後からですね、7月 1日には上美生中学校、小学校、芽室南小学

校の 3校。7月 5日につきましては芽室小学校、西中学校、芽室中学校の

3校を予定しております。 

   訪問のスケジュールについては記載のとおりでございます。各学校と

も、大体訪問時間 80分を予定しておりますけれども、その中では子供た

ちの、児童生徒の様子もということで授業参観を 40 分から 45 分程度充

てるように考えております。 

   9ページにありますとおり、2といたしまして訪問者につきましては教

育長以下教育委員の皆さん 5 人と、事務局職員 5 人を予定をしておりま

す。 

   また、3にありますとおり、説明を受ける内容等についても学校経営の

理念、方針ですね。それから、確かな学力の育成、豊かな心と健やかな体

の育成による、また信頼される学校づくりということで説明を受けます。 

   そして、さらに訪問時間の中で授業参観もさせていただくということ

で進めさせていただきます。 

   また、事前にこの学校経営計画ですとか上記に関する説明資料につき

ましては、訪問する前に各委員さんにそれぞれ事前配付をさせていただ

き、進めていきたいというふうに考えております。 

   以上のように実施したく考えておりますので、よろしく御審議のほど

お願いいたします。 

   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。 

   何かございますか。 

〇山口委員 一ついいですか。 

   ＣＳもスタートしたと思うのですけれども、何もまだ進行はしていない

のかもしれないですけれども、その学校ごとのＣＳの進行状況みたいなも

のを教えていただけたらなと思うのですけれども、この訪問時に。 

○武田教育長 学校教育課長。 



○松浦学校教育課長 コミュニティスクールにつきましては、先ほどの事務

報告でもありましたとおり、まだ 1回目の本当に合同の会議をして、顔合

わせ的な会議を始めた状況でございまして、具体的にはこの後 2 回目以

降の会議をそれぞれ進めていくという状況だと思っております。 

   ただ、一部学校におきましては、もう会長さんたちとの打ち合わせをし

て、その校区のボランティアの方を募集していきたいなどというような

お話まで進んでいるとは思いますけれども、今回ちょっとまだ始まって

すぐだったものですから、そこまでの状況について説明を求めるという

のも、なかなかまだ学校側としても状況が、1回目しかまだやっていない

状況の中だったものですから、そこまで求めておりませんけれども、もし、

その訪問の際に地域とともにある学校づくりという意味では、信頼され

る学校づくりの中で、委員の皆様からその辺、例えばどんな状況かという

ようなことで御質問等も少しいただければと思います。 

○武田教育長 よろしいですか。そのほかにありませんか。 

○西村教育長職務代理者 ちょっと時間が短いかなという気がしますけれど

も、なかなかこの日程しかとれないということなので、よろしいと思いま

す。 

○武田教育長 2回目もありますので。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、議案第 9 号について、議案どおり決定するこ

とに御異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 9 号については原案どおり可決をい

たしました。 

 

◎日程第 7「議案第 10号令和元年度第 12地区教科書採択地区調査委員会委員推

薦の件」 

○武田教育長 日程第 7「議案第 10号令和元年度第 12地区教科書採択地区調

査委員会委員推薦の件」については、公開することにより個人の権利を侵

害するおそれが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。 

（「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 11号芽室町学校給食運営協議会委員委嘱の件」 

○武田教育長 次に、日程第 8「議案第 11 号芽室町学校給食運営協議会委員



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 11 号芽室町学校給食運営協議会委員

委嘱の件」について、御説明をさせていただきます。 

   今回の委嘱につきましては、12 ページにございます。委員名簿がござ

いますけれども、芽室中学校の保護者の委員についてですね、変更がある

ということで推薦をいただきまして、協議会の委員名簿、4 月 27 日付と

なっておりますけれども、新たに、中捨由香さんを委員として委嘱をしよ

うとするものでございます。 

 本町の規則にありますとおり、13 ページの協議会組織とありまして、

その第 8 条の 2 項にありますとおり、委員の任期は 2 年として、補充委

員の任期は前任者の在任期間となっております。 

第 8 条の 1 項でありますとおり、委嘱については教育委員会が行うと

いうふうになっておりまして、中捨由香さんにつきましては平成 31 年 4

月 27 日から令和 2 年 5 月 31 日までの任期で、この後委嘱をさせていた

だきたいというふうに御提案をさせていただきました。 

   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。 

   よろしいですか。 

（「ありません」と発する声あり） 

○武田教育長 特になければ、お諮りいたします。 

   議案第 11号について、原案どおり決定することで御異議ありませんか。 

（「異議なし」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 11号については原案どおり可決をい

たしました。 

 

◎日程第 9「議案第 12号芽室町社会教育委員委嘱の件」 

○武田教育長 次に、日程第 9「議案第 12 号芽室町社会教育委員委嘱の件」

について、説明を願います。 

   社会教育課長。 

○日下社会教育課長 日程第 9「議案第 12 号芽室町社会教育委員委嘱の件」

について、御説明をさせていただきます。 

   芽室町社会教育委員設置条例第 2 条及び第 4 条の規定に基づき、委員

を委嘱しようとするものでございまして、14ページをお開きください。 

   小澤一記氏、以下 12 名の方で、新規は 5 人、再任が 7 名、計 12 名で

ございます。これら 12 名の方については、令和元年 6 月 1 日から令和 3



年 5月 31日までの任用期間としようとするものでございます。 

   以上 12名の委嘱について御提案をさせていただきます。 

○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。 

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 12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。 

（「異議なし」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 12号について原案どおり可決をいた

しました。 

 

◎日程第 10「議案第 13号芽室町図書館協議会委員委嘱の件」 

○武田教育長 日程第 10「議案第 13号芽室町図書館協議会委員委嘱の件」に

ついて、説明を願います。 

   社会教育課長。 

○日下社会教育課長 日程第 10「議案第 13号芽室町図書館協議会委員委嘱の

件」について、御説明申し上げます。 

   芽室町図書館設置及び管理条例第 6 条第 2 項の規定に基づき、委員を

委嘱しようとするものでございます。 

   16ページをご覧ください。 

   大村篤志氏、以下 8名。新規 4名、再任 4名でございます。委嘱期間を

令和元年 6月 1日から令和 3年 5月 31日までとして委嘱をしようとする

もので、御提案させていただきます。 

○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。 

   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 13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。 

（「異議なし」と発する声あり） 

○武田教育長 異議なしと認め、議案第 13号については原案どおり可決をい

たしました。 

 

◎日程第 11「議案第 14号条例改正(芽室町奨学金貸付条例中一部改正)の議案に



対する意見申し出の件」（非公開） 

○武田教育長 次に、日程第 11「議案第 14 号条例改正(芽室町奨学金貸付条

例中一部改正)の議案に対する意見申し出の件」につきましては、教育事

務に関する議会の議決について、町長の意見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、本日予定していた議事日程は全て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せんか。 

（「なし」と発する声あり） 

○武田教育長 事務局から何かありませんか。 

（「なし」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。 

○中田学校教育課総務係長 本日配付の今後の日程についてでございます。 

6 月教育委員会会議ですが、臨時会として 6 月 14 日金曜日の 16 時か

ら、中央公民館 1 階図書室で行います。定例会議ですけれども、6 月 25

日火曜日、15時から公民館 2階、図書資料室で行います。 

その他でございますが、5月 29日水曜日、チャレンジデー2019が行わ

れます。6月 1日土曜日、芽室小学校、西小学校、南小学校及び上美生小

中学校合同運動会が行われます。6 月 17 日月曜日には、トレーシー市訪

問団交流会が 18 時 30 分に行われます。6 月 21 日金曜日、全町ゲートボ

ール大会練習及び懇談会ということで、記載のとおり芽室町健康プラザ

等で行われます。6 月 25 日火曜日は、先ほども御説明いたしました教育

委員会委員による学校訪問として西小学校を午後訪問いたします。6月 30

日日曜日、第 39回全町ゲートボール大会が芽室南公園運動広場で行われ

ます。7月 1日と 5日につきましては、教育委員会委員による学校訪問と

いうことで、記載のとおり実施いたします。7月 11日木曜日、第 56回北

海道市町村教育委員研修会が札幌市教育文化会館で実施される予定と

なっております。 

以上です。 

○武田教育長 スケジュール等、いろいろと行事が入っていますけれども、ス

ケジュール調整等よろしくお願いいたします。 

   それでは、以上をもちまして、第 2 回教育委員会会議を閉じたいと思

います。 

 



 

会議録署名  教育長       武 田 孝 憲 

 

会議録署名  委員        田 口 聡 明 

 


