
 

 

平成26年第10回教育委員会会議議事録 

 

１ 開催日時  

平成26年９月30日(火) 午後３時00分～午後４時10分 

 

２ 開催場所  

教育委員会会議室 

 

３ 出 席 者  

教育委員 委 員 長     沖田 道子 

職務代理     小尾 一彦 

委  員     瀧本 洋次 

委  員     早津 聡子 

教 育 長     飯田 晴義 

事 務 局 教育部長     森 範康  

学校教育課長   川瀬 康彦 

生涯学習課長   澤部 紀博 

図書館長     林 隆則 

給食センター所長 坂口 惣一郎 

総務係長     向井 克久 

学校教育係長   守屋 敦史 

学校教育推進員  吉村 泰之 

        

４ 議  事  

議案第42号 幕別町教職員住宅管理規則の一部を改正する規則 

 

議案第43号 第５期幕別町総合計画３カ年実施計画の提出について 

 

議案第44号 幕別町いじめ防止基本方針（案）について 

 

議案第45号 幕別町教育委員会事務局職員の任免について 

 

議案第46号 要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定について 

 

５ 議事概要 次のとおり 

  沖田委員長 ただ今から、第10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あります。 

     日程第１会期の決定についてお諮りします。本日一日限りとすることに、ご異議あり 

    ませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 会期は本日一日限りと決しました。 

     次に、日程第２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、

１番瀧本委員、５番飯田委員を指名いたします。 

     次に、日程第３前回会議の承認でありますが、第９回教育委員会会議について、別紙

議事録のとおりでご異議ありませんか。 



 

 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、第９回教育委員会会議を承認します。 

     次に、日程第４事務報告について、お願いいたします。 

  教育部長（森 範康） 平成26年第３回町議会定例会の一般質問につきまして、ご報告いた

します。別紙の一般質問答弁書をご覧ください。 

     ９月３日に開会いたしました第３回町議会定例会におきまして、議員20人中10人が一

般質問を行いました。教育委員会に対しましては、９月９日に３人、翌10日に１人、計

４人の議員から質問がありました。 

     通告順１番の小島智恵議員からは、「いじめ・体罰問題と毎月19日『まくべつ教育の

日』について」と題し、いじめの件数、いじめ防止対策基本法施行後の問題点、教育の

日の現状、体罰が起きた理由及び教員の処分のあり方についてを問うものでありました。

なお、再質問の中で、小島議員から、教科書で頭を叩くという行為は教員には物を大切

にするという意識は無いのかという発言がありました。 

     次に、芳滝仁議員からは、「財政関与団体に対する町の対応について」と題し、指定

管理者として、幕別町百年記念ホールの管理運営を行っているＮＰＯ法人まくべつ町民

芸術劇場に対する教育委員会の関わりや指示の状況についてを問うものでありました。 

     次に、藤原孟議員からは、「不登校・ひきこもりの実態調査について」と題し、不登

校の児童生徒の数、ひきこもりの人の就労に向けて、秋田県藤里町を例とする、中間的

就労の場を設置する考えはないかを問うものでありました。 

     次に、東口隆弘議員からは、「出生数増加に対する方策について」と題して、保育所

の保育料及び学校給食費について、第２子及び第３子の負担軽減を図る考えはないかを

問うものでありました。 

     詳細につきましては、お手元の答弁書のほか、再質問等の内容につきましては、町ホ

ームページの議会中継録画をご覧いただければと思います。 

     事務報告は以上でございます。 

  沖田委員長 事務報告につきまして何か質疑等ございますか。 

     （ありません） 

     次に、日程第５議案第42号幕別町教職員住宅管理規則の一部を改正する規則について、

説明を求めます。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 議案第42号幕別町教職員住宅管理規則の一部を改正する規則

について、ご説明を申し上げます。 

     議案書は１ページであります。今般の改正は、教員住宅の住宅料を改めようとするも

のであります。住宅料の改正につきましては、幕別小学校教頭住宅のリフォーム工事が

完了したことに伴うものであります。教員住宅の住宅料につきましては、従来から工事

費の800分の１と設定しておりますことから、リフォーム工事費2,516,400円の800分の１

に相当いたします3,100円を現行の住宅料に加えるものであります。 

     別紙の議案第42号説明資料、幕別町教職員住宅管理規則の一部を改正する規則新旧対

照表をご覧ください。別表の建物番号18の項中「6,500」とありますものを「9,600」に

改めるものであります。 

     議案書にお戻りいただきたいと思います。附則において、「この規則は、平成26年10

月１日から施行する。」と定めるものであります。 

     説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

  沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

     （ありません） 

  沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第42号について、原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。 



 

 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、議案第42号については、原案どおり可決いたしました。 

     次に、日程第６議案第43号第５期幕別町総合計画３カ年実施計画の提出について、説

明を求めます。 

  教育部長（森 範康） 議案第43号第５期幕別町総合計画３カ年実施計画の提出について、

ご説明申し上げます。 

     議案書の２ページから５ページであります。例年、この時期に、各部や課におきまし

て、総合計画の施策を具体的に推進するため、今後３年間の事業について実施計画を策

定し、町企画室に対し事業内容を説明し、予算要求をしているところであります。 

企画室では、町総合計画との整合性や町長公約、今後の財政状況、これまでの議会答

弁や公区からの要望対応など、多方面から査定するものであり、今回は平成 27年度から

29年度までの３カ年となります。教育委員会関係分は、３年間で 23事業でありますが、

今回初めて要求する事業には、事業名の先頭に、新規と表記しており、６事業でありま

す。 

本日は、平成 27 年度に計画をいたしました 21 事業につきまして、説明をさせていた

だきます。 

２ページになります。はじめに、学校教育課の関係であります。１番の小中学校等整

備事業 21,388千円であります。札内中学校校長住宅及び札内南小学校教頭住宅のリフォ

ーム、学校カーテン更新事業、学校敷地内の樹木更新工事、白人小学校防水補修工事、

札内北小学校下水道負担金などであります。 

次に、新規事業、札内南小学校増築事業 44,258千円であります。札内北栄町及び桂町

の新築住宅の建設に伴い、平成 27 年度以降も新１年生の増加が見込まれますことから、

教室２つを増築するものであります。 

次に、新規事業、学校屋内運動場落下物防止対策事業 83,881千円であります。地震に

よる落下物の被害を防止するため、文部科学省の指針による診断を行った結果、全小中

学校の照明器具及びバスケットゴール等の落下防止工事を行うものであります。 

次に、小・中学校屋内運動場改修事業 23,296千円であります。札内中学校屋内運動場

につきましては、昭和 50 年の建設以来、改修を行っておらず、床板の痛み、釘の突出等

が発生していますことから、床の全面張り替えを行うものであります。 

次に、小中学校大規模改修事業 7,992 千円であります。幕別小学校校舎につきまして

は、昭和 52年に建設以来、老朽化が進んでおりますことから、大規模改修に向けた設計

を委託するものであります。 

３ページになります。７番の教育用コンピュータ整備事業 11,920千円であります。コ

ンピュータは、８年経過したものを更新する計画としており、平成 27年度は、忠類中学

校及び白人小学校、合わせて 67台を更新するとともに、23年度から 26年度までに購入

したコンピュータの償還金であります。 

次に、スクールバス購入事業 22,500千円であります。忠類東部線を運行しているスク

ールバスにつきましては、平成 11 年に購入し、走行距離が 39 万キロメートルに達して

おりますことから更新をするものであります。 

次に、教師用指導書配備事業 18,000 千円は、平成 27 年度から小学校用教科書が新た

になりますことから、教師の円滑かつ充実した指導等に資するため、教師用指導書を購

入するものであります。 

次に、新規、学校ＩＣＴ環境整備事業 46,265 千円であります。平成 25 年６月に閣議

決定した、第２期教育振興基本計画におきまして、文部科学省は平成 26 年度から平成

29年度までを計画期間とした、教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画を策定し、21

世紀にふさわしい学校教育の実現を目指すとしたところであり、本町におきましても、

教科書や児童のノートを拡大して授業に活用できる実物投影機などのＩＣＴ機器のほか、

無線ＬＡＮの整備を進めるものであります。 

次に、生涯学習課の関係になります。11 番の百年記念ホール改修事業１億 62,078 千

円は、平成 26 年度から３か年計画で実施しております事業の２年目であり、平成 27 年

度は、舞台照明、音響設備のほか、屋上防水改修工事を行うものであります。 



 

 

４ページになります。新規事業、まなびや中里野外トイレ解体工事 431 千円は、元中

里小学校グランド内に設置いたしました野外トイレの老朽化が激しく、使用もされてい

ない状況にありますことから、これを解体撤去するものであります。 

次に、町民プール上屋シート改修工事、61,767千円であります。幕別プールの上屋シ

ートにつきましては、平成５年度の建設以来、劣化による亀裂や破損の補修をしてきた

ところでありますが、全面交換の必要性が高まってきましたことから、更新をするもの

であります。 

次に、新規事業、野球場整備事業 8,176千円であります。平成 11年度に供用開始をし

ました運動公園ソフトボール球場につきましては、内野グランドの不陸整正及び土の入

れ替え、また野球場につきましては、内外野フェンスに設置しております防護クッショ

ンが劣化してきておりますことから、塗装をすることによる長寿命化を図るものであり

ます。 

次に、農業者トレーニングセンター改修工事 47,975千円は、昭和 58年の建築以来 31

年が経過し、外壁の破片落下、窓ガラスシーリングの劣化による雨水の侵入など、老朽

化が著しいことから改修を行うものであります。 

次に、新規事業、札内スポーツセンターテニスコート改修工事 10,779千円は、平成２

年度の供用開始以来 24年が経過し、コート表面を覆う表層トップ層の全面に細かなひび

割れが生じておりますことから、下層への影響が出る前に表面のすべてを貼り直し、長

寿命化を図るものであります。 

次に、札内東町民プール建替事業 9,051千円は、平成 28年度に札内東中学校敷地内に

建設を予定しておりますプールの実施設計委託料であります。 

次に、忠類町民プール温水器設備更新事業 5,020 千円は、平成４年度に設置しました

ボイラーを更新するものであります。 

次に、図書館であります。図書館整備事業 9,750 千円は、図書館本館の上屋からの雨

漏りが生じているため、防水工事を行うものであります。 

次に、図書館機器更新事業 5,050千円は、平成 25 年度に導入しましたカメレオンコー

ド及びホームページ更新に関わるシステム購入費の償還金であります。 

５ページになります。次に、給食センターであります。給食センター備品等更新事業、

幕別分 22,303千円であります。平成９年度に購入した食缶洗浄機のほか、箸ケース、野

菜切機の更新をするものであります。 

次に、忠類分 2,625 千円、プレハブ及び調味料用の冷蔵庫導入以来、耐用年数を超え

ておりますことから、更新をするものであります。 

以上でありますが、年度別計のとおり総事業費は、平成 27 年度は６億 24,435 千円、

28年度６億 24,435千円、29年度８億 70,986千円と、教育施設の老朽化等に伴う更新工

事により事業費が増大する傾向にあります。 

なお、今後ヒアリングを受けたのち、11月に内示となりますので、その結果につきま

しては、教育委員会会議で報告をさせていただきます。 

説明は以上であります。ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

  沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

  早津委員 10番の新規事業、学校ＩＣＴ環境整備事業なのですけれども、これは全ての学校

が同時に行われるのでしょうか。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 目標としては、全学校として考えておりますが、既に小規模

校については行われているところがございますので、その他の学校も一緒にということ

であります。 

  沖田委員長 ２の札内南小学校増築事業についてですが、一昨年に増築したときに、２階の

部分も増築という計画だったのですが、町側から、予算がないので１階部分だけという

ことだったと思うのですが、今回新しく増築するのであればどこになるのか、それと２

年くらいで増築することになったことは予想ができなかったのか、また増築となると予

算が余計にかかってしまったということなので、今後は同じようにならないように町側



 

 

に強力に要望して欲しいし、町側もしっかり考えてやっていただきたいというふうに思

います。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 増築した部分と従来の校舎の間にある渡り廊下は10メートル

ありますので、増築となれば渡り廊下の両側、南北の部分くらいしかないのかなという

ところであります。ここも、消防法だとかをもっと考えていかなければならないところ

でございます。 

     次に、札内南小学校の児童数ですが、今は19学級で１年生の教室をプレイルームに増

築したところで、来年度も１年生が４学級となると20学級になり、１学級どこかに増築

を行わなければならないところですが、もう１度、児童数の推移を精査して、今後、増

築を重ねないようにしていかなければならないと思っているところであります。 

  沖田委員長 平成29年度から始まる大規模改修との絡みもあると思いますのでよろしくお願

いいたします。 

  飯田教育長 児童数の推移について、もう少し詳しく説明してください。 

  総務係長（向井 克久） ５月１日現在で札内南小学校の通学区域内にいる、新１年生児童

数でありますが、平成27年度には108人、28年度も108人、29年度は104人、30年度は118

人、31年度については85人、32年度については78人となりますが、31年度以降について

は、増減はこれからでてくるのかと思います。８月10日現在では、平成27年度に入学す

る児童については、113人まで増えております。それから、数日前に、２人、通学区域外

に転出した方がいるというような状況でございます。 

     この内、三角地帯から札内北学校を選択する方もいるかと思いますが、昨年度の状況

を考えると、あまり多くはいないのかなと思います。それから、特別支援学級にいく方

もいるかと思います。１年生と２年生については、少人数学級、35人学級となりますの

で、105人を超えた時に４学級になりますので、そこが増築のボーダーラインになります。 

     以上です。 

  飯田教育長 今、説明があったように、学校の選択地域があること、特別支援学級の絡みが

あることから、ここは本当に微妙な数字です。これが明らかにもっと多い数字だと、増

築するぞというふうになるのですが、今の数字だと本当に微妙なところで、増築したけ

れども、実は３学級になったから増築が必要なかったというふうになりかねないので

我々としても強く要望しきれないというところであります。 

  小尾委員 以前、札内南小学校を視察したときに見たのですが、１年生が北側の教室を利用

しているわけですけれども、１年間、北側の教室で授業を受けるのか、保護者から不満

はでていないのでしょうか。 

  教育部長（森 範康） プレイルームを半分使って、普通教室にして始業式に間に合わせた

と聞いておりますが、不満がでているという話は伺っておりません。また、１年間そこ

の教室で授業を受けると認識しております。 

  飯田教育長 子どものストレスだとかについては、何も話はでていないのでしょうか。 

  教育部長（森 範康） プレイルームを半分潰したことで、子ども達のストレスが懸念され

ていたところでしたが、中庭にあった鶏小屋を現在は使っていないということで撤去し、

整備したうえで、そこに子ども達の遊びの場を設けたところです。 

  沖田委員長 お諮りいたします。議案第43号について、原案のとおり可決することにご異議

ありませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、議案第43号については、原案どおり可決いたしました。 

     次に、日程第７議案第44号幕別町いじめ防止基本方針（案）について説明を求めます。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 議案第44号幕別町いじめ防止基本方針（案）についてご説明

を申し上げます。 



 

 

     議案書は６ページであります。今般、幕別町いじめ防止基本方針について、別添にあ

ります（案）のとおり決定しようとするものであります。 

     別添資料の幕別町いじめ防止基本方針（案）をご覧いただきたいと思います。去る、

９月24日、教育委員会勉強会において、委員皆様に対しまして、完成前でありましたが、

町いじめ防止基本方針（案）を示し、皆様からのご意見をいただいたところであります。

その後、頂戴いたしましたご意見を参考とさせていただきながら、また、さらに国の推

進法や国の基本方針を参考に、町独自の施策を織り交ぜながら修正をし、町いじめ防止

基本方針（案）を、本日の会議に提案させていただきましたことを、ご理解いただきた

いと思います。 

     また、この基本方針案におけます文章の末尾の表現、例えば、「ものとする」、「大切で

ある」、「重要である」、「必要である」等の表現につきましては、全体を見たときに、統

一性に欠ける部分がありますことから、本日は、委員皆様におかれましては、この方針

案の全体的な趣旨をご理解いただくこととさせていただき、会議終了後に、事務局で整

理をさせていただき、再度、委員皆様にお配りさせていただきますことを、ご了解いた

だきますようお願いいたします。 

     それでは、町いじめ防止基本方針（案）の内容について説明をいたします。表紙の裏

ページをご覧ください。「はじめに」とありますが、幕別町子どもの権利に関する条例に

鑑み、国のいじめ防止対策推進法等を参酌しながら、町のいじめ基本方針を策定し、取

り組むこと示しているものであります。 

     次に、「１いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項」についてであ

ります。１ページとなります。はじめに、「１いじめの防止等の対策に関する基本理念」

であります。ここでは、国のいじめ防止対策推進法第３条の基本理念を準用し、町の基

本理念を定めているところであります。 

     次に、「２いじめの定義等」につきましては、いじめ推進法第２条の定義や国のいじめ

の防止等のための基本的な方針を準用して定義付けをしているものであります。 

     ２ページをお開きください。「３いじめの理解」、「４いじめの防止等に関する基本的な

考え方」についてであります。ここの項目につきましても、国のいじめの防止等のため

の基本的な方針を準用しており、特に、「４いじめの防止等に関する基本的な考え方」で

は、「(１)いじめの防止」、「(２)いじめの早期発見」、「(３)いじめへの対処」、「(４)学校・

家庭・地域・関係機関の連携」について、町の考え方も含めまして定めるものでありま

す。 

     次に、４ページ上段となりますが、「２いじめの防止等のために町が実施する主な施

策」についてであります。４ページから５ページです。はじめに、「１いじめ防止基本

方針の策定と組織の設置等」についてであります。ここでは、「(１)いじめ防止基本方

針の策定」と「(２)いじめ防止等の対策のための組織の設置等」の２つに大別しており

ます。 

     １つ目の「(１)いじめ防止基本方針の策定」につきましては、町は、法第 12条の規定

に基づき、幕別町いじめ防止基本方針を策定、公表し、必要に応じて内容の見直しを行

うものとしております。 

     ２つ目の「(２)いじめ防止等の対策のための組織の設置等」につきましては、４ペー

ジとなりますが、いじめ問題対策連絡協議会を、すなわち、町は法の規定に基づき、条

例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所等の関係者により構成される

いじめ問題対策連絡協議会を置くことができるとしております。イ 教育委員会の附属

機関でありますが、教育委員会は、町の基本方針に基づく、いじめの防止等のための対

策を実効的に行うようにするため、法の規定に基づき、附属機関を設置するとしており、

併せまして、いじめの重大事態が発生した場合の事実関係を明確にするための調査を行

う組織を兼ねるとしております。また、附属機関の委員には、専門的な知識及び経験を

有する第三者等を委嘱し、公平性・中立性を確保するものとしております。ウ 重大事

態の調査を行う町長の附属機関につきましては、町長は、必要があると認めるときは、

法第 30 条第２項の規定により、附属機関を設けて調査を行うなどの方法により、法第



 

 

28項第１項の規定による調査の結果について調査を行うことができるとしております。 

     次に、４ページの下段になりますが、「２教育委員会が取り組む主な施策」について

であります。ここでは、「(１)いじめの防止」、「(２)いじめの早期発見」、「(３)い

じめの対処」、「(４)学校・家庭・地域・関係機関の連携」の４項目を立て、主な施策

を示しているところであります。 

     ４ページ下段の「(１)いじめの防止」では、ア いじめ防止等に関するいじめ防止啓

発標語の募集等の啓発活動を、イ 携帯電話などによるいじめ等を防ぐため、文部科学

省等から提供された資料の配布を、ウ 各学校にスクールカウンセラー等の相談員を配

置・派遣を、エ いじめ問題に関する学校としての認識や対応についての点検表の活用

を、オ ハイパーＱＵ検査の活用を、カ スクールガードの見守りを示しております。 

     ５ページになりますが、「(２)いじめの早期発見」では、ア 道教委が実施するいじめ

アンケート調査の有効活用を、イ 各学校にスクールカウンセラー等の相談員の配置・派

遣を、ウ いじめ問題に関する学校としての認識や対応についての点検表の活用を、エ 

インターネット上のいじめ対策として、道教委が実施するネットパトロールの情報活用を、

オ 電話相談窓口である、まっく・ざ・まっく心の相談室の周知を示しております。 

     また、５ページの中段の「(３)いじめへの対処」では、ア スクールカウンセラーや心

の教室相談員等を配置・派遣、イ いじめ問題に関する学校としての認識や対応について

の点検表の活用、ウ 児童等や保護者からいじめに係る相談、報告等を受けたときは、学

校に対し、いじめの解消に向けた迅速な対応等を指示・指導すること、エ いじめの事実

が明らかになった場合には、直ちに必要な調査を実施し、スクールカウンセラー等を派遣

するなど、学校の対応を支援すること、オ 幕別町立学校管理規則第46条の２の規定に基

づく出席停止等、適切な対応、カ いじめが起こった場合の対応方法や各種相談窓口等に

ついて、保護者への情報提供に努めることを示しております。 

     「(４)学校・家庭・地域・関係機関の連携」では、ア 毎月19日のまくべつ教育の日を

活用、いじめの防止等の対応に資する連携づくりを推進すること、イ 子ども交流施設ま

っく・ざ・まっくにより、必要な支援に取り組むことを示しております。 

     次に、「３いじめの防止等のために学校が実施すべき主な施策」についてであります。 

     ６ページから８ページです。はじめに、６ページ上段の「１学校いじめ防止基本方針の

策定と組織の設置等」についてであります。ここでは、学校いじめ防止基本方針の策定と

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置について、示しております。 

     まず、「(１)学校いじめ防止基本方針の策定」では、ア 学校は、学校いじめ防止基本

方針を策定の上公表し、必要に応じて見直しを行うとしております、イ 学校基本方針に

は、いじめの防止等への取組等のいじめ対策の方針について定めるとしています、ウ 学

校基本方針の策定に当たっては、児童等や保護者・地域の方の意見を聴くとしています。 

     次に、「(２)学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置」では、ア 学校

は、法第22条の規定に基づき、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、校長は

じめ学校職員と外部有識者等により組織を設置し、重大事態が発生した場合は、調査を行

う組織を兼ね、当該有識者は第三者を委嘱し、公平性・中立性を確保するものとしており

ます。 

     次に、「２学校におけるいじめの防止等に関する取組」についてでありますが、「(１)

いじめを未然に防止するための具体的取組」では、ア 児童等の道徳性をはぐくむ、イ 

学校と家庭が一体となって児童等の道徳性をはぐくむ、ウ 約束や決まりを守るなどの規

範意識とともに自己有用感や自己肯定感をはぐくむ、エ 担当教職員等による定期的な教

育相談を実施するとともに、スクールカウンセラーや心の教室相談員等の積極的な活用、

オ ハイパーＱＵ検査を活用、カ 家庭や地域との連携の下、携帯電話等によるいじめや

トラブルなどを防ぐため、児童等への情報モラル教育の充実、家庭におけるルールづくり

など必要性を啓発することとしております。 

     次の、「(２)いじめを早期に発見するための具体的取組」では、ア いじめの実態把握

やいじめの防止等を図るため、道教委が実施するいじめアンケート調査のほか、適宜学校

独自の調査を実施する、イ 定期的に教育相談を実施するとともに、スクールカウンセラ

ー等による教育相談を実施する、 ウ 各種相談窓口の周知、家庭、地域、関係機関との

連携による情報の収集を図る、エ インターネットを通じて行われる、いじめへの対策と



 

 

して、道教委が実施するネットパトロールを活用し、不適切な書き込み等を発見した際は、

削除の依頼等、関係機関と連携・協力して適切な対応を図ることとしております。 

     次の、「(３)いじめに対応するための具体的取組」では、「①いじめの発見・通報を受

けたときの対応」、ア いじめと疑われる行為に気付いたときは、その場でその行為を止

める。学校として組織的に対応する、イ 発見・通報を受けた教職員は、校長に報告し、

報告を受けた校長は、直ちに法第22条に規定する組織を招集し、いじめの有無を確認する、

ウ いじめが明らかになった場合、校長は直ちに教育委員会に報告するとともに、被害・

加害児童等の保護者に対しても報告する、エ いじめの状況が犯罪行為と判断される場合

には、必要に応じて児童相談所、警察等の支援を求める、オ いじめ問題に関する学校と

しての認識や対応についての点検表を活用することとしております。 

     次に、７ページ下段、「②被害児童等及びその保護者への支援」では、ア 被害児童等

から事実関係の聴取を行う際は、個人情報の取扱い等プライバシーの保護には十分に配慮

すること、イ いじめが明らかになった場合、校長は直ちに当該家庭を訪問し、当該保護

者等の不安を取り除くこと、ウ 全職員による支援体制を構築すること、エ 再発防止に

向けた取組ともに被害児童等の心のケアについても組織的に継続することとしておりま

す。 

     次に、８ページ、「③加害児童等への指導及びその保護者への助言」では、ア いじめ

が明らかになった場合、校長は直ちに当該家庭を訪問し、事実関係について説明するとと

もに、問題を解決するための具体策を示して理解と協力を得ること、イ 加害児童等の指

導に当たっては、いじめは決して許されない行為であることを理解させ、当該児童等が抱

える問題にも目を向け、当該児童等の人格を根底から否定するような指導とならぬよう留

意すること、ウ 加害児童等に対しては、人格の形成を旨とする教育的配慮の下、必要に

応じて、幕別町立学校管理規則第46条の２の規定に基づき、出席停止を具申するなどの対

応をとること、エ 再発防止に向けた取組とともに加害児童等の心のケアについても継続

することとしております。 

     次に、「④いじめが起きた集団への働きかけ」では、ア いじめを見ていた児童等に対

しては、勇気を持って教職員や保護者等の第三者に知らせるよう指導する、イ はやし立

てるなど同調していた児童等に対しては、その行為がいじめに加担する行為であることを

理解させ、自らいじめを根絶しようという意識を持って行動するよう指導することとして

おります。 

     次に、９ページ、「４重大事態への対処」についてであります。「１重大事態の定義」

は、法第 28条第１項の重大事態について示しております。「(１)いじめにより、当該学

校に在籍する児童等の『生命、心身又は財産に重大な被害』が生じた疑いがあると認め

るとき。」、「(２)いじめにより、当該学校に在籍する児童等が『相当の期間』、学校を欠

席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」であります。 

     次に、「２重大事態の発生及び調査方法等」であります。「(１)重大事態の報告」は、

学校は、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は町長に報告するとしております。 

     「(２)調査の主体、組織、方法等」では、ア 法第 28条第１項における調査は、学校

又は教育委員会が主体となり、その際には教育委員会が決定すること、イ 教育委員会

が調査主体となる場合は、法第 14条第３項の規定に基づき設置される附属機関が調査を

行うこと、ウ 調査は、教育的配慮に基づき、児童等の人権や個人情報保護等に十分留

意したうえで、児童等や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査等により行うこと、

エ 調査は、事実関係を可能な限り明確にするため網羅的に行うこと、オ 調査の経過

及び結果については、適切に記録し、調査によって明らかとなった事実関係等の情報管

理には万全を期することとしております。 

     次に、９ページ下段から 10 ページになりますが、「(３)調査結果等の取扱い」につい

てですが、最後に「３調査結果の報告を受けた町長による調査及び措置」についてであ

りますが、「(１)重大事態に係る調査結果の報告を受けた町長は、必要があると認めると

きは、附属機関等を設けて調査を行うなどの方法により、法第 28条第１項の規定による

調査の結果について調査を行うことができるものとする。」、「(２)町長は、調査を行った

場合、児童等の人権や個人情報保護等に配慮した上で、その結果を議会に報告するもの

とする。」としているところであります。 



 

 

     説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

  沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

  小尾委員 ４ページの教育委員会が取り組む主な施策(２)のオになりますが、まっく・ざ・

まっく心の相談室の窓口というのはどのようなものなのでしょうか。これは常に在中し

ているのか、携帯電話に転送となっているのかどのようなかたちでしょうか。 

  学校教育係長（守屋 敦史） 今の段階では、原則的に開館時間のみとなっているのですが、

今後は24時間窓口等で検討をしていきたいと思っています。 

  小尾委員 ここの窓口に相談してきた子は、今までどのくらいいるのでしょうか。 

  教育部長（森 範康） 職員が通常勤務している時間帯に電話があれば、もちろん対応しま

すし、職員の自宅に相談室の電話回線を引いていて、そちらを周知して電話を受けられ

るかたちにしているところなのですけれども、例えば、保護者や子供が電話する時間帯

を考えると、夜中にかけるというのは、余程のことがないとかけてこないと思うので、

電話を受ける職員の負担も考えると、ある程度の時間設定を設けるような協議も必要か

と思います。 

     それから、これまでに相談を電話でしてきた数は把握しておりませんので、何かの際

に報告いたします。 

  沖田委員長 他に何かございませんか。 

     （ありません） 

  沖田委員長 お諮りいたします。議案第44号につきましては、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、議案第44号については原案とおり可決いたしました。 

     次に、日程第８議案第45号幕別町教育委員会事務局職員の任免については、人事案件

のため、また、議案第46号要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定について

は、プライバシー保護のため秘密会といたします。これにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  沖田委員長 異議なしと認め、秘密会といたします。 

 

  沖田委員長 秘密会を解きます。 

     その他何かございませんか。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 私の方から、北海道教育委員会が作成する、平成26年度全国

学力・学習状況調査北海道版結果報告書への市町村別結果の掲載参加について、お知

らせいたします。 

     過日、十勝教育局より、北海道教育委員会が作成する平成26年度全国学力・学習状況

調査北海道版結果報告書への市町村別結果の掲載参加について、要請がありました。 

     別紙の参考資料をご覧いただきたいと思います。内容につきましては、１枚目であ

りますが、教科全体の状況という項目に、各調査問題別・領域別に示すレーダーチャー

トが記載され、教科の領域別に全国を100とした場合の全道及び市町村の状況が示されて

おります。北海道版結果報告書におきましては、このレーダーチャートだけは、全市町

村が掲載しなければならない共通事項となっております。また、その他の項目につきま

しては、児童の日常生活等におけます質問紙調査、分析、学力向上策等があり、市町村

ごとに公表する項目を考え、掲載するものとなります。イメージは町の広報を考えてい

ただければと思います。 

     ２枚目につきましては、参考ではありますが、１枚目の基本フォーマットの空欄に張

り付けできるデータ例であります。 

     なお、この北海道版結果報告書への本町の参加にあたりましては、レーダーチャート

による公表は、各教科の分野ごと、例えば国語Ａであれば、「話すこと・聞くこと」、「書

くこと」、「読むこと」など教科内の４分野に分けて全国、北海道と比較しており、一教

科や町の平均正答率は分からないようになっておりますこと、また、その他の項目でも



 

 

平均正答率等の数値は使わないことなど、平成26年６月26日の幕別町教育委員会会議で

決定した、平成26年度全国学力・学習状況調査の結果公表方法から逸脱していないと考

えますことから、同意するものとするところであります。 

     以上であります。 

  沖田委員長 ご質問ございますか。 

     （ありません） 

  沖田委員長 他にございますか。 

  教育部長（森 範康）  先ほど、３カ年実施計画につきまして、可決をいただきましたが、

年度別計の合計額に誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。 

     まず、平成28年度につきましては、８億70,986千円であります。主な要因は、５番の

小中学校大規模改修事業のうち、幕別小学校改修工事他の２億10,995千円、18番の札内

東町民プール建替事業の３億46,410千円が増加の主な要因であります。 

     次に、平成29年度につきましては、５億76,256千円であります。 

     以上です。訂正し、お詫びを申し上げます。申し訳ありませんでした。 

  沖田委員長 他にございますか。 

     （ありません） 

  沖田委員長 以上をもちまして、本日の日程の全てが終了いたしましたので、第10回教育委 

    員会会議を閉じます。 

 

 

 


