
 

 

 

平成30年第９回教育委員会会議議事録 

 

１ 開催日時  

平成30年６月28日(木) 午後３時25分～午後３時52分 

 

２ 開催場所  

幕別町教育委員会 会議室 

 

３ 出 席 者  

       教 育 長     菅野 勇次 

  教育委員 教育長職務代理者 小尾 一彦 

       委  員     瀧本 洋次 

       委  員     國安  環 

       委  員     東 みどり 

  事 務 局 教育部長     岡田 直之 

       学校教育課長   山端 広和 

生涯学習課長   石野 郁也 

給食センター所長 宮田  哲 

総務係長     中山  仁 

学校教育係主査  塚本 真敏 

学校教育推進員  式見 貴美穂 

学校教育推進員  中村 吉昭 

学校教育推進員  梶原 源基 

 

４ 議  事  

承認第４号 専決処分した事件の承認について 

（平成30年度幕別町一般会計補正予算の要求について） 

 

報告第12号 平成30年度幕別町一般会計補正予算の要求結果について 

 

議案第41号 幕別町教育支援委員会専門部会員の委嘱について 

 

議案第42号 幕別町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱について 

 

議案第43号 平成30年度「全国学力・学習状況調査」の結果公表について 

 

議案第44号 幕別町教育委員会事務局職員の任免について 

 

議案第45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 

  菅野教育長 ただ今から、第９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いたします。会期は、本日１日限りとすることにご 

異議ありませんか。 



 

 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、会期は本日１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、 

２番東委員、４番小尾委員を指名いたします。 

     次に、日程第３、前回会議録の承認でありますが、第８回教育委員会会議について別紙会 

    議録のとおりでご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、第８回教育委員会会議を承認いたします。 

     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（岡田 直之） ４点事務報告をさせていただきます。 

はじめに、公立高等学校配置計画案についてであります。 

事務報告資料１をご覧いただきたいと思います。 

公立高等学校配置計画案（平成31年度～33年度）の概要になります。その後ろに付いてお

りますのが、配置計画案の本文になります。 

配置計画案の２ページをご覧いただきたいと思います。 

昨年の状況につきましては、北海道教育委員会に対し、町内の北海道幕別高校と多田学園

江陵高校の再編統合について、新たな道立高校としての設置を要望してまいりましたが、昨

年９月に公表されました北海道公立高等学校配置計画においては、「幕別高校の普通科２学

級の増」とされ、新設校としての位置付けがされておりませんでした。その後、継続的に北

海道教育委員会に対し、新設校としての位置付けがなされることなどを柱に要請活動を進め

てきたところであります。 

こうした中、今月５日、北海道公立高等学校配置計画案が公表され、４配置計画案（平成

31年度～33年度）の概要、⑵のイ再編整備の部分になりますが、「平成31年度に、幕別町内

において、私立江陵高校が募集停止となることや、地域の要望などを考慮し、幅広い教育課

程の編成・実施を図る観点から、幕別高校を募集停止し、新設校を設置する。なお、新設校

の募集学級数は３学級、学科は普通科とし、私立江陵高校の校舎を使用する」との配置計画

案が示されました。 

今後におきましては、平成31年４月の新設校の開校に向け、幕別町の土壌・特性や両高校

の伝統、特徴を生かした魅力ある学校となるよう、両校をはじめ、北海道教育委員会と協議

を進めながら、できる限りの支援に努めてまいりたいと考えております。 

次に、平成30年第２回定例会一般質問についてであります。 

事務報告資料２をご覧いただきたいと思います。 

平成30年第２回町議会定例会が、６月７日から22日までの日程で開会されたところであり

ます。本定例会において、一般質問は、11名の議員から質問があり、教育委員会関係分とし

て、３名の議員から質問がありましたので、その概要をご説明いたします。 

３ページをご覧いただきたいと思います。小田議員から「学校閉庁日について」３項目、

「スポーツイベントにおけるレガシーについて」２項目の質問がありました。中橋議員から

「ゆとりある学校教育の推進を」と題し、５項目の質問がありました。 

18ページをご覧いただきたいと思います。野原議員から「性の多様性を尊重する手立てを」

と題し、⑷と⑸の２項目の質問があったところであります。 

教育長からは、資料のとおり答弁しておりますので、詳細につきましては、お手元の答弁

書をご覧いただきたいと思います。 

次に、スクールバスの事故についてであります。事務報告資料の３をご覧いただきたいと

思います。 

事故の概要は、今月７日、午後２時40分頃、遠足のため糠内小学校の児童23人、引率教諭

８人を乗せたスクールバスが忠類ナウマン公園からの帰り道、忠類方面から道道幕別大樹線



 

 

を北進し、駒畠市街地に差しかかった際、一時停止標識のある道道尾田豊頃停車場線を東進

してきた乗用車と交差点付近で衝突したものであります。幸い、スクールバスに乗車してい

た児童、教員31人と運転手、相手側の乗用車に乗っていた２人に負傷者はありませんでした。 

 この度の事故につきましては、スクールバスの運転手が交差点に接近する車両にいち早く

気づき、事前に減速を開始していたため、双方ともに負傷者がなく、物損事故で済んだもの

ではありますが、一歩間違えば重大な事故につながるところでありましたことから、全ての

バス運行委託業者に対しましては、改めて法令遵守及び安全運転の徹底に努めるとともに、

交通事故等の未然防止に万全を期すよう指導をしたところであります。 

次に、コンクリートブロック造の塀の設置状況についてであります。 

事務報告資料の４をご覧いただきたいと思います。 

大阪府北部で震度６弱を観測した地震で、高槻市の小学校のブロック塀が倒れ４年生の女

児が死亡したことを受け、北海道教育庁から「コンクリートブロック造の塀の設置状況につ

いて」の調査がありましたが、町内の町立幼稚園及び小中学校には、コンクリートブロック

造の塀はありませんので、その旨報告したところであります。 

以上で、報告を終わらせていただきます。 

  菅野教育長 事務報告につきまして、何か質疑等ございませんか。 

     （ありません。） 

菅野教育長 質疑がないようですので、議件に入らせていただきます。 

日程第５、承認第４号専決処分した事件の承認について（平成30年度幕別町一般会計補正

予算の要求について）説明を求めます。 

教育部長（岡田 直之） 承認第４号専決処分した事件の承認について（平成30年度幕別町一般 

会計補正予算の要求について）ご説明申し上げます。 

承認第４号、専決処分した事件について報告し承認を求めるものであります。 

専決処分した事件につきましては、「平成30年度幕別町一般会計補正予算の要求について」

であります。 

今回の補正予算につきましては、幕別中学校の放送室にある音声調整卓の不良により、学

校チャイムが鳴らず、通常放送も使用できないため、学校運営に支障が生じていることから、

音声調整卓の更新に要する費用について６月14日付けで補正予算の要求を行ったものであり

ます。 

補正予算要求の内容についてご説明申し上げます。 

今回の補正予算につきましては、10款教育費の予算に346万３千円を追加し、予算の総額を

14億5,105万６千円とするものであります。 

１項教育総務費346万３千円を追加するものであります。 

３目教育財産費の工事請負費は、先ほどご説明いたしました、音声調整卓の更新に要する

費用を追加するものであります。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく、ご承認のほどお願い申し上げます。 

菅野教育長 説明が終わりました。質疑はございませんか。 

國安委員 先日、幕別中学校へ行かせていただいた際は、放送など使われていたと思うのですが、 

いつ頃から壊れたのですか。 

学校教育課長（山端 広和） 今現状としましては、非常用の放送設備で流しております。調子 

が悪くなったのは３月からで、その後、５月以降に不調が直らなくなり、非常用の放送施設 

を使っております。 

瀧本委員 この施設が使用できなくなったのはいつからでしょうか？ 

学校教育課長（山端 広和）６月に入りまして完全に使用できなくなりました 

東委員 幕別中学校の校舎ができて25年ほど経っていると思うのですが、今回より以前に同じ 

ようなことで、故障、不具合が起きたっていうのは、今まであったのでしょうか？ 



 

 

学校教育課長（山端 広和） 現状では直し直しで、時折そういった不具合はありました。その 

中で調整しつつ修理に出したりしていました。 

菅野教育長 そのほかに何かございませんか。 

     （ありません。） 

  菅野教育長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。  

     承認第４号につきまして原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、承認第４号につきましては原案どおり承認いたしました。 

     次に、日程第６、報告第12号、平成30年度幕別町一般会計補正予算の要求結果について説 

    明を求めます。 

教育部長（岡田 直之） それでは報告第12号平成30年度幕別町一般会計補正予算の要求につい

てご説明申し上げます。 

議案書の２ページをご覧いただきたいと思います。 

報告第12号、平成30年度幕別町一般会計補正予算の要求結果について、ご説明を申し上げ

ます。 

平成30年第２回町議会定例会が、６月７日に開会し、22日までを会期として開会されたと

ころであります。本議会に、教育委員会として、補正予算を要求いたしましたので、その要

求結果について、変更となった予算についてご説明いたします。 

今回の補正予算につきましては、10款教育費の予算に1,155万４千円の追加を要求したとこ

ろでありますが、19万７千円を減額し、1,135万７千円の補正とし、予算総額を14億5,105万

６千円として、第２回定例会で議決をいただいたところであります。 

変更となった予算は、６項保健体育費でありますが、要求額19万７千円に対し、補正額０円

としたところであります。 

要求につきましては、札内東町民プールの老朽化に伴い、女子更衣室用の仮設ハウスの借

上げに要する費用を追加するものでありましたが、既定予算の中で更衣室の改修を行うこと

となりましたことから、補正額が０円となったものであります。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

菅野教育長 説明が終わりました。質疑はございませんか。 

     （ありません。） 

  菅野教育長 質疑なしと認めます。報告第12号につきまして報告のとおりといたします。 

     次に、日程第７、議案第41号、幕別町教育支援委員会専門部会員の委嘱について説明を求 

    めます。 

学校教育課長（山端 広和） 議案第41号、幕別町教育支援委員会専門部会員の委嘱につきまし

て、ご説明申し上げます。 

   議案書の３ページをご覧いただきたいと思います。 

幕別町教育支援委員会専門部会員の委嘱について、次のとおり委嘱しようとするものでご

ざいます。 

幕別町教育支援委員会専門部会につきましては、教育支援委員会における児童生徒等の障

害の種類、程度の判断に関し、専門部会員が幼稚園や保育所、小学校を訪問し、園児や児童

の様子を観察し、子供に係る情報交換を行うなどの相談・調査等を行っております。 

このたび、専門部会員の教諭５人が校務分掌の変更の伴い、各学校から新たな部会員の報

告がありましたことから、教育支援委員会設置条例第７条第２項の規定により、議案に記載

の５人を委嘱するものであります。 

新たな部会員につきましては、明倫小学校教諭の竹内亜希氏、途別小学校教諭の印牧明美

氏、白人小学校教諭の増子安以氏、札内单小学校教諭の藤井聡子氏、札内单小学校教諭の大



 

 

河内洋子氏の５人であります。なお、任期につきましては、前任者の残任期間となります平

成30年７月１日から平成31年10月30日までであります。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

菅野教育長 説明が終わりました。質疑はございませんか。 

     （ありません。） 

菅野教育長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。  

     議案第41号につきまして原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、議案第41号につきましては原案どおり可決いたしました。 

     次に、日程第８、議案第42号、幕別町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱について説明 

を求めます。 

学校教育課長（山端 広和） 議案第42号、幕別町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱につき

まして、ご説明申し上げます。 

   議案書の４ページをご覧いただきたいと思います。 

幕別町いじめ防止対策推進委員会条例第３条の規定に基づき、幕別町いじめ防止対策推進

委員を次のとおり委嘱するものであります。幕別町いじめ防止対策推進委員会委員につきま

しては、幕別町いじめ防止対策推進委員会条例第３条の規定に基づき、委員５人以内をもっ

て組織し、いじめの防止等に関し、専門的な知識及び経験を有する者その他教育委員会が適

当と認める者のうちから教育委員会が委嘱するもので、任期は２年間となっておりますが、

前委員でありました齊藤雅晴氏が委員の職を退くことになりましたことから、後任の委員と

して、スクールソーシャルワーカーの佐藤晋氏に委嘱するものであります。 

任期は、前任者の残任期間となります平成30年７月１日から平成31年１月31日までであり

ます。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

菅野教育長 説明が終わりました。質疑はございませんか。 

     （ありません。） 

菅野教育長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。  

     議案第42号につきまして原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、議案第42号につきましては原案どおり可決いたしました。 

     次に、日程第９、議案第43号、平成30年度「全国学力・学習状況調査」の結果公表につい 

て説明を求めます。 

学校教育課長（山端 広和） 議案第43号、平成30年度「全国学力・学習状況調査」の結果公表

につきまして、ご説明申し上げます。 

   議案書の５ページをご覧いただきたいと思います。 

   全国学力・学習状況調査の結果公表につきましては、文部科学省において、平成26年度か

ら各市町村教育委員会のそれぞれの判断で、当該調査に関わる実施要領に定める配慮事項を

考慮したうえで、個々の学校名を明らかにした調査結果の公表を可能としております。 

しかしながら、本町の結果公表につきましては、これにとらわれず、教育上の影響等を考

慮し、従来からの公表方法と同様に、広報を利用して、小学生及び中学生全体の分析や成果

を、平均正答率等の数字を使わない文章表現で行い、教科ごとの結果につきましても、「理

解している」、「身についている」などの文章で表現をしているところであります。 

また、あわせて北海道教育委員会による全国学力・学習状況調査北海道版、結果報告に伴

う公表も行っており、平成26年度と28年度、29年度は国語や算数、数学の結果、平成27年度

については、これらの教科に加えて３年に１度実施の理科の結果を、それぞれの教科領域ご



 

 

との全国平均100とした場合の結果で表した、グラフやレーダーチャートで、本町の状況を公

表するとともに、児童生徒や学校の質問紙調査における分析等の公表も行っております。 

 町内の各学校では、学力・学習状況調査の結果等の概要を、学校便りなどで公表し、周知

しておりますが、成果と課題について、数値を用いず、文章により具体的な改善方法を示し

ているところであります。 

 つきましては、本年度におきましても、「全国学力、学習状況調査」の結果公表は、従来

と同様、個々の学校名を明らかにせず、さらに町全体の結果についても、平均正答率等の数

値を用いず、文章をもって成績や傾向の説明を行うこととするものであります。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく、ご審議のほどお願い申し上げます。 

菅野教育長 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。） 

菅野教育長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。  

     議案第43号につきまして原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、議案第43号につきましては原案どおり可決いたしました。 

     次に、日程第10、議案第44号、幕別町教育委員会事務局職員の任免について、及び日程第

11、議案第45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きましては、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） 

  菅野教育長 異議なしと認め、秘密会といたします。 

菅野教育長 秘密会を解きます。このほか質疑はございませんか。 

   （ありません。） 

菅野教育長 ないようですので、以上をもちまして、本日の日程が全て終了いたしましたので、 

第９回教育委員会会議を閉じます。 


