
 

 

平成26年第13回教育委員会会議議事録 

 

１ 開催日時  

平成26年11月26日(水) 午後３時30分～午後４時16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  

報告第20号 第５期幕別町総合計画３カ年実施計画について 

 

議案第50号 幕別町いじめ防止対策推進委員会条例の制定の申し出について 

 

議案第51号 幕別町奨学資金条例の全部改正の申し出について 

 

議案第52号 平成26年度幕別町一般会計補正予算の要求について 

 

議案第53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13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、

２番早津委員、４番小尾委員を指名いたします。 

     次に、日程第３前回会議の承認でありますが、第12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12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） ございません。 

  沖田委員長 事務報告がないようですので、次に、議件に入ります。 

     日程第５報告第20号第５期幕別町総合計画３カ年実施計画について、説明を求めます。 

  教育部長（森 範康） 報告第20号第５期幕別町総合計画３カ年実施計画について、ご説明

申し上げます。 

     議案書の１ページから３ページであります。本件につきましては、９月の第10回教育

委員会会議におきまして、ご承認をいただいたところであり、この度、内示がありまし

たので、前回同様、平成27年度事業を中心に説明をさせていただきます。 

     １番の小中学校等整備事業11,300千円であります。教室カーテンの更新、学校敷地内

支障木の伐採、白人小学校の防水補修工事などであります。 

     次に、学校屋内運動場落下物防止対策事業54,499千円は、３カ年で全学校の照明等の

落下防止対策を進めるものでありますが、27年度は幕別小学校、札内北小学校、白人小

学校及び札内中学校分であります。 

     次に、４番の小中学校大規模改修事業7,992千円及び６番の教育用コンピュータ整備事

業11,920千円は要求どおりであります。 

     ２ページをお開きください。７番、スクールバス購入事業22,500千円は、要求どおり

であります。 

     次に、学校ＩＣＴ環境整備事業2,050千円は、実物投影機、プロジェクター等の購入費

用であります。 

     次に、百年記念ホール改修事業58,800千円は、屋上防水改修工事であります。 

     11番の町民プール上屋シート改修工事61,767千円は、要求どおりであります。 

     ３ページになります。16番、忠類町民プール温水器設備更新事業5,020千円は、要求ど

おりであります。 

     次に、給食センター備品等更新事業は、一部、１年後となったものもありますが、幕

別分及び忠類分とも、ほぼ要求どおりであります。 

     以上でありますが、年度別計のとおり平成27年度の総事業費は２億58,821千円と、要

求に対し３億65,614千円減で、60％を超える減額内示となっており、減額の主な内容に

つきましては、３番の札内中学校屋内運動場改修事業、９番の百年記念ホール改修事業

の内、ホール舞台吊り物・照明・音響設備改築工事及び外壁塗装工事等、12番の運動公

園野球場整備事業から15番の札内東プール建替事業につきましては、１年度先送りとな

り、図書館本館防水工事及び図書館機器更新事業は平成30年度以降となったところであ

りますが、来年４月には統一地方選挙が行われますので、６月の町議会定例会に政策予

算が計上され、事業の追加があり得ますことを申し添えます。 

     平成28年度以降につきましては年度別計のとおりで、平成28年度は４億41,611千円、

平成29年度は７億26,419千円となっておりますが、年度毎に緊急性の高まる事業や町の

財政状況により事業内容や事業費の増減が見込まれますことから、来年度のこの時期に

おきましても今回の事業費にかなりの変動があることも想定されます。 

     以上、内示の説明及び報告とさせていただきます。 

  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。報告第20号について、報告のとおりといたします。 

     次に、日程第６議案第50号幕別町いじめ防止対策推進委員会条例の制定の申し出につ

いて、説明を求めます。 



 

 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 議案第50号幕別町いじめ防止対策推進委員会条例の制定の申

し出について、ご説明申し上げます。 

     議案書４ページをご覧ください。本条例につきましては、いじめ防止対策推進法の規

定に基づき、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、本年10月に教育

委員会会議において幕別町いじめ防止基本方針を決定したところであり、この基本方針

に基づく、教育委員会の附属機関として幕別町いじめ防止対策推進委員会を設置するも

のであります。以下、条文に従いまして説明申し上げます。 

     第１条は、推進委員会の設置についてであります。教育委員会の附属機関として、い

じめの防止等のための対策を実効的に行い、また、いじめの重大事態に対処するため、

幕別町いじめ防止対策推進委員会を設置するものであります。 

     第２条は、所掌事項についてであります。町立学校におけるいじめの防止等の対策を

実効的に行う調査研究及び審議のほか、町立学校におけるいじめの事案についての調査

及び重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものであります。 

     第３条は、組織についてであります。委員を５人以内とし、その任期を２年とする外、

補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任ができるとするものであります。 

     第４条は、会長及び副会長の設置についてであります。推進委員会に会長及び副会長

を置き、会長が会務を総理するものとし、副会長の職務を定めるものであります。 

     第５条は、会議についてであります。会議は、会長が招集し、会議の成立要件、議事

の決定及び可否同数の取扱いを定めるものであります。 

     ５ページになりますが、第６条は、関係者の排除についてであります。重大事態に係

る調査を行う場合において、調査の公平性及び中立性を確保するために、関係者の排除

について定めるものであります。 

     第７条は、調査委員の設置についてであります。推進委員会の所掌事項を遂行するた

め必要があるときは調査委員を置くものであります。 

     第８条は、秘密の保持についてであります。いじめの事案の調査におきましては、個

人情報の保護が重要でありますことから、職務上知り得た秘密の保持について定めるも

のであります。 

     第９条は、委任規定であります。 

     附則についてでありますが、本条例の施行期日を公布の日から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。 

  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50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 質疑なしと認め、議案第50号については原案のとおり可決いたしました。 

     次に、日程第７議案第51号幕別町奨学資金条例の全部改正の申し出について、説明を

求めます。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 議案第51号幕別町奨学資金条例の全部改正の申し出について、

ご説明申し上げます。 

     議案書の６ページをお開きいただきたいと思います。初めに、現行の幕別町奨学資金

条例につきまして、制定の経緯及びこれまでの経過につきまして、簡単にご説明を申し

上げます。現行条例につきましては、昭和44年に町民の方から「奨学資金として役立て

て欲しい。」と、300万円の寄付の申し出が町にありましたことから、町は奨学資金積立

基金を設置し、その運用益を財源として昭和45年度に現行条例を定め、奨学資金を給付

してきたところであります。本年度、国は全ての意志ある生徒が安心して教育を受けら



 

 

れるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学の

ための給付金、いわゆる高校生等奨学給付金制度を創設し、都道府県に対し所要経費の

３分の１を交付するとしたところであります。北海道におきましては、この交付金を活

用し、平成26年８月に北海道高校生等奨学給付金制度を創設いたしましたことから、本

町におきましては、道の制度に準拠しつつ、所得要件を道の制度に拡大、上乗せした上

で、新たな制度として奨学資金条例を全部改正するものであります。また、条例名につ

きましても幕別町修学支援資金条例に改めるものであります。 

     以下、条文に沿いまして、ご説明申し上げます。第１条は、条例の目的についてであ

ります。高等学校等に在学する者のいる世帯に対し、修学上必要な経費を給付すること

により、教育に係る負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とするも

のであります。 

     第２条は、給付対象者についてであります。１つ目は、高校生又は保護者等が幕別町

内に住所を有していることであります。すなわち、在学要件におきまして、現行条例で

は、高等学校又は国立高等専門学校でありますが、改正案では、高等学校、これは専攻

科、別科を除くもの、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、これは１年生から３年

生まで、専修学校、これは高等学校の課程に類する課程のみといった道の制度の対象と

する高等学校に合わせるものとしております。 

     次に住所要件でありますが、現行では、本町に住所を有する者の子弟となっておりま

したが、改正案では、高校生又は保護者等が町内に住所を有していることとしておりま

す。 

     ２つ目は、保護者等の属する世帯の年間総収入額が生活保護基準の1.30倍未満であり、

北海道の給付対象世帯である市町村民税所得割が非課税である世帯は除くものでありま

す。経済要件でありますが、現行では、経済的な事情について、奨学資金選考委員会に

諮問し、平成21年度以降は生保対比1.50倍未満ということで答申をいただいていたとこ

ろでありますが、改正案では、町として経済的な理由で修学困難な者の考え方を統一し、

就学援助と同じ、世帯の収入額が生保対比1.30倍未満の世帯を対象とするものでありま

す。ただし、町は、道の給付対象者である、生活保護世帯・市町村民税所得割非課税世

帯を除く1.30倍未満までの世帯に対する上乗せを行おうとするものであります。 

     次に、成績要件でありますが、現行では、学業優秀という定めがあり、奨学資金選考

委員会では、平成23年度以降平均評定3.0以上としておりましたが、改正案では撤廃しよ

うとするものであります。 

第３条は、給付額についてであります。議案書の８ページの別表１をご覧いただきた

いと思いますが、北海道高校生等奨学給付金の支給額に合わせ、公立、私立に分け８種

類の給付額を定めるものであります。現行では、予算の範囲内で月7,000円以内と定め

ており、平成26年度の実績は月4,000円の支給額となっているところであります。 

６ページにお戻りいただきたいと思います。第４条は、給付期間等についてでありま

す。給付期間は、高等学校等に修学している期間とし、給付の回数をそれぞれ定めるも

のであります。 

第５条は、給付手続きについてであります。給付を受けようとする保護者等は、毎年

度、教育委員会に申請をするものであります。 

第６条は、給付決定についてであります。教育委員会は、申請があったときは給付の

可否を決定し、申請者に通知するものであります。 

７ページになりますが、第７条は、給付方法等についてであります。修学支援資金は、

年３期に分割給付するものとし、年度途中の決定者に対しましては、給付額を月割によ

って算出するものであります。 



 

 

第８条は、給付の停止についてであります。修学資金の給付の決定を受けている者が

１号から５号までのいずれかに該当するときは、その事実の発生した日の属する翌月か

ら給付を停止し、給付停止の通知を受給者に行うものであります。 

第９条は、給付決定の取消し等についてであります。教育委員会は、申請に事実と異

なる記載があったことが判明したときは、給付の決定を取り消し、又は変更するものと

し、この場合、額を超えて給付されているときは、返還を命ずるものであります。 

第10条は、委任規定であります。附則についてでありますが、第１項は、本条例の施

行期日を、平成27年４月１日からと定めるものであります。第２項につきましては、改

正前の奨学資金条例により支給を受け、平成27年４月１日に第３学年となる高校生のい

る保護者等に係る経過措置、第３項につきましては、改正前の奨学資金条例により支給

を受け、平成27年４月１日に第２学年となる高校生のいる保護者等に係る経過措置であ

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。 

  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。 

  飯田教育長 経過措置が非常にわかりにくいので、必要性及び内容について詳しく説明をお

願いします。 

  学校教育課長（川瀬 康彦） 道の奨学給付金は今年度から開始で、第１学年のみというこ

とです。次年度は第２学年と第１学年のみで、第３学年は対象とはなりませんので、今

年度、町の奨学資金が対象となった世帯で、生活保護対比 1.50倍未満の世帯については、

来年度の１年間は支給をするものであり、金額も月 4,000 円として経過措置をとるもの

であります。また、来年度、第２学年の生徒で生活保護世帯と市町村民税所得割非課税

世帯については道の奨学給付金の対象となるので、町では、来年度、第２学年にある生

徒で今年度、町の奨学資金が対象となった世帯で、生活保護対比 1.50倍未満の世帯につ

いても月 4,000円として経過措置を設けようとするものであります。 

  沖田委員長 来年度、第３学年の生徒は道の奨学資金の対象にならないから従前どおりで、

第２学年の生徒は道の対象となるけれども、町の今までの生保対比1.50倍未満までは対

象とならないから、そこを従前どおりとするということですよね。 

  飯田教育長 そうです。ただし、今年度、支給を受けている者のみということで、来年度、

例えば生活保護対比が1.50倍未満でも、今年度支給を受けていなければ町としては救わ

ないということで、支給を受けている者に対しては既得権を保障するというもので、今

恩恵を受けている人は保証してあげるよというのが法律の改正の仕組みですので、それ

以外の人までは保証はしてあげられないよということです。 

  沖田委員長 お諮りいたします。議案第51号につい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） 

  沖田委員長 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いたしました。 

     次に、日程第８議案第52号平成26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（森 範康） 議案書の９ページをお開きください。議案第52号平成26年度幕別町

一般会計補正予算の要求について、ご説明を申し上げます。 

     幕別町長に対しまして、平成26年度幕別町一般会計補正予算を要求するものであり、

10款教育費の予算に22,839千円を追加し、総額13億9,676万５千円とするものであります。  

     １項、教育総務費、２目事務局費、98千円は、議案第50号でご審議をいただきました

幕別町いじめ防止対策推進委員会の委員５人分の報酬及び費用弁償であり、来年２月を

目途に第１回委員会を開催するほか、重大事態発生時の対応として２回、合わせて３回

の委員会開催を予定したところであります。３目、教育財産費、12,000千円は、学校施



 

 

設の修繕料のほか、幕別小学校給食用小荷物昇降機の改修工事、糠内及び途別小学校特

別支援学級の開設に伴う教室の改修工事などが主なものであります。 

     次に、２項小学校費及び３項中学校費の１目学校管理費につきましては、重油及び灯

油の単価が当初予算額に比べ、現時点におきまして１リットル当たり６円の値上がりを

しておりますことから、今後の所要額を補正するものであります。中学校費の２目教育

振興費、2,077千円は、本年度は全道大会への出場が９団体と増加しており、10月末にお

きまして当初予算額に達しましたことから、11月以降の所要額を補正するものでありま

す。 

     ５項社会教育費、３目保健体育費から８目集団研修施設費までは、燃料費及び電気料

の単価増に伴うものが主なものであります。10目百年記念ホール管理費、3,200千円は、

来年３月14日に公演予定の富良野グループ「夜想曲ノクターン」が、平成26年度地域の

文化・芸術活動助成事業の補助採択となり、一般社団法人地域創造から助成金が町に歳

入されますことから、同額を公演主催者でありますＮＰＯ法人まくべつ町民芸術劇場に

補助をするものであります。 

     説明は以上であります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

  瀧本委員 社会教育費で、電気料や燃料費の値上げがあるのですが、目によって電気料だけ

や燃料費だけのところがあるのですが、その違いは何でしょうか。 

  生涯学習課長（澤部 紀博） どこの施設の需用費も、値上げになっているのですが、当初

の予算と今年度の使用状況によって当初予算だけで対応することができる部分は要求を

しておりません。 

  沖田委員長 お諮りいたします。議案第52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 質疑なしと認め、議案第52号については原案のとおり可決いたしました。 

     次に、日程第９議案第53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。 

  給食センター所長（坂口 惣一郎） 学校給食の提供停止に係る対応について、ご説明申し

上げます。学校給食の提供につきましては、衛生管理をはじめ施設管理を徹底し、事故

防止に努めているところでありますが、地震などの災害による施設の損壊や、配送車の

事故等が発生した場合には、学校給食を提供できない事態が想定されます。学校におき

ましては、学校給食を提供できない事態となった場合、多くの保護者が日中不在である

ため、昼食をとらせないで、児童生徒を下校させることはできないという現状がありま

すことから、非常時の緊急対応策といたしまして、町が保有する災害用備蓄食料を、学

校給食の代替として提供することといたしました。なお、この対応策につきましては、

本日午前９時30分開催の校長会議において説明し、了承をいただいているところで、明

日開催の教頭会議におきましても、説明を予定しております。 

     それでは、資料に基づきご説明いたします。１番の給食提供が停止となる事態につき

ましては、地震又は火災による設備損壊、停電、上水道の断水、食中毒、そして、上記

以外の事故としまして配送車の事故、設備のトラブル等が想定されます。 

     ２番の給食停止の場合の小中学校への連絡時刻ですが、⑴から⑶の地震又は火災によ

る設備損壊、停電、上水道の断水につきましては、献立や、被災状況により異なります

が、遅くとも午前９時までに学校長に電話連絡をいたします。⑷の食中毒につきまして

は、保健所等関係機関と協議後、すみやかに学校長に電話連絡をいたします。⑸の上記



 

 

以外の事故で、設備のトラブルにつきましては、遅くとも午前９時までに連絡をいたし

ます。また、配送車の事故につきましては、報告があり次第、すみやかに学校長に電話

連絡をいたします。 

     ３番の児童生徒及び保護者対応についてです。教育委員会において給食停止の文書を

作成し、児童生徒を通じて保護者に通知をいたします。 

     ４番の給食停止に伴う給食費の取扱いについてです。給食停止の場合や、給食の献立

の一部を停止した場合につきましては、給食費を賦課しないことといたします。 

     ５番の給食提供停止時における対応についてです。⑴ですが、上記１の⑴から⑷の場

合につきましては、給食の代替として、町保有の災害用備蓄食料を活用いたします。た

だし、これは、給食提供停止発生の当日限りの対応とし、翌日以降につきましては、停

止となった要因が解消されるまで、弁当持参を依頼します。⑵上記１の⑸の場合につき

ましては、事故後の当該路線の小中学校へ配送いたします。ただし、翌日以降につきま

しては、配送予定時刻等を改めて当該校に連絡します。⑶は災害用備蓄食料の種類です。

①アルファ米は、五目御飯と山菜おこわの２種類で、アルファ米は、米を加熱調理し乾

燥処理したもので、お湯か水を加えるだけで、食べることができ、調理時間はお湯で20

分、水で60分を要します。②の備蓄用パンは、チョコチップ味等の５種類となっており、

缶詰の中に２個のパンが入っており、開封後、すぐ食べることができます。③の食物ア

レルギーをもつ児童生徒に対しましては、アレルギー対応のアルファ米を用意しており

ます。これは、食物アレルギーの原材料の小麦、卵、牛乳など全27品目を含まないもの

となっております。⑷は、災害用備蓄食料の配送食数及び配送予定時刻となっておりま

して、別紙１を参照願います。災害用備蓄食料は、別紙のとおり、幕別学校給食センタ

ーが①から⑤の５路線、忠類学校給食センターが１路線で、それぞれ役場、札内支所、

忠類総合支所の備蓄庫から備蓄食料を積込み、各小中学校へ配送いたします。 

     以上、資料の説明とさせていただきます。 

  沖田委員長 備蓄庫にはどれくらいの食糧があるのでしょうか。 

  給食センター所長（坂口 惣一郎） 給食センターが配送できないとなると、2,800食が必要

となり、町に備蓄しているのは4,400食ありますが、一度使うと無くなってしまうので、

１日だけの対応となります。 

  飯田教育長 色々な考え方がありますが、備蓄庫には必要最低限で、商店だとかと提携もし

ておりますので、そこからの調達も可能ということになります。 

  早津委員 上水道が断水した場合は、アルファ米はどうやって食べるのですか。 

  給食センター所長（坂口 惣一郎） 給食センターだけが断水ということを想定しておりま

すので、町全体が断水になった場合には町の方で対応となります。 

  飯田教育長 そこまでの大規模な事故だと、車が走ることができなくて配送はできない。 

  瀧本委員 地震になったときも想定として入っているかと思うが、大地震の際には町全体を

みて備蓄庫の4,400食は考慮するのか。 

  飯田教育長 町の災害対策本部の方で、避難所や学校等、どうするかということを考えてい

くかと思うので、今回の説明であった部分に関しては、町全体の大規模災害は対応しき

れない。 

     備蓄食料の4,400食の内訳を教えてください。 

  給食センター所長（坂口 惣一郎） アルファ米が3,200食、パンが1,200食でアレルギー対

応食は全体の内600食となっています。 

  小尾委員 賞味期限が切れたときには更新するのか。 

  教育部長（森 範康） 公区での防災訓練の際に、賞味期限が切れそうなものは提供して経

験してもらうというふうな対応をとります。 

  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13回教育委

員会会議を閉じます。 

 

 

 


