
15：00 開会 

○沖田委員長 それでは只今から第２回教育委員会会議を開会します。本日の議事日程につきまし

ては、お手元に配布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。本日一日限りとすることにご異議はあり

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。 

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番金子委員を指名致します。 

日程第３、前回会議の承認でありますが、第１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） 

異議なしと認め、第１回教育委員会会議を承認致します。 

○沖田委員長 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 事務報告を申し上げます。 

教職員の人事異動についてでありますが、校長・教頭の管理職については、１月中旬に内々示

があったところであります。 

十勝教育局に対して各市町村教育委員会から特段の申し出もなかったとのことで、順調に異動

事務が進んでいるものと考えております。例年と同様であれば、３月上旬には、正式に人事異動

協議書が届くものと考えております。 

一般教職員につきましては、２月 14 日に一次協議が終わり、現在も調整中で、二次協議は３

月６日となっております。 

その後、局からの内々示は、３月中旬となりますので、次回３月の教育委員会会議で人事異動 

の内申について、ご提案させていただけると思っております。 

以上であります 

○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) 

    質疑がないようですので次に議件に入ります。 

○沖田委員長 日程第５、報告第５号、平成 24 年度幕別町一般会計予算の内示について、説明を求

めます。 

○教育部長 報告第５号、平成 24 年度 幕別町一般会計予算の内示について、説明申し上げます。 

昨年 12 月の教育委員会会議において、平成 24 年度予算の要求についてご承認をいただいたと

ころであります。 

このたび内示を受けましたので、ご報告させていただきます。 

２ページをご覧ください。 

10 款教育費、平成 24 年度予算要求額 12 億 9,855 万 4 千円に対し、内示額は 11 億 6,724 万円

で、要求に対し１億３千 131 万４千円の減額内示となりました。 

平成 23 年度当初予算額との比較では、１億 2,762 万２千円の減額となっております。 

内訳を見ますと、増額の主なものは、２項小学校費、１目学校管理費で、特別教育支援員が５

人増え 19 人となったことや、教室カーテンの洗濯料が認められたことで１千 38 万８千円、３目

札内南小学校増築事業費で１億 156 万６千円、３項中学校費の１目学校管理費で特別教育支援員

が２人増えたことや燃料費の増加で 635 万３千円、２目教育振興費で教科書改訂に伴う教師用指

導者の配備で 788 万６千円であります。 

一方、減額となった主なものは、２項小学校費、２目教育振興費で、教科書の改訂に伴う教師

用指導者の配備が 24 年度は不要となったことで１千 479 万４千円、糠内小学校の改築工事が終



了したことで１億６千 980 万６千円、５項社会教育費、２目公民館費で、糠内公民館の改修工事

が終了したことで５千 519 万１千円、３ページ最後にあります 10 目百年記念ホール管理費で施

設の修理や工事が終了したことにより 579 万２千円で、これら増額、減額を総計しますと１億

2,762 万２千円の減額となりました。 

 以下、主要事業の概要について、ご説明申し上げます。 

４ページをごらんください。 

最初に、２目事務局費、子どもサポーター賃金 192 万円であります。 

平成 22 年度に子どもサポーター主任１名を始めて配置し、平成 23 年度には、主任より勤務時

間は少ないものの、１名を補助員として配置することで２名体制とし、充実を図ってきたところ

であります。 

平成 24 年度は、この子どもサポーター補助員を主任として格上げ配置することで、主任２名

体制を確立することとしました。これにより、相談できる時間も増加することとなりました。 

３目教育財産費、学校室内環境調査委託 109 万２千円は、学校環境衛生基準の改正に伴い、ホ

ルムアルデヒドやトルエンなど６種目の揮発性有機化合物測定委託料です。 

小中学校等整備工事１千 710 万円は、札内南小の体育館バレーコート２面化工事、札内中学校

の教頭住宅改修工事、ルール改正に伴う中学校５校のバスケットコートライン改修工事、移転料

は札内青葉町の白人小周辺における道営住宅整備計画や、緑町教員住宅１棟を町営住宅に転換す

る計画により、現在入居している教員等の退去移転料などで、ほぼ要求額どおりの内示でありま

す。 

４目スクールバス運行委託料は、11 路線分の委託料で、ほぼ要求額とおりの内示であります。 

５目国際化教育推進事業費で、要求額どおりの内示であります。 

平成 22 年度に町単費事業として小学校に英語活動支援員を配置し、23 年度に中学校も含めて

支援してきたところでありますが、23 年度をもって終了となりました。 

 今後は、従来どおり、国際交流員２名で小学校での英語活動の補助や中学校での英語の授業に

あたります。 

６目給食センター管理費は、幕別給食センターで 55 歳で定年退職する常雇職員に代わり嘱託

調理員１名、調理員が急に休んだ際の代替調理員の人件費のほか、各種修繕料、備品購入費であ

ります。 

例年、経常的な修繕料として 90 万円が認められておりますが、この金額に加え、幕別・忠類

給食センターの床修繕や忠類給食センターの温水ボイラーの更新も認められました。 

５ページであります。 

２項小学校費、１目学校管理費の特別支援教育支援員賃金２千 819 万３千円は、現在 14 名配

置しており支援員を５名増員し、19 名とするものです。 

２目教育振興費、消耗品費 306 万８千円でありますが、デジタル教科書導入を新たに加え要

求しましたが認められず、結果的に例年、学校に配分している消耗品費と学級増に伴う教師用指

導書が認められました。 

デジタル教科書については、各学校の既定予算の中での対応をお願いすることとしました。 

教育用コンピュータ 666 万４千円は、札内南小学校の 42 台を更新するほか、これまで各学校に

導入したコンピュータの償還金が入っております。 

４目札内南小学校増築事業費、９千 342 万円であります。 

 現在、札内南小学校の普通学級は 15 学級ですが、平成 24 年度には 17 学級、平成 25 年度には

18 学級となることが見込まれますことから、急遽、校舎西側に特別支援学級を移設するために

増築するものであります。増築面積は、渡り廊下を含め 311 ㎡であります。 

予算要求は、中長期を想定して２階立ての増築で提出しましたが、当面、確実性が高い範囲と

いうことで、１階建てでの内示となりました。 



３項中学校費、１目：学校管理費であります。 

特別支援教育支援員賃金、593 万６千円は、現在２名の支援員を２名増の４名とするものであ

ります。 

２目教育振興費の消耗品費 988 万４千円は、小学校同様、デジタル教科書導入分を新規に加え

要求しましたが認められず、学校に配分する消耗品費と教科書改訂に伴う教師用指導書でありま

す。 

教育用コンピュータ 742 万２千円は 24 年度の更新はなく、これまで各中学校に導入したコン

ピュータの償還金であります。 

４項幼稚園費では、24 年度は特別支援教育支援員１名増の２名で要求しましたが、従来どお

りの１名の内示でありました。 

消耗品 346 千円には、教材費のほか、フッ化物洗口の実施に伴う薬剤も入っております。町部

局と連携し、24 年度は、保育所と幼稚園で虫歯予防に効果をあげるフッ化物洗口に取り組むこ

ととしました。 

就園奨励費扶助２千 344 万円は、公立、私立幼稚園に在園する園児の保護者に対するものであ

ります。 

５項社会教育費、１目社会教育総務費、中、高校生の海外研修事業他、補助金、交付金で要求

どおりの内示がありました。 

３目保健体育費の補助金 370 万円は、７月 28 日開催の日ハムイースタンリーグの公式戦に係

る実行委員会への補助金であります。前日には、子どもを中心とした野球教室も予定しておりま

す。 

青少年育成費は、廃目となりました。本日、議案第 5 号で関連条例の廃止が出ておりますので、

後ほど詳しく説明があることと思います。 

地方青少年問題協議会法の規定に基づき、昭和 40 年に町長の附属機関として設置しておりま

した幕別町青少年問題協議会に関する予算が主でありましたが、青少年育成に関連する組織・団

体も多く、青少年問題に対する迅速化・効率化のため、このたび幕別町児童生徒健全育成推進委

員会へ統合するため、幕別町青少年問題協議会を廃止こととしました。 

５目町民会館費では、新たに札内福祉センターの耐震診断を行います。 

６ページになります。 

７目ナウマン象記念館管理費では、トイレ様式化と映像システムの改修工事費 247 万３千円が

認められました。 

８目スポーツセンター管理費 133 万２千円の内示で、ボイラー更新とスポーツセンターウレタ

ン塗装工事、中学校の武道支援賃金の要求を行いましたが、ボイラー更新が認められませんでし

た。 

10 目図書館管理費では、職員１名が定年退職しますが、その補充を臨時職員とすることで求

どおりの内示がありました。新規として、命をテーマに小学生対象のワークショップの開催や備

品の整備費などが認められました。 

11 目百年記念ホール管理費では、指定管理導入後５年目となりました指定管理料やまくべつ

町民芸術劇場に対する交付金が要求どおり認められました。 

以上、平成 24 年度の予算内示について、ご報告申し上げました。 

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。 

○瀧本委員 小・中学校のデジタル教科書については要求していたが、予算化されていませんが、

理由は何でしょうか。 

二点目にイースターリーグの内示額がありますが、全額町費なのか、また別の機関からの補助

金があるのがどうか教えていただきたいです。 



○学校教育課長 デジタル教科書についてでありますが、教育委員会として各学校１教科ずつの予

算要求をしたところでありますが、町の査定の中では、管内的にもデジタル教科書が普及してい

ない段階であり、電子黒板は各校１台ずつありますが、まだデジタル教科書を活用していくよう

な段階ではないとのことで落とされました。 

○生涯学習課長 イースターリーグの予算でありますが、企画課を通して東部４町より 30 万円ほど

助成していただける予定であります。 

また、その他で補助金等の対象にならないかどうか、総合振興局と打ち合わせをしていく予定

であります。 

○沖田委員長 そのほかありませんか。 

  （ありません）    

   報告第５号につきましては、報告のとおりといたします。 

○沖田委員長 次に日程第６、報告第６号、平成 24 年度全国学力・学習状況調査への参加について

説明を求めます。 

○学校教育課長 報告第６号、平成 24 年度全国学力・学習状況調査への参加について説明をいたし

ます。 

本調査におきましては平成 19 年より実施しておりますが、平成 22 年度からは全国の３割の学

校を抽出し、サンプル調査を行っておりますが、抽出校以外にも希望校については調査を実施で

きることとなっておりまして、本町におきましても平成 22 年度、平成 23 年度に引き続き平成

24 年度についてもすべての学校が調査へ参加するとみなしたものであります。 

議案書の７ページをご覧ください。 

平成 24 年度全国学力・学習状況調査につきましても、調査対象とする児童生徒はこれまで同

様に小学校第６学年、中学校第３学年であります。 

調査事項につきましては教科に関する調査と質問紙調査がございまして、平成 24 年度はこれ

までの国語、算数・数学に新たに理科が追加されました。 

調査実施日は平成 24 年４月 17 日、火曜日であります。 

文科省の調査対象校といたしまして、本町につきましては古舞小学校と糠内中学校が抽出され

ております。 

希望調査実施校は抽出校以外の小学校８校、中学校４校であります。 

別紙｢報告第６号資料｣をご覧下さい。 

平成 24 年２月 20 日に開催された校長会で通知をしたものであります。 

平成 23 年度 12 月９日付で文部科学副大臣より平成 24 年度全国学力・学習状況調査に関する

実施要領が示されたところであり、幕別町においては小学校１校、中学校１校が抽出調査対象候

補校として選ばれたところですが、抽出調査の対象校以外の学校については学校の設置管理者の

希望により抽出調査と同一の問題の提供を受け、調査を利用することができることとされており

幕別町におきましても当該調査の果たしてきた役割に鑑み、希望調査に参加することといたしま

したので、本調査の趣旨、目的等をご理解のうえ、円滑な実施に向けた取組をお願いしたいと通

知をしたところであります。 

説明は以上であります。 

○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。 

    (質疑なし）  

   質疑なしと認めます。報告第６号につきましては、報告のとおりといたします。 

○沖田委員長 次に日程第７、議案第３号、平成 24 年度教育行政執行方針について説明を求めます。 

○教育部長 議案第３号、平成 24 年度教育行政執行方針について、説明申し上げます。 

町長選挙にあたる年を除きまして、毎年３月の定例議会が開催される冒頭、町長は町が抱える

行政課題を明らかにし、その課題解決にむけた１年間の姿勢を行政執行方針として述べている



ところであり、教育委員会においても同様であります。 

このたび、平成 24 年度の教育行政執行方針を作成しましたので、要点を説明させていただき

ます。 

資料をご覧ください。 

｢はじめに」では、少年犯罪が非常に多く発生し、大変憂慮される現状にあること、この問題

の根底には、家庭や地域における教育力の低下や、子どもの学力低下など多くの問題点が影響

しているとのべています。 

本年度から、小中学校すべてで新学習指導要領が全面実施となりますが、確かな学力、豊かな

人間性、健康・体力をバランスよく育てることが、ぶれることなく、果敢に社会に立ち向かっ

て行く人間を育むことにつながるものであります。 

家庭と地域、学校、行政が連携して、信頼される学校づくりに努めるともに、生涯学習の面で

も学習環境の整備・向上に努めます。 

執行方針は、第５期幕別町総合計画の基本目標にある項目に従い、新年度の主な施策について

述べております。 

生涯にわたる学習社会の形成では、「ひとづくりは、まちづくり」を意識し、関係団体や地域

との連携・協力を図り、百年記念ホールなどでの各種事業の充実に努めます。 

糠内公民館は 23 年度中に改修を終えますので、今後、多くの利用が期待できるとともに、集

団研修施設こまはたは、利用人数も計画を２割ほど上回っております。今後も、施設の周知と

事業の充実に努めます。 

図書館は、学校図書館と連携し、子どもの読書環境の充実に取り組むとともに、貴重な郷土資

料で傷みが進むものは、デジタル化に取り組みます。 

また、新たに、自然や命をいとおしむ心や言葉の力を高めるため、ワークショップを実施した

します。 

２つ目は、「健やかな子どもを育てる学校教育の推進」についてであります。 

「幼児教育の充実」では、より良い教育環境を創造し、家庭との連携を図りながら、小学校以

降の生活や学習の基礎を育成し、生きる力を育みます。 

また、異年齢保育、満３歳児入園、預かり保育等を通じて、思いやりの心や社会のきまりを守

ろうとする気持ち、感動する心、健やかな体の育成に努めます。 

「小中学校教育の充実」では、関係者の連携のもと、教育への思いを受け止め、質の高い教育

活動の推進に努めます。  

「新学習指導要領への対応」では、学校教育推進員の継続配置、教材や備品の整備を進め、新

たな教育活動への移行を支えます。 

また、基礎・基本的な学力の習得を図るため、退職教員等外部人材を活用し、指導の充実や学

習方法の工夫改善により、学力の向上に努めます。 

睡眠時間や朝食の摂取などの生活習慣が学習内容の定着と相関関係が見られることから、早寝、

早起き、朝ごはんなど基本的な生活習慣や学習習慣の確立に取組みます。 

｢特別支援教育」では、特別支援学級に在籍する児童生徒や通常学級で特別な配慮を必要とす

る児童生徒は、年々増加傾向にあるため支援員を増員し、学校間や幼稚園・保育所、関係機関

との連携を深め、充実した特別支援教育を推進します。 

「いじめや不登校などの対策」でありますが、特にいじめは、児童生徒の心と体に大きな影響

を及ぼすばかりか、教育の根幹に関わる重大な問題であります。 

子どもサポーターの充実や、スクールカウンセラーをはじめ、関係機関等との連携を深め、個

別相談・面談の促進や早期対応に努めます。 

不登校問題については、まっく・ざ・まっくを活用した学校復帰の取組みを進めます。 

学校給食についてであります。 



地産地消の推進については、これまで農協のご協力を得て、給食センターで使用するじゃがい

もは全て町内産としたほか、平成 23 年 10 月からは玉ネギも半年間、町内産を使用しております。 

今後も、できる限り幕別産野菜の使用に努め、更新した衛生管理マニュアルに基づき、安心、

安全な給食を提供します。 

｢教育環境の整備」では、本年度は特に児童数の増加が続いている札内南小学校の校舎増築を

行い、普通教室を確保するとともに、校内に分散している特別支援学級を集約するなど、教育

境の充実を図ります。 

また、書棚の固定など非構造物の耐震化を３年計画で進めるとともに、小学校の遊具の更新、

教員住宅の改修などにも努めます。 

「高等学校教育の充実」では、中札内高等養護学校の分校・分教室の幕別高校への設置は、本年

度に改修工事が実施され、６月頃には学科も決定される予定です。道教委との連携を図り、地域

の期待に応えたいと思います。 

また、幕別高校や江陵高校に対し、今後も振興会等への支援を継続します。 

通学区域の弾力化では、札内地区において一部、実施しておりますが、将来的には、学校間に

相当数の児童生徒数の差が生じることが予測されます。 

このため、保護者や関係者のご意見を伺い、札内地区の通学区域について、検討を進めます。 

「信頼される学校づくりの推進」では、毎月 19 日を「まくべつ教育の日」として、関係者が

一つになって子どもたちを見守り、育む取組みをしておりますが、今後も、学校運営協議会や

地域の方々の協力を得て、信頼される学校づくりを進めます。 

また、教職員の不祥事根絶に向け、強く指導するとともに、校内研修や各種研修会などを通し

て、資質・能力の向上を図ります。 

３つ目は、「青少年の健全育成の推進」についてであります。 

青少年をめぐる問題はより複雑な情況にあり、問題解決のために、迅速かつ効率的な対応が求

められております。 

このたび幕別町青少年問題協議会を発展的に解消し、幕別町児童生徒健全育成推進委員会にそ

の機能を担っていただくことといたしました。 

４つ目は、「優れた芸術・文化活動の推進」についてであります。 

指定管理者による運営となってから５年目を迎える百年記念ホールは、幕別町はもとより十勝

を代表する文化の拠点施設となっております。 

本年度が指定管理の最終年でありますので、これまでの事業活動を評価し、第２期の契約に向

けた準備をしてまいります。 

５つ目は、「歴史的文化の継承」についてであります。 

ナウマン象記念館は、本年度は施設等の改修を図り、利用しやすく充実した学習活動ができる

よう整備するほか、歴史の散歩道事業は、幕別特有の農作物の歴史に着目するなど、新たに歴

史の散歩道を作ります。 

最後に、「健康づくりとスポーツ・レクリエーションの推進」についてであります。 

町内の社会体育施設の整備や、体育連盟や体育指導委員会と協力しながら、総合型地域スポー

ツクラブの支援を図り、スポーツ団体組織の育成と指導者の養成にも努めます。 

以上、簡単に説明いたしました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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。 

○沖田委員長 私から一点よいでしょうか。 

   生涯にわたる学習社会の形成で図書館の本年度につきましては新たな取り組みとして、自然や

命をいとおしむ心、言葉の力を高めることを目的に｢いのちの写真詩｣「いのちの写真絵本」をつ

くるワークショップを実施するとありますが、具体的にはどのような写真詩、写真絵本なのでし

ょうか。 



○図書館事業係長 具体的な進め方についてはこれから図書館内部で協議をするところであります

が、考え方としましては命をテーマにワークショップを開催する予定で、このワークショップは

小学生を対象と考えておりますので命をテーマにといたしましても、少し難しい面もあるかもし

れません。 

ワークショップの講師依頼考えている方が芽室町在住の小寺さんという方でして、命をテーマ

に例えば花が開花するところや昆虫等を写真におさめ、写真集も出版されている方です。 

命に対する感じ方というのは人それぞれでありますので、現在考えているのは、子どもたちに自

分の感じる命の写真を撮ってもらい一言ずつコメントを添えて、写真詩に収めようと考えており

ます。 

実際にはこれから案を練っていくところなので、実際に今のようなこととは違うものになって

しまうかもしれませんが、今のところこのような写真詩をと考えております。 

○沖田委員長 そのほかにありませんか。 

   (ありません）  

お諮りいたします。議案第３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)  

異議なしと認め、議案第３号については原案どおり可決しました。 

○沖田委員長 次に日程第８、議案第４号、平成 23 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 議案第４号、平成 23 年度幕別町一般会計補正の予算要求について、ご説明申し上げま

す。 

９ページをご覧ください。 

10 款教育費の予算は、１千 116 千円を減額し、総額 13 億 1,161 万４千円と定めるもので 

あります。 

１項教育総務費は、69 万６千円の減額であります。 

２目共済費や３目教育財産費での学校地下タンク検査委託料が減となったことが主な要因で

あります。 

２項小学校費、524 万４千円の減額であり、主には糠内小学校の改築工事の入札減であります。 

３項中学校費は賃金の減額がありましたが、全道・全国文化スポーツ大会への参加奨励金が  

同額増額となったため、相対での補正はありません。 

目同士での予算の組み替えとなります。 

４項幼稚園費、150 万円の減額であります。  

私立幼稚園の入園料・保育料、就園奨励費扶助の適用者が当初見込みより減少したことによる

ものであります。 

10 ページになります。 

５項社会教育費、267 万６千円の減額であります。 

委員報酬や費用弁償の減、小学生の道外研修参加補助金の減、工事請負費の減など、各種事業

確定に伴うものであります。 

以上、ご説明申し上げました補正予算を、町に対して要求しようとするものであります。 

よろしくご審議のうえ、ご承認のほどを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。 

○瀧本委員 教育総務費の事務局費の共済費についてですが、保険料等の率が上がっている状況に

あるのにどうして減となるのでしょうか。 

○学校教育課長 人権費につきまして緊急雇用対策として雇っている人がおりますので教育費では

ないところからの支出となっておりますので、人件費ごと減額となっているため、共済費も減額

となった訳であります。 



○沖田委員長 ほかにありませんか。   

   (ありません）  

   お諮りいたします。議案第４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)  

異議なしと認め、議案第４号については原案どおり可決しました。 

○沖田委員長 次に日程第９、議案第５号、幕別町青少年問題協議会条例を廃止する条例の申し出

について説明を求めます。 

○生涯学習課長  議案第５号、幕別町青少年問題協議会条例を廃止する条例の申し出について説明

をいたします。 

   議案書の 11 ページをご覧ください。 

青少年問題協議会条例につきましては、町青少年問題教育法に基づき青少年の指導、育成、保

護及び行政に関する調査審議、連絡調整、保健福祉などを目的として本町青少年問題協議会を設

置するため昭和 40 年に制定したものであります。 

   しかし、設立後、時間が経過するにつれまして協議会のあり方について各委員の皆様からご意

見のあったところであり、改めて協議会のあり方について意見集約をお願いしていたところであ

ります。 

協議会で出された結論といたしましては、国、近隣の町、本町の協議会の活動等、近年の複雑

化した青少年問題に対し、迅速かつ効率的な対応が求められていることを鑑み、協議会の役割は

一定程度終了したと考えられる。 

また、協議会を発展的に解消するにいたって、協議会のもっている一部を幕別町児童生徒健全

育成推進委員会に取り入れていただくというものでありました。 

このご意見を去る第５回児童生徒健全育成推進協議会でお話をし、ご了解をいただいたところ

であり、今協議会を発展的に解消するべく、本条例を提案するものであります。 

なお、施行年月日は平成 24 年４月１日といたします。 

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）  

   質疑なしと認めます。 

   お諮りいたします。議案第５号について原案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５号については原案どおり可決いたしました。 

○沖田委員長 次に日程第10、議案第６号、幕別町子どもサポーター要綱の一部を改正する要綱に

ついて説明を求めます。 

○学校教育課長  議案第６号、幕別町子どもサポーター要綱の一部を改正する要綱について説明を

いたします。 

    議案書は12ページであります。 

    子どもサポーターにつきましては、学校・家庭と緊密な連携を図り、児童の心の悩みやいじ

め、不登校の未然防止、早期発見、早期対応を図ることを目的に平成22年度から教職員として

豊かな経験と豊富な知識を有する方を非常勤特別職として任用していたところですが、職務の

内容や勤務時間等を考慮し、平成24年度からは身分を臨時的任用職員へとして見直すところで

あります。 

改正の内容は文言の整備でありますので、サポーターの役割、活動内容等については従前と

変わらないものであります。 

以下、条文に添いましてご説明申し上げます。 



別紙、議案第６号説明資料「幕別町子どもサポーター要綱の一部を改正する要綱新旧対照表」

をご覧下さい。 

現行の第２条につきましては身分及び職名について定めておりましたが、身分につきまして

は改正後第５条に、職名につきましては第１条で規定いたしておりますので、現行第２条を削

除し、第３条以下を繰り上げるものであります。 

現行の第４条第２項は任用期間について規定しておりますが、臨時的任用職員の任用期間に

ついては、地方公務員法に規定がありますことから、削除をするものであります。  

改正後の繰り上がりました第４条の次に第５条として次のものを付け加えるものでありま

す。 

サポーターの勤務条件等は次のとおりとする。 

第１号、サポーターの身分は、地方公務員法第22条第５項に規定する臨時的任用の職員とす

る。 

第２号、サポーターの勤務日数は、週５日以内とし、１日の勤務時間は、休憩時間を除き午

前10時から午後４時までの５時間以内とする。 

第３号、その他の勤務条件、服務等は、幕別町臨時職員のうち日額賃金を支給する者の取扱

基準の規定を準用する。 

現行の第６条、第７条につきましては、改正後の第５条で規定されましたので、削除し、第

８条を第６条、第９条を第７条に繰り上げるものであります。 

  議案書にお戻りください。 

  附則におきまして施行日を平成24年４月１日からとするものであります。 

  以上で説明を終わります。 

  よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○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）  

    質疑なしと認めます。 

    お諮りいたします。議案第６号について原案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６号については原案どおり可決いたしました。 

○沖田委員長 次に日程第11、議案第７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、秘密会にいたします。 

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、秘密会にいたします。 

 

○沖田委員長 秘密会を解きます。 

○沖田委員長 以上をもちまして、本日の日程すべてが終了いたしましたので、第２回教育委員会

会議を閉じます。 

 

15：55 閉会 


