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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和２年３月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和２年３月２３日 午後１時３０分～午後２時３０分 

開 催 場 所 音更町役場 庁議室 

委 員 出 席 者 宮原教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事 務 局 出 席 者 
福地教育部長、草浦学校教育課長、小塩文化センター館長兼図書館長、八鍬ス

ポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校教育係長、髙木施設係長、加藤生涯学習

係長、国枝青少年係長 

傍 聴 者 数 無し 

議 題 ・ 諮 問 内 容 

１ 会議録署名委員の指名 

２ 報 告第１号  諸般の報告 

３ 報 告第２号  令和元年度いじめに関する実態調査報告について 

４ 議 案第１号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係規則の整備に関する規則案 

５ 議 案第２号  音更町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則

案 

６ 議 案第３号  音更町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関

する規則案 

７ 議 案第４号  音更町奨学資金支給条例施行規則の一部を改正する規

則案 

８ 議 案第５号  音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部

を改正する規則案 

９ 議 案第６号  音更町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令

案 

10 議 案第７号  音更町立学校における働き方改革推進プランの見直し

について 

11 議 案第８号  教職員人事の内申について【秘密会】 

12 議 案第９号  音更町教育委員会事務局職員の人事について【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 議案第１号から第９号につきましては、原案のとおり可決されました。 

会 議 経 過  別紙会議録のとおり 

お 問 合 せ 先 教育委員会 学校教育課 総務係 
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令和２年３月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和２年３月２３日 

ところ 役場 ２階 庁議室 

 

委員会出席者 宮原教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事務局出席者 福地教育部長、草浦学校教育課長、小塩文化センター館長兼図書館長、八鍬ス

ポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校教育係長、髙木施設係長、加藤生涯学習

係長、国枝青少年係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時３０分） 

 

令和２年３月教育委員会会議（定例会） 

 

（教育長） 

  本日の出席者は５名で定足数に達しております。 

  ただいまから、令和２年３月の教育委員会会議定例会を開会いたします。 

日程１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、音更町教育委員会会議規則第７条の規定により種川委員を指名い

たします。 

日程２、報告第１号 諸般の報告を議題とします。 

事務局の報告を求めます。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

議案の２ページをご覧いただきたいと思います。 

報告第１号 諸般の報告。このことについて、次のとおり報告いたします。 

２月 25 日火曜日、児童生徒文化・スポーツ賞選考委員会が 101 会議室において開催されまし

た。今年度の音更町児童生徒文化・スポーツ賞の選考を諮問し、文化部門の個人の部で 37 人、

団体の部で９団体。スポーツ部門の個人の部で 66 人、団体の部で 22 団体の答申をいただき、

各学校において表彰しているところでございます。 

続きまして、校長会議につきましては、２月 25 日、２月 26 日、３月６日、の３回開催して

おります。新型コロナウイルス感染症対策に係る学校の対応について説明をしているところで

ございます。 

３月２日月曜日、第１回定例会が 19 日までの予定で開催されております。一般質問につきま

しては、お手元に配布のとおりでございますが、平子議員からスポーツ課の方に質問がござい

ました。また、各課の補正予算につきましては、原案どおり可決されているところでございま

す。 

続きまして、３月 13 日金曜日、中学校卒業式が５校で開催されております。新型コロナウイ
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ルス感染症対策を施した中での中学校の卒業式につきましては、特に問題はなく無事に終了し

ております。終了式については、今週になりますが、分散登校日に終了式という形では実施を

しないで、分散登校日ということで通知表のみを渡すこととしております。 

続きまして、３月 23 日月曜日、本日ですね、小学校卒業式が２校で開催されております。小

学校の卒業式につきましては、残り 11 校が３月 24 日に実施する予定でございます。それから、

終了式の実施方法につきましては、先週の分散登校日ですとか、卒業式と同日に実施している

学校、それから終了式は実施せず通知表を渡すのみの学校、校内放送を使用する、など各校に

おいて実施の判断をしていただいているところでございます。以上報告といたします。 

（教育長） 

報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑を終わります。 

  本件は報告済みといたします。 

日程３ 報告第２号 令和元年度いじめに関する実態調査報告についての件を議題とします。

事務局の報告を求めます。 

  櫻井学校教育係長。 

（学校教育係長） 

  はい。それでは議案の３ページをお開きください。 

報告第２号 令和元年度いじめに関する実態調査報告について。このことについて、  別

冊のとおり報告するものでございます。 

  別冊になります、令和元年度いじめに関する実態調査を事前にお配りしております。こちら

につきましては、音更町いじめ問題等対策委員会が、毎年、全小中学校の全学年に実施してい

るいじめアンケートについて集計を行った結果及び考察を加えたものとなっております。なお、

今年度のいじめアンケートにつきましては、11 月に実施をさせていただいているところでござ

います。 

  冊子をお開きいただきまして、１ページから 45 ページ。ここまでにつきましては、学年の区

分ごとに調査結果をグラフ化し、いじめ問題等対策委員が考察を加えたものと、児童生徒の自

由記載の内容でありますので、後ほどご覧をいただければと思います。 

  今年度のアンケート用紙につきましては、巻末にあります資料の 51 ページ以降に掲載をさせ

ていただいているところでございますが、一昨年度から引き続き、設問中の『いじめ』という

言葉を『いやな思い』とし、積極的にいじめを認知することとしております。 

  また、一部の設問につきましては、昨年度と選択肢の内容が変更されております。このため、

集計結果の考察においては、経年比較が出来なかったところがございますので、ご了承をいた

だきたいと思います。 

  それでは 47 ページから 49 ページにあります集計表をご覧いただきたいと思います。いじめ

アンケートの集計は、小学校１、２年生と小学校３年生から６年生、中学校、この３つの区分

に分かれております。 
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  47 ページにつきましては、小学校１、２年生の結果ですが、１番目の質問に『今年の４月か

ら今日までいやな思いをしたことがある』。ここで『ある』と答えた児童のうち、３番目の質問

になりますが、『今もいやな思いをしている』と回答した児童は、１、２年生合計で 83 件とな

っております。集計表には掲載しておりませんが、昨年度については 94 件となっております。 

  次に 48 ページ。小学校 3年生から 6年生になりますが、こちらでは設問が１つ下の４番目の

質問になります。『今もいやな思いをしている』と回答した児童の合計は 101 件となっておりま

す。こちらにつきましては、昨年度についても 101 件でございました。 

  49 ページの中学生では『今もいやな思いをしている』と回答した生徒の合計は 27 件となっ

ており、こちらにつきましては、昨年度については 22 件でございました。 

小学校１、２年生では減少しているものの、小学校３年生以上及び中学生では横ばい、ある

いは増加となっております。ただし、今回のアンケート後の教育相談により、全ての案件が解

消していることから、考察の中では、日頃から児童生徒を見守り、寄り添った指導に努めるこ

と、教員間で情報共有に努めることにより、早期発見、早期解消に繋げてくことが重要である

としております。 

また、最後の質問である『いじめはどんな理由があっても許されないことだと思うか』につ

いては、小学校は全ての学年で 80 パーセントを超えていますが、中学校２、３年生では 70 パ

ーセントであり、特に中学校３年生では『そう思わない』、『よく分からない』、『無回答』の割

合が増えているところでございます。中学校の考察では、いじめはどんなことがあっても許さ

れないと思える心の環境づくりが課題であるとしております。以上、ご報告とさせていただき

ます。 

（教育長） 

  報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

感想といいますか、昨年と多少比べて見てみました。今年傾向とか、自由記載、小学校も中

学校もすごく増えているような印象でした。これは方法が何か変わったのか、様子が変わった

のか、何かそんなようなお話はありますか。 

（教育長） 

  櫻井学校教育係長。 

(学校教育係長) 

昨年度の自由記載の集計にあたりましては、記載内容が違ったとしても、似ている内容につ

いては極力まとめていたようなんですよね。今年度については、児童生徒の生の声をできるだ

け報告のほうに反映させたいところもありまして、全く同じような記載でない限りは、似たよ

うな内容につきましても極力掲載をさせていただいているというようなところでございます。 

(石川委員) 

  わかりました。 

  あと、中学校の 39 ページあたりから始まるんですけれども、自覚のない生徒や自己申告して

いない生徒もいると思われるとか、あと 41 ページの方の解説の部分の中の文章で、「いじめに

対する大義名分」が正しい心を侵食しているのであればなど、読むと内容が深刻かなという印
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象を受ける感じがしました。自由記述の中で気になったのは、いじめは悪いことだ、けれども

どうのといういいわけを正当化する自由記載が多いなという印象を受けたので、今までたまた

ま去年と比べてみるとそんなに言葉も出てきてませんし、集約をされてたせいもあるのかもし

れませんけれど、あとは、解説に関してもあまりそんな言葉は出てきてなかったので、現場で

も、先生方が気になる様子が結構あるのかなという印象を受けました。何か気になるようなこ

とがあれば、と思うんですけれども。 

（教育長） 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  各学校から数人の先生方がお見えになっているんですけれども、具体的なお話までは今回は

聞いていないです。４月以降もいじめられている、と感じている児童たちについては、学校の

方では教育相談をしているんですけれども。その教育相談の結果としては、そこまで深刻なお

話は伺ってはいないと思うんです。ただ、検証する先生の方で、そういうことを現場で感じて

いるものはあるのかも知れません。 

(石川委員) 

   わかりました。ある程度こういった形で現実に近い部分も結構あるのかなという印象を受け

ました。現場でご苦労も多いと思いますけれども、実態を把握されて落ち着く方向へ結びつい

ていっていただければなと思いました。以上です。 

(教育長) 

  他に質疑ありませんか。なければこれで質疑を終わります。 

  本件は報告済みといたします。 

  日程４、議案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規

則の整備に関する規則案の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

  草浦学校教育課長。 

(学校教育課長) 

  議案の４ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整

備に関する規則案についてご説明いたします。 

  改正文につきましては、朗読は割愛させていただき、別冊参考資料によりご説明させていた

だきます。別冊参考資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

  １ 制定の理由といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行により、特別職非常勤職員の要件が厳格化され、会計年度任用職員制度が令和２年度から開

始されることに伴い関係規則を整備するために規則を制定しようとするものであります。 

  なお、厳格化された特別職非常勤職員とは、専門的な知識経験を有する者が就く職であって、

知識経験に基づいて非専務的に公務に参画する職ということで、学校評議委員、統計調査員、

学校歯科医等でございます。 

  また、新しく導入される会計年度任用職員は、一会計年度内を任期とする非常勤の一般職員

であり、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の２種類があり、フル

タイムにつきましては、英語指導助手や臨時教諭。パートタイムについては、学校事務補等が
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ございます。 

  ２ 改正する規則といたしましては、（１）音更町立小中学校における学校運営協議会の設置

等に関する規則、（２）音更町立学校管理規則、（３）音更町家庭教育学級等の開設に関する規

則、（４）音更町社会教育指導員設置規則、（５）音更町青少年対策地区指導員規則、の５つの

規則でございます。 

  ３ 改正等の内容につきましては、（１）から（３）の規則につきましては、２ページからの

新旧対照表でご説明したいと思います。新旧対照表は、左側が現行規則で、右側が改正案であ

り、下線の部分が改正しようとする部分でございます。 

  まず、２ページの音更町立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則につきま

しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、引用条を改正するものでご

ざいます。 

  次に、３ページの音更町立学校管理規則につきましては、パートタイム会計年度任用職員に

ついては、営利企業等の従事の制限が適用除外されることから、制限の対象となる職員の範囲

からパートタイム会計年度任用職員を除こうとするものでございます。 

  続きまして、４ページでございます。音更町家庭教育学級等の開設に関する規則でございま

す。左側の現行欄の第２条第２号のＰＴＡ学級につきましては、現在、家庭教育学級に一本化

されていることから削除することといたします。 

  また、第３条から第６条に規定している学級主事及び副学級主事につきましては、特別職非

常勤職員や会計年度任用職員として任用することが適さないことから削除いたします。今後は、

私人として依頼し、謝礼を支払うこととなります。 

  参考資料の１ページにお戻りいただきたいと思います。３番の改正等の内容の（４）音更町

社会教育指導員設置規則でございますが、現在、社会教育指導員の名称は生涯学習指導員に変

更されており、また、令和２年度からパートタイム会計年度任用職員となることから設置規則

を廃止するものでございます。 

続きまして、（５）音更町青少年対策地区指導員規則につきましても、地区指導員は特別職非

常員職員や会計年度任用職員として任用することが適さないことから、規則を廃止し、今後は

要綱を作成し、私人として依頼し謝礼を支払うことといたします。 

４ 施行期日につきましては、令和２年４月１日から施行いたします。 

以上、説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑を終わります。議案第１号について採決します。 

  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 
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  異議なしと認めます。したがって本件は原案のとおり可決されました。 

  日程５ 議案第２号 音更町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案の件を議題と

します。事務局の説明を求めます。 

  草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の５ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第２号 音更町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案について、ご説明いた

します。 

  改正文につきましては、朗読を割愛させていただき、別冊参考資料によりご説明させていた

だきます。参考資料の５ページをお開きいただきたいと思います。 

１ 改正の理由といたしましては、文化センターの組織の見直し及び図書館の分掌事務を追

加するために規則を改正しようとするものでございます。 

２ 改正の内容といたしましては、（１）文化センターに事業係を加え、現行で総務係の分掌

事務となっている芸術文化に関すること、芸術文化団体及びサークルに関すること、その他芸

術活動に関することを所掌することとするものでございます。（２）図書館図書係の分掌事務に

伊副部昭音楽資料室に関することを追加しようとするものでございます。 

３．施行期日は、令和２年４月１日から施行いたします。 

なお、参考資料の６ページ、７ページに、新旧対照表を記載しておりますので、ご参照いた

だきますようお願いいたします。 

 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

（各委員） 

ありません。 

（教育長） 

なければこれで質疑を終わります。議案第２号について採決します。 

本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

異議なし。 

（教育長） 

異議なしと認めます。したがって本件は原案のとおり可決されました。 

日程６ 議案第３号 音更町立学校の教職員の業務量の適切な管理等に関する規則案の件を

議題とします。事務局の説明を求めます。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

はい。議案の６ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第３号 音更町立学校の教育職員の業務量の適正な管理等に関する規則案についてご説

明いたします。改正文については、朗読を割愛させていただき、別冊参考資料によりご説明さ

せていただきます。参考資料は８ページをお開きいただきたいと思います。 



【④会議結果】 

１ 制定の理由といたしましては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特

別措置法、いわゆる給特法が改正され、国が策定する公立学校の教育職員の業務量の適切な管

理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために

講ずべき措置に関する指針により、各市町村教育委員会においても、教育職員の時間外在校等

時間の上限等の方針を定めることが求められたことから、規則を制定しようとするものでござ

います。 

２ 規則の内容につきましては、（１）趣旨といたしまして、教育職員の業務量の適切な管理

その他の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものであります。

（２）教育職員の業務量の適切な管理等といたしまして、一つには、時間外在校等時間の上限

について①１か月の時間外在校等時間が４５時間以内、②年間の時間外在校等時間が３６０時

間以内、③特例として、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合

の上限を規定しております。この他必要な事項については別に定めるものとしております。 

なお、議案第７号でお諮りします音更町立学校における働き方改革推進プランの見直しの中

でも、本規則案の上限方針及び別に定める必要な事項について追加をしておりますので、ご審

議いただくことになっております。 

３ 施行期日につきましては、令和２年４月１日から施行いたします。 

以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑を終わります。議案第３号について採決します。 

  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。したがって本件は原案のとおり可決されました。 

日程７ 議案第４号 音更町奨学資金支給条例施行規則の一部を改正する規則案の件を議題

とします。事務局の説明を求めます。 

  草浦課長。 

（学校教育課長） 

  はい。議案の８ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第４号 音更町奨学金支給条例施行規則の一部を改正する規則案につきましてご説明い

たします 

改正文につきましては、朗読を割愛させていただき、別冊参考資料によりご説明させていた

だきます。参考資料の９ページをお開きいただきたいと思います。 

１ 改正の理由につきましては、民法の改正に伴い、奨学資金の返納に係る連帯保証人の極



【④会議結果】 

度額（負担上限額）を定め、明示する必要があることから規則を改正しようとするものでござ

います。 

２ 改正の内容といたしましては、10 ページの新旧対照表でご説明いたします。参考資料の

10 ページをお開きください。様式第４ 奨学生選定通知書の右側の改正案の表の中の下線の部

分ですが、連帯保証人の氏名（保護者）及び極度額の記入欄を追加しようとするものでござい

ます。なお、極度額につきましては、転出や退学等により返納する可能性がある奨学資金の総

支給額ということになってございます。このほか、この様式第４から 17 ページの様式第 11 ま

では、文言整理となっております。９ページにお戻りいただきたいと思います。 

  ３ 施行期日につきましては、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑を終わります。議案第４号について採決します。 

  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。したがって本件は原案のとおり可決されました。 

日程８ 議案第５号 音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則

案の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

  八鍬スポーツ課長。 

（スポーツ課長） 

  はい。議案書の 10 ページをお開きいただきたいと存じます。 

議案第５号 音更町立小中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則案につき

ましてご説明を申し上げます。 

この議案につきましては、10 ページから 12 ページまで改正規則案を掲載しておりますが、

朗読につきましては割愛させていただき別冊の参考資料でご説明をさせていただきたいと存じ

ます。別冊参考資料の 18 ページをお開きいただきたいと思います。 

１ 改正の趣旨につきましては、２点ございまして、１点目は、議案第１号でご説明申し上

げました、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、学校開放主事及び副主事につきま

しても、非常勤特別職または会計年度任用職員として任命することができないため規則を改正

しようとするものであります。２点目につきましては、現在地域開放校としております、旧東

中音更小学校及び旧豊田小学校、並びに今月末で閉校となります昭和小学校が地区公民館とな

るため、合わせて改正しようとするものであります。 

２ 改正の内容ですが、（１）、（２）といたしまして開放主事、副主事の任務等に係る条項を

削除し、開放主事、副主事が行っていた業務を教育委員会が行うこととするものであります。



【④会議結果】 

（３）及び（４）では、地区公民館となる旧東中音更小学校及び旧豊田小学校の条項を削除し、

同じく地区公民館となる昭和小学校を別表から削除するものであります。また、（５）として、

申請書の様式から開放主事、副主事の決裁欄を削除するものであります。その他、文言の整理

をしようとするものでございます。 

３ 施行期日につきましては、令和２年４月１日から施行しようとするものであります。 

４ 経過措置につきましては、現在使用している申請書、許可書等の用紙につきまして、改

正後におきましても修正等を行ったうえで使用できるよう経過措置を設けるものであります。

なお、次の 19 ページから 28 ページまで、新旧対照表を掲載しておりますので合わせてご参照

いただきたいと存じます。 

以上、議案第５号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑を終わります。議案第５号について採決します。 

  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

  したがって本件は原案のとおり可決されました。 

  日程９ 議案第６号 音更町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令案の件を議題と

します。事務局の説明を求めます。 

草浦学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  はい。議案の 13 ページをお開きいただきたいと思います。 

議案第６号 音更町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令案についてご説明いたし

ます。 

改正文につきましては、朗読を割愛させていただき、別冊参考資料によりご説明させていた

だきます。参考資料 29 ページをお開きいただきたいと思います。 

１ 改正の理由につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、地方自治法施行規則

の一部が改正され、予算の歳出科目から「賃金」が削除されたことから訓令を改正しようとす

るものでございます。 

２ 改正の内容といたしましては、（１）教育部長の専決事項の「雇用人（７日以内の賃金雇

用に限る。）の雇入れ及び解雇」を削除いたします。ここでいう雇用人というのは、児童生徒の



【④会議結果】 

健診時の直接の看護師等の雇い入れ等（エキノコックス、ツ反等）を想定しておりましたが、

新年度から直接の雇用はなくなったから削除するものでございます。（２）学校教育課長の個別

専決事項の「特別支援教育学習支援員の賃金に係る支出負担行為及び支出命令」及び（３）ス

ポーツ課長の個別専決事項の「パークゴルフ場受付清掃員の賃金に係る支出負担行為及び支出

命令」については、「賃金」を「報酬等」に改正しようとするものでございます。 

３ 施行期日は、令和２年４月１日から施行いたします。 

なお、参考資料 30 ページから 32 ページに新旧対照表を記載しておりますので、ご参照くだ

さい。以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑を終わります。議案第６号について採決します。 

本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。したがって本件は原案のとおり可決されました。 

  日程10 議案第７号 音更町立学校における働き方改革推進プランの見直しについての件を

議題とします。事務局の説明を求めます。草浦課長。 

（学校教育課長） 

 はい。議案の 14 ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第７号 音更町立学校における働き方改革推進プランの見直しについて。このことにつ

いて、別紙のとおり決定しようとするものでございます。 

見直し案につきましては、議案を１枚めくっていただいたところでございます。すみません、

皆さんは別冊です。説明につきましては、参考資料によりご説明させていただきます。参考資

料 33 ページをお開きいただきたいと思います。 

本町の学校における働き方改革推進プランの見直しにあたりましては、２月 20 日開催の定例

教育委員会におきまして、見直しの素案をもとに、事前に委員の皆様に見直しの概要をご説明

させていただいたところでありますが、その後２月末に、道教委から給特法の改正に伴う３月

30 日改定予定の「北海道アクションプラン」の見直し案が示されたことから、その内容につい

ても修正を加えております。 

また、校長会につきましては、３月９日に予定していた校長会議が新型コロナウイルス感染

症対策により中止となったため、翌日の３月 10 日に書面により素案を提示し、その後３月 16

日までに意見を取りまとめましたが、特に意見はございませんでした。 

１ 推進プランの見直しの趣旨等といたしましては、平成 31 年１月に国が「公立学校の教



【④会議結果】 

師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を策定し、このガイドラインが給特法の改正によ

り「国の指針」に格上げされました。この国の指針により、先ほど議案第３号で決定いただき

ました「音更町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則」において、本町の教

育職員の在校等時間の上限方針を定めることとしており、その他教育委員会が講ずべき措置で

ある在校等時間の管理などについては、道のアクションプランなどを参考に「音更町立学校に

おける働き方改革推進プラン」において定めるよう見直しを図ろうとするものでございます。 

２ 主な見直しの内容といたしましては、（１）推進プランの位置付けといたしまして、給特

法の改正による道給特条例及び町教委規則に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他健

康及び福祉の確保を図るために必要な事項を定めるものでございます。（２）推進プランの目標

の見直しでございますが、これまでの「１週間当たりの勤務時間が 60 時間を超える教員を全校

でゼロにする」ということでありましたが、見直し後につきましては「教育職員の時間外在校

等時間を１か月で 45 時間以内、１年間で 360 時間以内にする。」と変更しております。（３）在

校等時間を把握する仕組みの構築等につきましては、本町においては、既に校務支援システム

に勤務管理の項目を追加しており、各校において４月から各校において順次運用を目指してお

りましたが、新型コロナウイルス感染症対策の関係でシステム運用の研修会が中止となってし

まいました。今後の状況に応じて研修会等の実施を含め、システムの使用を検討していく予定

です。 

このほか、（４）教育委員会による学校のサポート体制の充実、（５）在校等時間の上限の原

則。34 ページまでございますが、これは規則で定めた上限規定と同様でございます。（６）町教

委が行う措置などを見直しております。 

参考資料の 35 から 44 ページの方に、本町推進プラン新旧と道のアクションプランとの対照

表を記載しておりますので、のちほどご参照いただければと思います。 

以上、説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければこれで質疑を終わります。これから議案第７号について採決します。 

  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

 

（教育長） 

  異議なしと認めます。したがって本件は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

 

 



【④会議結果】 

（教育長） 

休憩前に引続き、会議を開きます。 

  日程 11 及び日程 12 については、音更町教育委員会会議規則第 14 条の規定により、秘密会と

して審議したいと思います。ご異議ありませんか。 

（各委員） 

異議なし。 

（教育長） 

異議なしと認めます。ただいまから会議を秘密会といたします。 

 

（以下、非公開） 

 

本件までにつきましては秘密会で審議してまいりましたが、ここで秘密会を終わりたいと思

います。ご異議ありませんか。 

（各委員）  

 異議なし。 

（教育長） 

 異議なしと認めます。これで秘密会を終わります。 

 これで、本会議に付されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、令和２年３月の定例教育委員会会議を閉会いたします。 

 

 

閉会（１４時３０分） 


