
 

 

令和２年 第３回教育委員会会議 定例会 会議録 

 

日  時  令和２年３月 24日（火） 14：00～16：00 

 

  

場  所  公民館第１会議室 

 

出 席 者 

 教育長・教育委員  髙橋教育長、皆上教育長職務代理者、中村委員、住委員、平間委員 

事 務 局   河原教育次長、安田学務課長、今崎社会教育課長、佐々木スポーツ振興課長、 

橘学校給食センター所長、松田指導主事、鈴木社会教育主事、 

是枝学務課長補佐 

記   録   上山学務課長補佐 

 

 

審 議 結 果 

 

会議録署名委員の指名     皆上教育長職務代理者 

会議録署名委員の承認     了 承 

 

報 告 

  報告第１号  教育長報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 了 承 

報告第２号  議会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 了 承 

 

議 案 

議案第１号  令和２年度学校教職員人事及び教育委員会職員人事に 

ついて(３ 教育委員会人事（会計年度任用職員）) ・・・・  決 定 

議案第２号  令和２年度砂川市立学校職員辞令交付式について・・・・  決 定 

議案第４号  砂川市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規 

       則の制定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 決 定 

議案第５号  砂川市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 決 定 

議案第６号  砂川市立学校の学校運営協議会に関する規則の一部を 

改正する規則の制定について・・・・・・・・・・・・・ 決 定 

議案第７号  砂川市立学校教員住宅家賃等補助金交付要綱の制定に 

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  決 定 



 

議案第 ８号   砂川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する 

訓令の制定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 決 定 

議案第 ９号   砂川市学校運営協議会準備検討委員会設置要綱を廃止す 

る訓令の制定について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 決 定 

議案第 10号  砂川市青少年指導センター設置及び運営に関する要綱の 

一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 決 定 

議案第 11号   新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期 

間等における砂川市立学校職員の在宅勤務実施要領の制 

定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 決 定 

議案第 12号  令和２年度学校運営協議会の設置校に係る指定について・・ 決 定 

 

議案第 13号 砂川市立小中学校適正規模・適正配置に係わる計画の策定 

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  決 定 

 

次回開催日    

令和２年 第４回教育委員会会議定例会 ４月 28日（火）10:00



審議事項内容 

 

開 会（髙橋教育長進行） 14:00 

 

１．会議録署名委員の指名  髙橋教育長より皆上教育長職務代理者を指名 

 

２．前回会議録の承認 

事前配付を行っている、令和２年２月 21日開催の教育委員会会議定例会会議録の内容につい

て承認。 

議案中、議案第１号「令和２年度学校教職員人事及び教育委員会職員人事について」のうち １ 

学校教職員人事 及び ２ 教育委員会職員人事(一般職員)、議案第３号 「砂川市学校給食セン

ター運営委員会委員の委嘱について」を非公開とすることで決定。 

 

３．報告第１号 教育長報告 

髙橋教育長より、２月 26日（水）臨時校長会議、３月２日（月）臨時校長会議、３月５日（木）

定例校長会議を開催し、新型コロナウイルス対策として、臨時休業、分散登校及び卒業式等に

ついて協議したなど４件について報告。 

 

（学務課） 

安田学務課長より、「新型コロナウイルス感染症への対応について」など４件について報告。 

 

教育委員より、「新型コロナウイルス感染症への対応として学校の分散登校の実施状況につい

て」質問があり、北海道教育委員会で示されているとおり、児童、生徒の人数を絞った中で、

１回の登校は短時間、おおよそ 50分程度、場所については、体育館のような広い場所というこ

とで各学校対応をし、休業期間中の登校は２回であると説明。 

 

（社会教育課）（公民館）（図書館） 

  今崎社会教育課長・公民館長・図書館長より、「新型コロナウイルス感染症への対応について」、

同様内容をそれぞれ１件報告。 

 

（スポーツ振興課） 

  佐々木スポーツ振興課長より、「新型コロナウイルス感染症への対応について」など３件につ

いて報告。 

 

（学校給食センター） 

  橘学校給食センター所長より、「学校給食事業共同化協定書調印式について」など２件につい

て報告。 

 



―――   了承   ――― 

 

４．報告第２号 議会報告 

河原教育次長より、２月 20 日、総務文教委員会において、15 件の報告事項に対する質疑と

して「令和２年度公立高等学校入試出願状況について」など２件、総体の質疑として「教員

の変形労働時間制について」など３件について答弁内容を報告。 

３月９日から 18日までの会期で開催された第１回市議会定例会において、補正予算、条例の

一部改正など、32 件の議案が審議され、「砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例」「砂川市学校給食センター条例の一部を改正する条

例」「砂川市と奈井江町・浦臼町における学校給食に係る事務の委託に関する規約の制定につい

て」を含め、いずれも提案のとおり議決されたと報告。 

一般質問として、「不登校児童・生徒の居場所づくりについて」など５件、総括質疑として、

「給食センターにおける新型コロナウイルスの影響について」など４件について答弁内容を

報告。 

 

―――   了承   ――― 

 

５．議案第１号 令和２年度学校教職員人事及び教育委員会職員人事について 

安田学務課長より、本議案のうち、３教育委員会職員人事(会計年度任用職員)について提案。 

 

質問 学校公務補や事務生の異動はあるのか。（平間委員） 

 

答弁 学校公務補については、今回２名新たな任用者であり、各学校に配置する予定である。 

   事務生の異動は、今回はない。 

 

―――   決定   ――― 

 

６．議案第２号 令和２年度砂川市立学校職員辞令交付式について 

安田学務課長より、令和２年４月１日付教職員人事異動に伴い、砂川市立小・中学校へ赴任

する教職員に対して実施する辞令交付式について提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

７．議案第３号 砂川市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

橘学校給食センター所長より、委員の辞任に伴い欠員が生じるため、後任の委員を委嘱する 

ことについて提案。 

 

―――   決定   ――― 



 

８．議案第４号 砂川市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 

安田学務課長より、令和２年度の事務執行に応じた分掌事項に改めるなど本規則の一部を改 

正することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

９．議案第５号 砂川市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

安田学務課長より、公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため、教育職員

の在校等時間の上限時間数について規定するとともに、夏季及び冬季休業日以外の時期に休業

日を設けることができるよう、本規則の一部を改正することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

10．議案第６号  砂川市立学校の学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規則の制定につ 

いて 

安田学務課長より、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の条番号が改められるため、 

本規則の一部を改正することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

11．議案第７号 砂川市立学校教員住宅家賃等補助金交付要綱の制定について 

安田学務課長より、砂川市立学校で勤務する管理職において、公平性を図るため、砂川市立

学校教員住宅家賃等補助金交付要綱を制定することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

12．議案第８号 砂川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する訓令の制定について 

安田学務課長より、令和元年 10月からの子ども・子育て支援制度の実施による幼児教育の無

償化に伴い、本要綱を廃止することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

13．議案第９号  砂川市学校運営協議会準備検討委員会設置要綱を廃止する訓令の制定について 

安田学務課長より、学校運営協議会の設置に伴い、本要綱を廃止することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 



14．議案第 10号 砂川市青少年指導センター設置及び運営に関する要綱の一部改正について 

今崎社会教育課長より、砂川警察署が滝川警察署に統合されることに伴い、本要綱の一部を

改正することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

15. 議案第 11号  新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における砂川市 

 立学校職員の在宅勤務実施要領の制定について 

安田学務課長より、新型コロナウイルス感染症対策として、砂川市立学校職員で共働きやひ 

とり親、障がいのある子どもの保護者である者が、一斉臨時休業期間等において、自宅等にい

る子に対応できるよう、新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における

砂川市立学校職員の在宅勤務実施要領を制定することについて提案。 

 

質問 実際に実施要領が運用される場合に市内で対象となる職員はどれくらいいるのか。 

（平間委員） 

 

答弁 対象職員は集計していないが、各学校に事前にこの実施要領の制定について希望する職員 

がいるか確認をしたが、子どもの看護のために自宅勤務を希望したいという例は数件あった。 

 

―――   決定   ――― 

 

16．議案第 12号  令和２年度学校運営協議会の設置校に係る指定について 

安田学務課長より、令和２年度の学校運営協議会設置校を指定することについて提案。 

 

―――   決定   ――― 

 

17．議案第 13号 砂川市立小中学校適正規模・適正配置に係わる計画の策定について 

是枝学務課長補佐より、市立小中学校適正配置の計画策定について提案。 

 

――― （１）小中一貫教育、（２）特別支援教育、（３）令和２年度の事業スケジュール（予定）

などについて 継続審議とすることを決定 ――― 

 

18．その他  

  次回の開催日について、下記のとおり決定。 

令和２年第４回教育委員会会議定例会 ４月 28日（火）10:00～ 

 

     ――― 閉  会 ――― 16時 00分 


