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令和２年７月臨時中標津町教育委員会 
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２ 場 所  中標津町役場３０１号会議室 
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教 育 長 山 田 康 司 

委  員 義 盛 幸 規 

委  員 南   むつ子 

委  員 青 山 幸 子 

教育部長 木 村   実 

教育指導監 粥 川 敏 宏 

管理課長 舟 橋 利 明 

総務係長 表   健 一 

学校教育課長 吉 田 憲 史 

指導室長 柴 田 達 也 

生涯学習課長 山 宮 克 彦 

学校給食センター長 吉 田 利 彦 

農業高校事務長 吉 川 裕 二 

 

４ 欠席者   

委  員 助 口   明 

  

５ 傍聴者  なし 

 

６ 議 題 

議案第２８号 学校における働き方改革を進めるために ～見直そう ワ

ークとライフの時間割～改定について 

 

議案第２９号 中標津町立学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

 

議案第３０号 中標津町図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について 
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【開 会】 

 

○山田教育長 

ただいまから７月の臨時教育委員会を開催いたします。 

助口委員が所用のため欠席ですが、過半数の委員の出席がありますので、

会議は成立いたします。 

本日の署名委員は、義盛委員と青山委員です。よろしくお願いします。 

本日の議題は議案第 28 号学校における働き方改革を進めるために～見直

そうワークとライフの時間割～改定について、議案第 29 号中標津町立学校

管理規則の一部を改正する規則の制定について、議案第 30 号中標津町図書

館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、の三点となっていま

す。 

それでは議事に入ります。  
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【議 事】 

◎議案第 28 号 学校における働き方改革を進めるために ～見直そう ワー

クとライフの時間割～改定について 

 

○山田教育長 

議案第 28 号お願いします。 

 

○総務係長 

議案第 28 号になります。冊子の１ページ目になります。計画については別

紙でお配りしているものになりますが、学校における働き方改革を進めるた

めに、見直そうワークとライフの時間割の改定ということで、ご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

令和２年１月に文部科学省から、公立学校の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

る指針が出されております。この指針を受けて中標津町教育委員会において

も学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する新たな方針を定める必要が

あるということでございまして、平成 30 年８月に一度策定をした行動計画

になりますが、こちらの見直し、改定になるということでございます。 

この間７月１日に開催をしました校長会並びに 16 日に開催をしました教

頭会には、事前に意見等の集約をさせていただいているところでございます。

それで本日の７月の臨時教育委員会での上程になり承認を受けるかたちにな

ると、令和２年７月改定になるというものでございます。 

それでは別冊でお配りをさせていただいております行動計画についてご説

明をさせていただきますが、今回は朱書きになっている部分の改定というこ

とになります。文言の整理を含めて改定をしているところでございますので、

ご説明をしたいと思います。 

それでは別冊の冊子のほうになります。表紙を開いていただいて、まずは

じめにということで記載をさせていただいていますが、この部分、朱書きに

なっている部分については、ほぼ今回の改定をするという内容となっており

ます。令和２年７月に改定をしたいということで記載をさせていただいてお

ります。 

続いて１ページ目になります。教職員の働き方改革とタイトルになってい

ますが、こちらについては国の動きを記載をしているのが１ページ目で２ペ

ージについては北海道の動きということで記載をさせていただいているとこ

ろでございます。 

続いて４ページ目になります。４ページ目についての改定部分については
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１の行動計画の性格というところでございます。(1)になりますが、在校時間

等の上限に関する方針として、中標津町立学校管理規則第〇〇条の〇と記載

をさせていただいておりますが、これは次の議案になるのですが、そちらで

承認をいただけると、こちらのほうに第 10 条の２に基づきというようにな

ります。現在承認前ですので、こういうかたちで記載をさせていただいてい

るところでございます。 

続いて５ページ目、３教育委員会の役割ということで、先程からお話をさ

せていただいております教育職員の在校等時間の上限に関する方針を新たに

定めたいということでございます。４番、学校の役割についても、校長の部

分を新たに記載をさせていただいているところでございます。皆さん職員一

人ひとりもそうですけど、意識改革の促進をしたいということでございます。 

続いて６ページ目になります。この６番、行動計画が目指す目標の中の勤

務時間というところが、今回の大きい改定の一つでございます。この教職員

の在校等時間から所定の勤務時間、これは７時間 45 分になるんですけど、学

校にいる全ての時間から７時間 45 分を引いた時間を１か月で 45 時間以内、

１年間で 360 時間以内とするという、これが大きく国のほうで新たに指針が

変わった部分でございますので、こういうかたちで勤務時間を削減をしたい

ということでございます。この部分が大きな改定となります。 

続いて９ページ目になります。部活動に関する負担の軽減ということでご

ざいますが、こちらの文言の整理も含めて今回改定をしているところでござ

います。元々中標津町では年間 104 日以上の休養日というのは、元々中標津

町の部活動の指針、ガイドラインに記載をさせていただいているとおりでご

ざいます。これは国どおりの 104 日以上になっているところでございます。 

あと活動の時間ですけれども、年間平均２時間程度が平日となり、休養日

が年間平均３時間程度となります。こちらの文言が分かりづらかったので表

現を変えているところでございます。 

10 ページ目については北海道アクションプランの指針、これは北海道のア

クションプランが今回、改定でこういうかたちになりましたので、改めて当

町の行動計画もこういうかたちで改定をしたいというものでございます。 

続いて 13 ページ目になります。この部分、勤務時間を客観的に把握し、集

計するシステムを構築ということで、これは令和２年度の予算も取らさせて

いただいているところでございますが、本年度、教職員の皆さんの勤務時間

を客観的に把握するために、新たにシステムを導入するということで予算は

ついているところでございますが、これは教職員の方が出勤をした際に指紋

認証の機械で認証するとパソコンに勤務時間が、朝出勤時間が何時というこ

とで記載になります。それが全員の先生のものが名前で出てくるかたちにな
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りまして、それを帰りも同じかたちで指紋認証すると、そこに記載があって

何時から何時まで勤務した、学校の在校時間が表示になるということで、こ

のシステムについては導入する会社のほうとお話をしておりまして、９月１

日導入予定となり１か月間、試す期間がございまして 10 月１日から正式に

稼働する予定となっております。 

次に 15 ページ目からですが、この 15 ページ目からが今回の改定の大きな

部分で先程の目標に関わる部分でございます。町立学校の教職員の在校等時

間ということで、ここに記載させていただいております。教育委員会は、次

に定める業務を行う時間の上限の範囲内とするために、業務の削減や勤務環

境の整備を進めますということ、さらには学校は、教育職員の勤務時間管理

や業務の役割分担の適正化、効率化等を進め、業務を行う時間の上限の範囲

内とするということでございます。対象の範囲でございますが、対象者の範

囲についてはここに記載のとおりとなります。 

次に業務を行う時間の上限ということで記載をさせています。 

あと 16 ページ目の②上限時間の原則ということで、先程の目標にも書い

てあるんですが、アとイということになります。アが１日の在校等時間から

所定の勤務時間を除いた時間の１か月の合計時間ということで、これは先程

言ったとおり 45 時間。１日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間

の１年間の合計時間が 360 時間ということで、これが上限時間の原則という

ことになります。 

あと③では、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間、

上は上限時間の原則なんですけど、その他に生徒の関係での臨時的に特別な

事情がある場合、これについてはアイウエとなっておりますが、１か月の在

校等時間が 100 時間未満となります。イが１年間時間外在校等時間 720 時間

になります。１年間は倍ということになります。ウが１年のうち１か月時間

外在校等時間が 45 時間を超える月数が６か月。エで連続する２か月、３か

月、４か月、５か月及び６か月のそれぞれの期間について、各月の１か月時

間外在校等時間の１か月当たりの平均時間が 80 時間ということでございま

す。 

17 ページ目、最後のページになりますが、ここには教育委員会が行う措置

ということで記載をしているところです。北海道アクションプランの新な周

知の部分ですとか、学校の体制、勤務環境の整備状況及び教育職員の勤務実

態を把握をするということで記載をさせていただいています。 

あと留意事項でございますが、こちらに①②③と記載がありますが、③の

一番重要なことについては、この条例自体を守ることをのみ目的として、自

宅等に持ち帰って、業務を行う時間が増加するということは、これを避けな
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ければならないということで、こちらについても学校との連携を図りながら、

この部分は特にやはり、家に持ち帰る方が増えるということではない行動計

画というかたちをとっていきたいと考えているところでございます。 

以上、改定する部分についてはご説明をしたところでございます。よろし

くお願いします。以上でございます。 

 

〇山田教育長 

ただいま議案第 28 号について説明がありました。ご意見ご質問等ありま

したらお願いします。 

 

〇義盛委員 

二点ほどお伺いしたいんですけれども、内容については申し分ないと思う

んですが、中標津町の実態として現状どれほどの超過勤務時間が発生してい

るのか。現状を把握しているデータというものはあるものですか。こういう

ふうに基準を設定しているということは、それよりもオーバーしているとい

うことはまず間違いなくあるわけで、今実際どれぐらい先生方がオーバー、

過重な勤務をしていらっしゃるのかというデータというのは把握していらっ

しゃいますか、教育委員会は。 

 

〇総務係長 

まずその部分は、行動計画の３ページ目に北海道教育委員会のこの部分は

あります。うちのほうは今のところ校長教頭管理職の目視ということで管理

職が把握をしている部分ですので、あと機械警備が入っているんですけど、

最終的に、例えば朝誰が一番早く来られたか、帰りは誰が一番遅かったかと

いうのは分かります。これで把握をしているところです。 

 

〇義盛委員 

それでは道教委が実施した調査というのは、中標津町のデータは反映され

ているということですよね。 

 

〇総務係長 

はい、これは全道なので。 

 

〇義盛委員 

この全道の中に中標津町が含まれている。その中でこういうふうなものが

勤務時間として報告されている。中標津もそうしたら、慣らしたらだいたい
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こういうふうなデータに近いものというふうな認識でいいわけですよね。 

 

〇総務係長 

そうですね。これは平成 28 年 11 月から 12 月の間でやっているので、こ

の時期はこういうことでしたよ、ということです。 

 

〇義盛委員 

分かりました。ちなみに僕が記憶している中では、一時中標津中学校が本

当に夜遅くまでというのをよく聞いて眠らない学校とか言われていたんです

が、最近の様子は聞いていますか。 

 

〇総務係長 

義盛委員が言われたとおり数年前、中標津中学校は確かに夜遅くまでとい

うことで、前の機械警備のデータ等で確認したものによると、ほぼ毎日とい

うことでなくて時期にもよりますが、遅い方で 12 時を超えて２時とか２時

半という方は確かにおられました。最近そこまではいない状況で、遅くとも

時期によりますけど 12 時、それでも遅いんですけれども、９時から 12 時、

そういう方は数人まだいる状況です。２時とかは現在はおりません。 

 

〇義盛委員 

ちなみに、それとともに今回策定される内容の方針にそって、機械を導入

してきちっと管理されるというふうな方向性が見えて大変結構なことと思う

んですけど、これを例えば守りきれなかった場合のペナルティなのか、また

どういうふうなケアがされるのか、というふうな方向性については、これに

は特に書いていらっしゃらないように思うんですけど、何か基準はあるもの

なんですか。 

 

〇総務係長 

まず今言われたとおり、うちのほうは機械を導入して勤務時間の把握をす

るのですが、国や道教委の流れでいくと、この客観的な勤務時間の把握をし

ないとですね、そこではまず加配という新にプラスの先生がいるんですが、

その方の配置をしないとか、そういうことはあります。逆に言うと勤務時間

を守らないからペナルティがあるかということは、これからなんですけど、

たぶん指導は道教委ですとか局には報告しなければいけなくなりますので、

そういう指導は来ると思います。 
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〇義盛委員 

これは教育委員会にも来るんですね。教育委員会をとおしてということで

すね。 

 

〇総務係長 

そうですね。 

 

〇義盛委員 

分かりました。そしたら学校の動きはしっかり私達というか教育委員会の

ほうでも当然動きが見えるということで。それでそれとともに実態が、勤務

したことがないので分からないですけれども、実際こういうふうな基準の勤

務時間があったとして、これで通常の先生方の授業を含めた、準備等を含め

た、仕事量というのは賄えるものなのでしょうか。実際、現場に触れた先生

にお伺いするのですが、実際どう思われますか。 

 

〇山田教育長 

指導監どうですか。 

 

〇義盛委員 

正直、すごく疑問なんです。 

 

〇教育指導監 

なんて答えて良いのか分からないですが、本音からいくと持ち帰りも駄目

だということになると、かなり難しいかなというのが現場としてはあるのか

なというふうに思います。ただ他の教科の準備とか学校内の分掌業務だとか

かなりスリム化して効率的にしたり、あと精選した内容にはなってはきてい

るんですけど、やはり手を抜けない業務とかあります。抜いてはいけない部

分については、丁寧に時間をかけなければならない部分があるので、その辺

のジレンマを現場はきっと抱えている中での、この取り組みになると私は思

いますし、なかなか難しいかなと私は思っています。 

 

〇義盛委員 

厳しいんですね、やはり。 

 

〇教育指導監 

はい。 
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〇教育部長 

事務的には、今回時間が分かるようなシステムを入れて誰が何時に勤務し

て退庁していくかというのを完全に把握することが可能になります。まず実

態をしっかりと把握しないことには、手を打つときにも信ぴょう性だとか何

をしていたかというところの管理職が指導する上では、とてもいい材料にな

るかと思います。意識も変わってくると思います、先生方の。 

あとは本当に効率化だとか、何を重点的にやっていくか、何を優先してや

っていくかというところの実務に関しては、やはり先生方も非常に悩みなが

らやっていかなければいけないところなんですが、そこの意識を少しずつ毎

年いろんな事例を話合いながら、例えば先日、室長もお話していたんですけ

れども、中学校では部活等を受け持って、それが終わってからペーパーの整

理をしなければいけないというような実態があります。そういったときには

部活の担当を複数配置しながら、そこで軽減をしていく。その中で今日は教

務をやりましょう、違う人が部活を見ましょうというように複数を割り当て

ながら、そこで個々の負担を軽減していく実態も各学校で実施しながら、そ

こで良い事例なんかを出し合いながら効率化を図るというようなお話合いも、

校長会教頭会の中でもありましたので、やっぱりペーパーだけでなくて、じ

ゃ現実にどうするんだという話に踏み込んで、そういった話も行われている

状況です。 

 

〇義盛委員 

今回事前に校長会、教頭会でこの話がもう既にとおっているということで

ご報告いただきまして、じゃ管理職の先生方が無理やり引き受けさせていら

れるような部分もあるんじゃないのかなと。それで、一般の教員の方々が本

来苦労すべきところを、なんていうのでしょうか、管理職の負担が逆に増え

るんではないか、心配事も含めてですね。仕事量も含めて増えてしまうと、

それはそれで管理職の先生方のヘルスケアがちょっと心配だなという思いは

したので、でも校長会教頭会の先生方は、それも当然考えた上で引き受けて

いらっしゃるんですよね、いやいやなのかもしれませんけど。引き受けてく

ださっているんですよね。 

 

〇教育部長 

そうですね、そこはやはり校長先生も教頭先生もそれを経てこられた方な

ので、やはり苦しい経験がありますから、そこは改善しながら後輩の先生方

に対して、どう改善すべきかというところも踏まえて、そういうご意見もあ
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りますので、決して押し付けているという感覚ではなく改善していきたいな

という建設的な意見も出ていたのも確かです。 

 

〇義盛委員 

上の先生方のご苦労が増えちゃうかなと、ちょっと心配だったもので。 

 

〇総務係長 

あとですね、今現在も先程言った機械警備の結果で、私から校長教頭には

毎月、遅い先生の話をさせていただいた中で、校長教頭がその先生と面談を

したりとか、そういうことは実際はしています。 

さらに今回このシステムを入れると全員の先生のことが、出退勤の時間が

分かりますので、業務は多少増えるかもしれませんが、その辺は今と同じよ

うなやり方で面談をしたりとか、そういうことをしていきたいと考えていま

す。 

 

〇義盛委員 

はい、ありがとうございます。これからもこれは更に柔軟に変わる可能性

を持った方針のような感じになりますね、さらに現実に近いような。   

分かりました、ありがとうございます。 

 

〇山田教育長 

  このとおり 100％というのはなかなか、努力目標として考えましょう。一

つは国として、文部科学省として、道教委として、ブラック企業の代表は教

員とまで言われているので、実態をより正確に把握して改善を図っていかな

いと人材確保ができない。今後の人材確保も大変難しいということもある。

その背景もあり、こういうのを進めていかないとならない。そのあたりも大

きいでしょうかね。 

 

〇義盛委員 

あまりに酷いようだったら管理するのが文科省でなくて厚労省になってく

るんじゃないのかなとも思ったものですから。文科省でというか、やはりし

っかりとですね、学校自身での問題であるので、できれば介入させずに校内

で、若しくは町内で決着つけるものは、していただいたほうが好ましいなと

思いました。すみませんがよろしくお願します。 

 

〇山田教育長 
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他にありませんか。よろしいですか。 

 

〇南委員 

すみません。単純な質問でごめんなさい。９ページに部活動指導員の配置

ということで、当地域には馴染まない部分があるためとなっているんですけ

れども、現在部活動の指導というのは、どなたがやっているんでしょうか。

教職員でしょうか。 

 

〇山田教育長 

基本的にそうです。 

 

〇南委員 

あと途中から教職員と学校職員という言葉が教育職員という言葉に変わっ

てきているんですね。その違いを教えてください。だいたい 15 ページぐらい

から教育職員という文言が出てくるんですけれども、その前は教職員だった

り、そういう使い方をしているんですけれども私の勉強不足で違いが分から

ないものですから。 

 

〇総務係長 

すみません、違いはありません。こちらの記載を教職員に代えさせていた

だきます。 

 

〇山田教育長 

あとはよろしいですか。 

 

〇教育部長 

今、部活動の指導員の配置のところで、ご質問ありまして、なかなか当地

域に馴染まない部分もあるためというところなんですけれども、国・道の制

度で先生ではなく、民間人の方に部活動を教えていただける制度というもの

もあるんですが、なかなかその人材確保することがこの地域においては難し

いという実態で、こういう表現をさせていただいております。本当は定年退

職後においても、その技能を生かして部活動の指導をしていただけるような

人材が多くいれば、制度活用をしながら先生方の負担軽減をしていくような

制度というのはあるんですが、なかなかそこの人材確保は難しいというとこ

ろでの表現となっております。ゆくゆくは居れば良いなということで探して

いければと思っています。 
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〇山田教育長 

全道的見ると外部コーチが入っているところも結構あります。中標津町で

外部コーチって何人いましたか。中標津町で今、外部コーチは何人いました

か。卓球とかで入っていたね。 

 

〇南委員 

少年団活動では、保護者さんであるとか地域の有志の方が動いてくれると

ころもありますけれども、部活動なんかは違うかなと思っています。 

それから 14 ページに年に１回のストレスチェックをできる限り早くとい

うことで、ストレスチェックの内容について聞きたいです。 

 

〇総務係長 

メンタルヘルス対策の推進の中のストレスチェックということなんですけ

ど、現在、まだ、中標津町では実施をされておりません。これから学校教育

課とも協議をする予定となっておりますが、現在はまだ、早い段階での実施

をしたいということになっているんですけど、内容についてはまだです。中

標津町自体は現在ストレスチェックは業者に委託をして、業者からペーパー

が来まして、それに職員が記載をして、それをまとめることになるんですけ

ど、本当に心の部分で休まれる方も多いということもありまして、その部分

でのチェック項目が何項目かあって、それに書いていくというかたちで、終

わったら提出をして、ネット上でもできますし、ペーパーでもできるという

かたちでやっているところです。 

それを今学校のほうにもやっていきたいということで、今ストレスチェッ

クを早急に導入したいということで話をしています。実施はこれからになり

ます。 

 

〇山田教育長 

疑問な点は全然遠慮なさらないで、どんどん聞いてもらって構いませんの

で。分からないまま帰られたら、それは教育委員さんの逆にストレスになる

ので、どんどん聞いてください。 

 

〇南委員 

  それではお言葉に甘えて。13 ページのシステム導入でデータがいろいろ出

てきますよね。学校ごとに個々の事例が出てくるわけですけど、そういうも

のの把握を学校の中でどのように処理するかというか、月に一回の全体ミー

ティングをして、この人は時間外が多いですよとかという会議を持ったりす
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ると、また逆にね、その先生方が会議で招集されて時間をとられるのかなと

思ったりしています。そこら辺はストレートに委員会にきて出てくるでしょ

うか。 

 

〇総務係長 

今の質問ですが 11 ページに、若干だけ記載をしているんですけど、まずデ

ータのほうは朝出勤したりすると先ほど説明したとおりになるんですけど、

そのデータは今後は教育委員会に月毎になると思いますけど提出していただ

くことになるかと思います。 

さらに学校のほうでは 11 ページの(2)のウの部分になるんですけど、管理

職、校長教頭先生になると思うんですが、当該職員との業務全般の内容や優

先順位等を協議をしながら、時間外勤務の縮減方策を具体的に定めるなどし

て適切な時間管理になるよう取り組みますということでございますので、多

分学校のほうは職員との面談ですとか、校長先生が面談したり、新たに業務

内容をそこで校長教頭と本人と打合せをしながら変更できることは変更した

りですとか、あと他の先生に協力いただけることがあるのであれば、そこの

部分で協力いただいたりということで、いろいろなそういう内容の見直しで

すとか、そういうことも含めてやっていければと思ってます。 

 

〇南委員 

ありがとうございました。 

 

〇山田教育長 

あとはよろしいですか。 

 

〇南委員 

はい。 

 

〇山田教育長 

青山委員、よろしいですか。 

 

〇青山委員 

はい、いいです。 

 

〇山田教育長 

それでは議案第 28 号については可決してもよろしいですか。 
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（委員から「はい」の発言あり） 

 

〇山田教育長 

それでは可決されました。 
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◎議案第 29 号 中標津町立学校管理規則の一部を改正する規則の制定につい 

て 

 

〇山田教育長 

続いて、議案第 29 号お願いします。 

 

〇総務係長 

それでは私のほうから議案第 29 号中標津町立学校管理規則の一部を改正

する規則の制定について、説明させていただきたいと思います。 

５ページをお開きください。中標津町立学校管理規則の一部を改正する規

則ということで、提案をさせていただきたいと思います。現在学校管理規則

の中の第 10 条に勤務時間等が記載をされているのですが、そこの 10 条の次

に、次の１条を加えるということで第 10 条の２ということで、これは先程ご

説明をさせていただきました行動計画についての内容を学校管理規則でも記

載をする、新たに追加をするということになっているところでございます。

第 10 条２の上の部分については、ご説明をさせていただいておりまして、１

項の(1)(2)は先程ご説明いたしました１か月 45 時間、１年間では 360 時間

ということで記載をさせていただいております。第 10 条の２の２項につき

ましては、(1)から(4)まで 100 時間ですとか 720 時間、６か月あとの平均時

間は 80 時間という、先程改定させていただいたものを新たにここで 10 条２

ということで追加したいということでございます。 

この規則については公布の日から施行、今日承認いただければ今日付けで

施行するということになりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

〇山田教育長 

議案第 29 号について説明がありました。ご意見ご質問等があればお伺い

します。よろしいですか。 

 

（委員より「はい」と発言する者あり） 

 

〇山田教育長 

それでは、議案第 29 号については可決されました。 
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◎議案第 30 号 中標津町図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

 

○山田教育長 

続きまして、議案第 30 号お願いします。 

 

〇生涯学習課長 

  議案第 30 号中標津町図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついてです。それでは 10 ページの新旧対照表をご覧ください。 

改正部分につきましては第６条に係る別記第１号様式と別記２号様式の２

か所でございます。改正内容は、図書館外へ資料の貸し出しを受けようとす

る個人が、利用カード交付に際して記入する貸出申込書の内容を、時代の変

化に対応するために一部改正をするものでございます。 

別記第１号様式での改正部分１か所目は、表題と申請先で、改正前の個人

貸出申込書と中標津町図書館長様を貸出申込書に改正するものです。 

２ヶ所目は、様式枠内の中段にある電話欄で、改正前は１自宅、２呼び出

し、３無を、１自宅、２携帯、３呼び出し（保護者電話含む）、４無へ改正す

るものです。 

これは、固定電話を持たずに携帯電話のみを所持する方が増えてきたこと

と、未成年者等で保護者の携帯電話番号を記入する利用者が増えてきたため

です。 

３か所目は、様式枠内の一番下にある読書記録帳欄の新設です。これは、

平成 30 年 10 月から運用しております通称「読書通帳」の活用促進のため、

新規登録の際には読書記録帳作成の希望の有無を記入するものです。 

４か所目は、枠外に図書館の電話番号とＦＡＸ番号の追加を行うものです。 

11 ページに移ります。こちらは別記第２号様式となります。改正部分の１

か所目は、カードの表面の電話番号とＦＡＸ番号を含むレイアウトの変更で

す。改正前は１段、改正後は２段とします。 

２か所目は、改正前のほうの表面の一番下にある「ビデオ・ＣＤの利用は

矢印の方向に入れて下さい」という部分の削除でございます。これは、開館

当初は各利用者がカードのバーコードをもとにＡⅤブースで自分で操作をし

ておりましたがＡⅤ機器の更新により、現行は職員がカウンター内から操作

する方式になっているためです。 

また、今回に合わせ 10 ページ、11 ページのそれぞれの様式の項目にふり

がなを追加しております。 

最後に附則で、この規則は公布の日から施行し、令和２年７月１日から適
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用とするとしております。 

以上、議案第 30 号中標津町図書館条例施行規則の一部を改正する規則の

説明を終わります。 

 

〇山田教育長 

議案第 30 号の説明が終わりましたがご質問等ございますか。 

 

〇南委員 

これは毎年更新されるのですか。 

 

○生涯学習課長 

いえ、毎年ではないです。 

 

〇南委員 

学校名、学年、組まで記入するようになっているので。 

 

○生涯学習課長 

一度登録したらあとはそのままです。 

 

〇南委員 

分かりました。 

 

〇山田教育長 

他によろしいですか。 

 

（委員より「はい」と発言する者あり） 

 

〇山田教育長 

それでは議案第 30 号については可決されました。 

以上で議事は終了しましたが事務局から連絡等ありますか。 

よろしいですか。 委員さんから何か、よろしいですか。 

 

（委員より「はい」と発言する者あり） 
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〇山田教育長 

それでは、これで予定されていた案件については全て終了いたしました。

本日は大変ご苦労様でした。 

 


