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平成３０年 第１回十勝圏複合事務組合教育委員会会議 

 

１．平成３０年 ２月 ５日 月曜日 １５時３０分 ～ １６時３０分 

  十勝圏複合事務組合教育委員会会議を市役所８階教育委員会室に招集する。 

 

２．本日の出席委員 

教 育 長  嶋 﨑 隆 則 

教育委員  久 門 好 行 

教育委員  笹 原   博 

教育委員  武 田 孝 憲 

 

３．本日の議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第１号 平成２９年度十勝教育研修センター研修講座受講状況について 

日程第３ そ の 他 その他 

日程第４ 議案第１号 平成２９年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算について 

日程第５ 議案第２号 帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部改正について 

日程第６ 議案第３号 平成３０年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出予算について 
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 嶋﨑教育長  ただいまから、平成３０年第１回十勝圏複合事務組合教育委員会

会議を開会いたします。 

伊藤委員から欠席の申し出を受けているため、出席委員は４名で

あります。 

会議は、成立しております。 

ここで諸般の報告をいたします。 

（佐藤課長報告） 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、久門委員及び武田委員を指名いたします。 

日程第２、報告第１号平成２９年度十勝教育研修センター研修講

座受講状況についてを議題といたします。 

直ちに、説明を求めます。 

澤部 所長  平成２９年度研修講座受講状況について説明いたします。 

議案書は１１ページからになります。 

議案書の１２ページは、平成２９年度に開催した４０講座の開催

日や受講者数等を示したものになります。 

この表の右側の受講率の欄をご覧いただきたいと思いますが、受

講定員に対して１００％以上になったのが２７講座、５０％以下に

なったのが３講座であります。 

全体としての受講率が１１４．２９％になっています。 

１３ページから１５ページにかけましては市町村別の受講状況等

を掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。 

最後に１６ページをご覧いただきたいと思いますが、受講率とし

ましては、平成１７年度以降では最も高い受講率となっています。 

魅力ある講座内容とすることが、受講率の向上に繋がるとともに、

このことが、子どもたちの学習によい結果をもたらすものと考えて

います。 

今後とも、各市町村教育委員会をはじめ関係者の皆さまのご協力

をいただく中で、受講者や講師の先生方の意見･要望をお聞きしなが

ら、より良い研修の充実を図っていきたいと考えています。 

説明は、以上であります。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

久門 委員   全体の受講率が年々上昇しているということで、大変ご助力いた

だいていることに感謝を申し上げたいと思います。 

１～２年前に、受講が少ない講座を隔年でやるという話も出たか

と思います。 

今年度は美術と特別活動と校内研修が少し低かったようなのです

が、それの原因といいますか、今後の対応策について何か協議され

ていることがあれば教えてください。 

澤部 所長   まず美術の受講率が低いということについてでございます。 
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美術に関しましては受講の対象者数が少ないということがござい

ます。 

全体で２０人ほどということや、時期的に公開研と重なったとい

うこともございます。 

それらのことから、受講率が低かったと思われます。 

次に特別活動でございます。 

特別活動というのは幅広いことになりますけれども、なかなか参

加しづらい講座なのかなという風に押さえている状況でございます。 

特別活動自体が他の講座と重複するという部分もございますので、

そのようなことから受講率が低かったと考えているところでござい

ます。 

次に校内研修でございます。 

校内研修というものがイメージしづらい、また、堅いイメージが

あるということから参加しづらいのではないかという風に押さえて

いるところでございます。 

教科講座に参加したほうがより具体的なことが学べるということ

がございますので、そちらのほうに流れていっているだろうと考え

ているところでございます。 

今後の講座につきましてどのように考えていくかということです

が、どちらかといいますと、５０％以下の講座につきましては毎年

だいたい同じ近辺の数字で推移しています。 

ですから新年度につきましては、講師の方が３月に決まる際に打

合せをして何か打開策はないかという話をしていきたいと思います。

 以上です。 

嶋﨑教育長   他になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

日程第３、その他に入ります。  

事務局から、その他説明事項はありますか。  

（事務局なし）  

事務局からは、特にないようですが、各委員から他にご意見、ご

質問等があれば、お受けいたします。  

各 委 員   ありません。  

嶋﨑教育長   別になければ、本件を終結いたします。  

  ここで、会議の進め方についてお諮りいたします。  

次の日程第４から日程第６の案件につきましては、十勝圏複合事

務組合教育委員会運営に関する規則第５条の規定により準用してい

る帯広市教育委員会会議規則第１６条第１項第４号により、非公開

にしたいと存じます。  

これにご異議ありませんか。  

各 委 員   異議なし。  

嶋﨑教育長  ご異議なしと認め、そのとおり取り扱いいたします。 
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これより、会議を非公開といたします。 

日程第４、議案第１号平成２９年度十勝圏複合事務組合一般会計

補正予算についてを議題といたします。 

直ちに、説明を求めます。 

敦賀学院部長  １ページ、議案第１号、平成２９年度十勝圏複合事務組合一般会 

計補正予算について、ご説明申し上げます。 

２ページの「第１表歳入予算補正（案）」をご覧下さい。 

歳入のうち諸収入につきまして、国の地方交付税の算定が変更さ

れ、帯広高等看護学院に対する地方交付税措置額交付金が減額にな

りましたことから、減額相当分の１，１３９万８千円について前年

度繰越金を増額しようとするものであります。 

地方交付税につきましては、別冊の参考資料の１ページに「地方

交付税措置額交付金の推移」を掲載しましたのでご覧ください。 

平成２６年度に大きく減少し、その後は増額されてきましたが、

今年度は減額となりました。 

一方、全体としては減少傾向にありますことから、地方交付税措

置について引き続き国の動向を注視してまいります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員   ありません。  

嶋﨑教育長   別になければ、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

議案第１号、平成２９年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算

については、原案のとおり了承することにご異議ありませんか。 

各 委 員   異議なし。  

嶋﨑教育長  ご異議なしと認め、議案第１号は了承されました。 

日程第５、議案第２号帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部

改正についてを議題といたします。 

直ちに説明を求めます。 

敦賀学院部長   議案第２号、帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部改正につ

いて説明いたします。 

本案は帯広高等看護学院の授業料を現行の年額１５万３，６００

円を平成３１年４月１日から年額１８３，６００円に改定しようと

するものでございます。 

改正の理由としましては、北海道立高等看護学院の授業料が平成

２９年４月から１８万３，６００円に改正されたことを踏まえ、今

後も安定した学院運営を保持向上させるため、これに準じた額に改

定しようとするものでございます。 

なお、この改定は平成３１年４月からの新入生から適用し、在校

生につきましては、現行の授業料とするものでございます。 
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また、お手元に配付の別冊参考資料中、２ページから５ページに

かけて授業料改定に関する資料をお付けしておりますので、ご覧い

ただきたいと思います。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員   ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

 議案第２号、帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部改正につ

いては、原案のとおり了承することにご異議ありませんか。 

各 委 員   異議なし。  

嶋﨑教育長  ご異議なしと認め、議案第２号は了承されました。 

日程第６、議案第３号、平成３０年度十勝圏複合事務組合一般会

計歳入歳出予算についてを議題といたします。 

直ちに、説明を求めます。 

中野教育部長   議案第３号、平成３０年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出

予算のうち、教育委員会に係る部分につきまして、ご説明いたしま

す。 

議案書の７ページをご覧ください。 

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規

定に基づき、議会の議決を経るべき事件の議案について、教育委員

会の意見を述べようとするものであります。 

１ページおめくりいただいて、８ページをご覧ください。 

十勝教育研修センター及び帯広高等看護学院に係る教育委員会総

体の歳入歳出予算内訳を載せております。 

平成３０年度の教育委員会総体の予算額は、歳入歳出ともに２億

２，９２２万円であり、前年度予算に対しまして、１，２６５万６

千円の減となっております。 

次ページ以降につきましては、９ページに十勝教育研修センター

関係の予算を、１０ページに帯広高等看護学院関係の予算を載せて

おります。 

初めに、十勝教育研修センター関係予算の歳入について、ご説明

いたします。 

まず、「分担金及び負担金」のうち、「教育費分担金」につきま

しては、構成市町村からの運営分担金でありますが、予算額２，９

７３万３千円で、前年比８４０万５千円の増となっております。 

これは、十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務組合の統合によ

り、「共通経費」を事業ごとに予算計上することとなったためであ

ります。 

次に、「使用料及び手数料」のうち、「教育使用料」につきまし
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ては、研修センターの目的外使用許可に伴う使用料でありますが、

予算額２５万２千円で、前年度比８千円の減となっております。 

次に、「道支出金」のうち、「教育費補助金」につきましては、

北海道教育委員会の教育研究活動促進事業費補助金でありますが、

前年度同額の１０万円を計上しております。 

次に、「繰越金」につきましては、予算額２１８万７千円で、前

年度比８７万７千円の増となっております。 

次に、「諸収入」のうち、「雑入」につきましては、雇用保険被

保険者負担金分でありますが、予算額２万１千円を計上しておりま

す。 

次に、「共通経費」につきましては、組合統合に伴う費用で、と

かち広域消防事務組合などが負担する共通経費分を計上しておりま

す。 

歳入については、以上でございます。 

次に、歳出について、説明いたします。 

まず、「教育総務費」のうち「教育委員会費」につきましては、

教育委員会会議開催に要する費用弁償等の経費で、予算額５万７千

円で、前年度比１万２千円の減となっております。 

主な減額理由でありますが、消耗品費、通信運搬費の削減などに

よるものであります。 

次に、「教育研修センター費」のうち、「研修センター総務費」

につきましては、研修センターの人件費及び事務経費等に要する経

費であり、予算額９１５万３千円で、前年度比４万５千円の増とな

っております。 

主な増額理由でありますが、報酬の改定や共済費の増及びアナロ

グ回線のＦＡＸとデジタル回線の電話を一本化するための変更手数

料による増などによるものであります。 

次に、「研修センター管理費」につきましては、研修センターの

維持管理に要する経費であり、予算額９０１万８千円で、前年度比 

７３万２千円の増となっております。 

主な増額理由でありますが、灯油単価の上昇及び、玄関進入路の

インターロッキング補修工事、庁舎管理及び清掃委託の人件費、講

堂のワイヤレスマイクチューナー更新による増などによるものであ

ります。 

次に、「教育振興費」につきましては、研修講座の開催に要する

経費であり、予算額５６６万円で、前年度比９万７千円の増となっ

ております。 

主な増額理由でありますが、外部講師招聘回数の増及びウインド

ウズのプログラム修正作業に係る増などによるものであります。 

この結果、歳入、歳出ともに総額で３，３１３万８千円となり、
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前年度比１，０１１万２千円の増となっております。 

以上が、十勝教育研修センターに係る平成３０年度一般会計歳入

歳出予算であります。 

説明は、以上でございます。 

敦賀学院部長   引き続き、帯広高等看護学院関係の予算について、ご説明いたし

ます。 

議案１０ページをご覧ください。 

平成３０年度の予算編成にあたりましては、看護職の高い求人需

要や、少子高齢社会を背景に、十勝圏域の看護職を養成するため、

専門的知識の習得はもとより看護実践力強化など、教育内容の充実

に努めたところであります。 

それではまず、歳入についてご説明いたします。 

最初に、「分担金及び負担金」は、組合の構成市町村からの分担金

で、前年対比８，４０５千円増の、９，８５０万３千円を計上いた

しました。 

これは、十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務組合の統合によ

り「共通経費」を事業ごとに予算計上することとなったためであり

ます。 

 次に、「使用料及び手数料」につきましては、授業料、入学検定料

などで、前年対比７８万９千円増の、２，３２８万６千円を計上い

たしました。 

 これは、在籍学生が前年度より４名増え１３５名としたもので、

対前年比では、比較的休学退学者が少ないため、授業料が増えてお

ります。 

次に、「財産収入」は、退職手当支払準備基金の利子について、科

目を止める程度といたしました。 

次に、「繰入金」は、退職手当支払準備基金繰入金で、これも科目

を止める程度といたしました。 

次に、「繰越金」についても、科目を止める程度といたしました。 

次に、「諸収入」は、地方交付税措置額交付金と看護師養成事業協

力金などを計上しており、前年対比１，１３３万７千円減の７，３

４４万５千円を計上しております。 

これは地方交付税措置額交付金の積算基礎である学生一人当たり

の交付額が減額となったことによるものであります。 

なお、北海道厚生連からの看護師養成事業協力金は、前年同額の 

１，５００万円を計上しております。 

最後に、「共通経費」については、組合統合に伴う費用で、とかち

広域消防事務組合などが負担する共通経費分を計上しております。 

以上の結果、歳入総額は、１億９，６０８万２千円となり、前年

対比２，２７６万８千円の減となりました。 
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次に、歳出について説明いたします。 

はじめに、教育費中、「学院総務費」は、学院の維持管理に要する

経費で、前年対比４３６万５千円減の、３，９６１万９千円を計上

しております。 

 主な増減ですが、前年度に計上した臨時的経費分の減によるもの

です。 

修繕料については、実習室給湯器修理、音響設備修繕が終了し２

６７万３千円の減となりました。 

また、委託料は臨時的経費の支障木伐採が終了したことにより１

２４万２千円の減となったことが主な要因であります。 

 次に、「教育振興費」は、教育に要する経費で、前年対比９１万円

増の、２，８２７万５千円を計上しております。 

これは、非常勤講師の講義時間等の増分が７７万７千円、帯広厚

生病院移転に伴う学生用送迎バス運行回数等の増分が３５万１千円、

などが主な要因であります。 

 次に、「公債費」は、一時借入金利子について、組合統合により予

算計上科目を変更することによる減であります。 

 次に、「職員費」は、事務職２名、教員１１名の給料、手当等に要

する経費で、前年対比２，８５１万３千円減の、１億１，８９３万

８千円を計上しております。 

主な増減ですが、定年分の退職手当は、前年度同様の１名分を計

上し、勤続年数の違いにより８６８万１千円減額となったほか、退

職手当支払準備基金積立金１，４００万円を取りやめたことによる

ものであります。 

最後に、「共通経費」については、組合統合に伴う人件費などの共

通経費分を計上いたしました。 

以上の結果、高等看護学院に係る歳出予算総額は、１億９，６０

８万２千円で、前年度対比２，２７６万８千円の減額となりました。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員   ありません。  

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

 議案第３号、平成３０年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出

予算については、原案のとおり了承することにご異議ありませんか。 

各 委 員   異議なし。  

嶋﨑教育長  ご異議なしと認め、議案第３号は了承されました。 

以上で、本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  

これをもちまして、平成３０年第１回十勝圏複合事務組合教育委

員会会議を閉会いたします。  


