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令和３年 第１回定例教育委員会  

 

令和３年１月２６日（火曜日）  

 

開会  午後４時 00分  

閉会  午後４時 18分  

 

○議事日程  

 日程第１  会期の決定  

日程第２  会議録署名委員の指名  

日程第３  報告第１号  諸般の報告  

日程第４  報告第２号  令和３年第１回町議会臨時会の結果について  

日程第５  報告第３号  令和２年度浦幌町読書感想文コンクールの入賞者決定について  

日程第６  議案第１号  浦幌町町費負担教員の任用について  

日程第７  指定第１号  入学期日及び就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定

について  

その他   (１ ) 令和３年２月の行事予定について  

     (２ ) その他  

 

○出席委員（４名）  

教  育  長   水  野  豊  昭     委    員   背  古  宗  敬  

委    員   杉  山  貴  博     委    員   関  井  まみ子  

 

○出席説明員  

教育次長                      熊  谷  晴  裕  

参事（中央公民館長、図書館長、博物館長）      高  橋    慎  

教育次長補佐                    成  瀬    輝  

教育次長補佐（社会教育係長）            諸  澤    晃  

教育次長補佐（学校教育係長）            原  口  康  紀  

総務係長                      佐  藤  勇  人  

社会体育係長                    伊  藤  敏  寛  

図書館係長                     松  岡  幹  雄  
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■開会・開議の宣告  

○水野教育長  ただいまの出席委員は４名です。  

定足数に達していますので、本日をもって招集いたしました第１回定例教育委員会を

開会いたします。  

本日の議事につきましては、配付しております議事日程表により進めますので、よろ

しくお願いいたします。  

ただちに、議事に入ります。  

 

■日程第１  会期の決定  

○水野教育長  日程第１  会期の決定を議題とします。  

本教育委員会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○水野教育長  異議なしと認めます。よって、本日１日間を会期とすることに、決定しま

した。  

 

■日程第２  会議録署名委員の指名  

○水野教育長  日程第２  会議録署名委員の指名を議題とします。  

会議録署名委員に、会議規則第 16条第４項の規定に基づき背古宗敬  委員を指名しま

す。  

 

■日程第３  報告第１号  諸般の報告  

○水野教育長  日程第３  報告第１号  諸般の報告を報告願います。教育次長。  

○熊谷教育次長  報告第１号  諸般の報告。令和２年 12月 23日から令和３年１月 25日まで

の教育長等の動静を次のように報告する。令和３年１月 26日提出。浦幌町教育委員会教

育長。  

令和２年 12月 23日から令和３年１月 25日までの教育長等の動静は議案書 1ページに記

載のとおりでございます。以上で報告を終わります。  

○水野教育長  報告が終わりました。質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

○水野教育長  それでは、報告第１号を終わります。  

 

■日程第４  報告第２号  令和３年第１回町議会臨時会の結果について  

○水野教育長  日程第４  報告第２号  令和３年第１回町議会臨時会の結果についてを

報告願います。教育次長。  

○熊谷教育次長  報告第２号  令和３年第１回町議会臨時会の結果について。令和３年第

１回町議会臨時会の結果を次のように報告する。令和３年１月 26日提出。浦幌町教育委
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員会教育長。  

第１回町議会臨時会は、１月 19日に招集され、会期を１日間と決めて議事に入りまし

た。議案は、町長提出の承認１件、一般会計補正予算１件でございました。  

行政報告１件は、「町内で発生した火災について」の報告で、令和２年 12月 27日、午後

1時頃、浦幌町字生剛でゴミ焼きの火が飛び火し、農業用ビニールハウス４㎡が焼損し、

消防署及び消防団が出動した火災についての行政報告がありました。  

承認１件の教育委員会分は、「令和２年度浦幌町一般会計補正予算の専決処分」を求め

るもので、12月に故障した教育文化センターの暖房ボイラー熱交換器洗浄に係る修繕料

125千円の追加でございます。一般会計補正予算は、教育委員会関係はありませんでし

た。以上で報告を終わります。  

○水野教育長  報告が終わりました。質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

○水野教育長  それでは、報告第２号を終わります。  

 

■日程第５  報告第３号  令和２年度浦幌町読書感想文コンクールの  

入賞者決定について  

○水野教育長  日程第５  報告第３号  令和２年度浦幌町読書感想文コンクールの入賞

者決定についてを報告願います。教育次長。  

○熊谷教育次長  報告第３号  令和２年度浦幌町読書感想文コンクールの入賞者決定に

ついて。令和２年度浦幌町読書感想文コンクールの入賞者を決定したので次のように報

告する。令和３年１月 26日提出。浦幌町教育委員会教育長。  

８月 20日から 10月 16日まで、各小中学校から読書感想文を募集したところ小学校から

191点、中学校から 73点の計 264点の応募がありました。  

町内の小・中学校の教員や教員経験者による審査委員会において慎重に審議いただい

た結果、議案書５ページから６ページに記載のとおり最優秀賞９点、優秀賞 18点、佳作

25点の入賞者が決定いたしました。  

なお、入賞者は、３月 25日に開催予定の令和２年度教育功績者等表彰式において表彰

することになっておりますが、新型コロナウイルスの感染予防対策として表彰式を止む

無く中止にする場合がありますので申し添えいたします。以上で報告を終わります。  

○水野教育長  報告が終わりました。質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

○水野教育長  それでは、報告第３号を終わります。  

 

■日程第６  議案第１号  浦幌町町費負担教員の任用について  

○水野教育長  日程第６  議案第１号  浦幌町町費負担教員の任用についてを議題とし

ます。説明を求めます。教育次長。  

○熊谷教育次長  議案第１号  浦幌町町費負担教員の任用等に関する教育委員会規則（平
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成 25年浦幌町教育委員会規則第１号）第４条の規定に基づき、次のように任用する。令

和３年１月 26日提出。浦幌町教育委員会教育長。  

  上浦幌中学校につきましては、少子高齢化や人口減少などの影響により生徒数の減少

が進み、今後の生徒数の推計によると令和元年度から令和３年度は単式学級を維持する

ことが見込めなくなり、その結果、令和元年度から令和２年度は 1学年と２学年が複式学

級となりました。  

これにより、令和元年度から道費負担教諭２名が削減され、令和３年度も引き続き削

減されることから、今後の学校経営の全般に影響を及ぼすため、これらの対応として教

諭２名を町費負担で任用したいので、よろしくご審議願います。  

なお、任期は令和３年４月１日から令和４年３月 31日までとするものです。以上で説

明を終わります。  

○水野教育長  説明が終わりました。質疑はありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

○水野教育長  それでは、議案第１号  浦幌町町費負担教員の任用については、可決する

ことにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○水野教育長  異議なしと認めます。よって、議案第１号  浦幌町町費負担教員の任用に

ついては、原案のとおり可決されました。  

 

■日程第７  指定第１号  入学期日及び就学予定者の就学すべき小学校又は中学校

の指定について  

○水野教育長  日程第７  指定第１号  入学期日及び就学予定者の就学すべき小学校又

は中学校の指定についてを説明願います。教育次長。  

○熊谷教育次長  指定第１号  入学期日及び就学予定者の就学すべき小学校又は中学校

の指定について。学校教育法施行令（昭和 28年政令第 340号）第５条第１項及び同条第２

項の規定に基づき、浦幌町立小学校又は中学校に就学すべき児童生徒の入学期日及び就

学すべき小学校又は中学校を次のように指定する。令和３年１月 26日提出。浦幌町教育

委員会教育長。  

学校教育法施行令第５条第１項及び同条第２項の規定に基づき、教育委員会は就学予

定者の保護者に対し、２か月前までに入学期日及び入学すべき学校を指定し、通知しな

ければならないこととされています。このため、令和３年度就学予定者の保護者に対し、

入学すべき期日を令和３年４月１日とし、就学すべき学校を議案書９ぺージから 13ペー

ジに記載のとおり指定するものであります。  

なお、令和３年度新規就学者は、浦幌小学校 30人、上浦幌中央小学校４人で、小学校

合計 34人。浦幌中学校 21人、上浦幌中学校６人で、中学校合計 27人となります。以上で

説明を終わります。  

○水野教育長  説明が終わりました。質疑はありませんか。  
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（「ありません」の声あり）  

○水野教育長  それでは、指定第１号  入学期日及び就学予定者の就学すべき小学校又は

中学校の指定については、可決することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

○水野教育長  異議なしと認めます。よって、指定第１号  入学期日及び就学予定者の就

学すべき小学校又は中学校の指定については、原案のとおり指定されました。  

 

■その他  

○水野教育長  それでは、その他に入ります。教育次長。  

○熊谷教育次長  （１）令和３年２月の行事予定については、議案書 14ページから 15ペー

ジに記載のとおりでございます。（２）その他については事務局からはございません。  

○水野教育長  ２月の行事予定、その他に関わって、ご質問、ご意見ございましたらお願

いします。  

○杉山委員  ２点についてお聞かせ願いたいのですが、まずスクールサポートスタッフに

ついてですが、上浦幌中央小学校で１名、上浦幌中学校で２名いらっしゃったかと思い

ますが、先生たちの話の中でも大変ありがたいという話は聞いています。  

国からの予算で、コロナ関係の消毒とかがメインの作業をされているかと思いますが、

３月以降のスクールサポートスタッフの対応などについて教えていただきたいのと、そ

れから４月に向けて、様々な委員さんが再度選出されていくと思うのですが、その中で

図書館、博物館委員さんについてお聞きしたいのですが、前回の時に上浦幌の委員さん

が辞められて、その後、上浦幌から選出されていないと思いますが、司書さんにしても

学校や公民館で活動することがあると思いますし、博物館事業につきましても関心の高

い人がいると思いますので、現状の任期とかは分かりませんが、予算の関係上増員は難

しいと思いますが、どこかのタイミングで上浦幌から 1名選出していただきたく要望と

してお願いいたします。  

○水野教育長  スクールサポートスタッフ事業からお願いします。  

○佐藤総務係長  スクールサポートスタッフにつきましては、町内の上浦幌中央小学校、

上浦幌中学校に合わせまして３名配置されています。私からは令和３年度以降の動きと

して説明させていただきます。今、入ってきています情報によりますと、スクールサポ

ートスタッフ事業については、令和３年度以降も引き続き事業が実施されるのではない

かという情報が入っていますが、詳細な情報については、まだ入ってきておりません。 

○杉山委員  分かりました。  

○松岡図書館係長  図書館、博物館委員ですが、前回は上浦幌から１名委員さんが出てい

ましたが、都合により辞められて、その後、上浦幌からの委員さんを探しましたが、な

かなか人が見つからなかったという状況です。現在の委員さんの任期は令和３年 12月 18

日ですので、次回の改選に併せて上浦幌から委員さんを探したいと考えています。  

○水野教育長  よろしいですか。  



- 6 - 

 

○杉山委員  はい。ありがとうございます。  

○水野教育長  ほかにありませんか。  

（「ありません」の声あり）  

○水野教育長  それでは、これで本定例教育委員会に付議された案件についてはすべて終

了いたしました。  

 

■閉会の宣告  

○水野教育長  これをもちまして、第１回定例教育委員会を閉会いたします。  

 

 

 

閉会  午後  ４時１８分  


