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令和３年 第２回定例教育委員会 

 

令和３年２月２５日（木曜日） 

 

開会 午後４時３０分 

閉会 午後５時２３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４号 諸般の報告 

日程第４ 報告第５号 令和３年第２回町議会臨時会の結果について 

日程第５ 報告第６号 区域外就学の承諾について 

日程第６ 報告第７号 浦幌町公立学校学校薬剤師の委嘱について 

日程第７ 議案第２号 令和３年度浦幌町教育行政執行方針について 

日程第８ 議案第３号 高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に関する教育委員会 

規則の一部改正について 

日程第９ 議案第４号 浦幌町町費負担教員の任用について 

日程第10 議案第５号 令和２年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定について 

日程第11 議案第６号 令和２年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者の決定に 

ついて 

日程第12 議案第７号 令和２年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の受賞者の 

決定について 

日程第13  了解第１号 令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）について 

 

その他     (１) 令和３年３月の行事予定について 

(２) その他 

 

 

○出席委員（５名） 

教 育 長  水 野 豊 昭    委   員  背 古 宗 敬 

委   員  杉 山 貴 博    委   員  出 口 文 代 

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 午後４時３０分 

 

■開会・開議の宣告  

○水野教育長 ただいまの出席委員は５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２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項の規定に基づき杉山貴博委員を指名します。 

 

■日程第３ 報告第４号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第４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４号 諸般の報告。令和３年１月26日から令和３年２月24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２月25日提出。浦幌町教育委員会教

育長。 

令和３年１月26日から令和３年２月24日までの教育長等の動静は議案書1ページか

ら２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４号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第５号 令和３年第２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５号 令和３年第２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５号 令和３年第２回町議会臨時会の結果について。令和３年第

２回町議会臨時会の結果を次のように報告する。令和３年２月25日提出。浦幌町教育委

員会教育長。 

第２回町議会臨時会は、２月８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２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、「新型コロナウイルスワクチン接種事業について」の報告で、ワクチ

ン接種は任意接種ではなく市町村で定期接種として実施し、接種費用は国が全額負担す
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ることになり、国のスケジュールでは2月中旬から医療従事者等関係者、4月以降から高

齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めるとしています。 

本町は今のところ、町立診療所、保健福祉センター、上浦幌公民館を接種場所と予定

しており、今後は国からの通知等により接種場所や日程等を決定し、万全の接種体制を

構築していきますとの行政報告がありました。なお、教育委員会関連議案はありません

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５号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第６号 区域外就学の承諾について 

○水野教育長 日程第５ 報告第６号 区域外就学の承諾についてを報告願います。教育

次長。 

○熊谷教育次長 報告第６号 区域外就学の承諾について。学校教育法施行令（昭和28年

政令第340号）第9条第１項の規定による区域外就学の届出があったことについて、浦幌

町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則（平成20年浦幌町教

育委員会規則第１号）第２条第２項の規定により教育長が専決し、次の者の区域外就学

を令和３年２月３日付けで承諾したので、同規則第２条第３項の規定に基づき報告する。 

令和３年２月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

このたび、議案４ページ記載の住所に居住する児童の保護者から、本町教育委員会に、

議案書に記載の中学校に就学させたい旨の要請があり、この要請が学校教育法施行令第

９条第１項に規定する区域外就学にあたるため、２月３日付けで保護者に対し区域外就

学の承諾をしたことから、浦幌町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育

委員会規則第２条第１項第１号に規定する「法第25条第２項各号に規定する事務」にあ

たりますので、同条第２項の規定に基づき、教育長において専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、本日の教育委員会に報告するものでございます。 

なお、就学期日は、別紙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６号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第７号 浦幌町公立学校学校薬剤師の委嘱について 

○水野教育長 日程第６ 報告第７号 浦幌町公立学校学校薬剤師の委嘱についてを報

告願います。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第７号 浦幌町公立学校学校薬剤師の委嘱について。 

学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第23条第３項の規定に基づき、学校薬剤師の

委嘱について、浦幌町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則

（平成20年浦幌町教育委員会規則第１号）第２条第２項の規定により教育長が専決し、

令和３年１月31日付けをもって辞任した学校薬剤師の後任として、次の者を令和３年２

月１日付けで委嘱したので、同規則第２条第３項の規定に基づき報告する。令和３年２

月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．氏名等 高田勝基、生年月日、住所は記載のとおりでございます。２．委嘱

年月日 令和３年２月１日。３．前任者 長谷川浩樹。以上で報告を終わります。 
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○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７号を終わります。 

 

■日程第７ 議案第２号 令和３年度浦幌町教育行政執行方針について 

○水野教育長 日程第７ 議案第２号 令和３年度浦幌町教育行政執行方針についてを

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２号 令和３年度浦幌町教育行政執行方針について 令和３年

度浦幌町教育行政執行方針は別紙のとおりとする。令和３年2月25日提出。浦幌町教育委

員会教育長。 

  議案書別紙の朗読を省略し、概要について申し上げます。 

浦幌町では、「自立」と「協働」の教育理念を掲げ、小中一貫コミュニティ・スクール

と地域学校協働活動の一体的な推進に取り組み、地域総ぐるみでふるさとを愛する心を

育むとともに、ＩＣＴを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現させ、

確かな学力に基づいた「生きる力」を育成していきます。 

また、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立って教育活動を展開し、「社会に開か

れた地域とともにある学校づくり」及び「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を

進めていきます。 

学校教育では、「社会に開かれた教育課程」の実現を図るため、浦幌町小中一貫コミュ

ニティ・スクール推進計画を策定し、学校運営協議会等において、学校と家庭・地域が

熟議を通して、ビジョンや望ましい子ども像、課題や情報等を共有し、相互に連携・協

働して地域とともにある学校づくりを目指し推進してまいります。 

安全教育・防災教育については、危機管理マニュアルの点検・見直しを行い、交通安

全の徹底に向けた指導や、各学校において１日防災学校の実施をするとともに、不審者

や登下校時の総合的な安全対策についても関係機関や支援団体の協力のもとに取り組

みます。 

確かな学力では、各学校で実施した全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サ

イクルに基づき、小中及びこども園等合同の研修会や乗り入れ授業等を実施するほか、

家庭学習や放課後及び長期休業期間中の学習サポートの充実を図ります。 

文部科学省が示すＧＩＧＡスクール構想に基づき、令和２年度に整備完了した学校の

ＩＣＴ環境について、児童生徒１人１台に配備したタブレット型パソコンの授業におけ

る 効果的な活用方法を検証するとともに、情報活用能力の育成に向けた教育活動を実

践していきます。 

豊かな心では、命の大切さ、人を思いやる心の育成を推進し、自己を見つめ、物事を

多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習が行われるよう、「考

え、議論する道徳」の実現を目指して、多様な指導方法等の工夫を図り、組織的な授業

改善の推進に努めます。 

生徒指導については、小中一貫教育推進の観点に立ち、「浦幌町いじめ防止対策基本方

針」を柱に、「学校いじめ防止基本方針」によるいじめの未然防止、早期発見・早期解消

等に努めます。また、「十勝いじめ根絶強化月間」と連動した、いじめ防止の取組を推進

します。 

健やかな体では、児童生徒が体力の向上を実感し、自己肯定感や達成感を保護者と共

有していく組織的な体力向上の取組を進めます。 



- 5 - 

 

新型コロナウイルス感染症に備えた適切な対応を行うため、「学校の新しい生活様式」

の徹底等を図ります。 

学校給食センターでは、食育の推進、地場産食材の活用推進、食物アレルギーへの対

応等の基本構想に基づき、安心安全なバランスの取れた栄養豊かな給食の提供に努める

とともに、「浦幌みのり給食」の実施と学校給食の無料化を継続していきます。 

教職員の資質の向上と組織の活性化では、服務規律の徹底や資質の向上、学校組織の

活性化に努め、統合型校務支援システムの活用や変形労働時間の導入検討等、働き方改

革を着実に進めていきます。 

教育環境の整備では、パソコン教室の空調設備設置、スクールバスの更新、浦幌小学

校教頭住宅建替工事などの整備を行います。 

次に、社会教育については、本年度より開始する、「第９期浦幌町社会教育中期計画」

を基盤とし、主体的に学べる社会教育・生涯学習の充実に努めます。 

地域学校協働本部とコミュニティ・スクールが連携・協働しながら、「ひとづくり、つ

ながりづくり、地域づくり」の担い手育成に努め、持続可能な地域教育力の向上を目指

します。 

各公民館は、新型コロナウイルス感染症に配慮しながら公民館まつりや文化祭、文化

週間等各種事業と、ＩＣＴを活用した、「うらほろ」らしい生涯学習の推進に努めます。

公民館の整備については、厚内公民館トイレ改修工事を進めます。 

家庭教育については、子育て支援センターと連携した「子育て出前ミニ講座」や「親

子ふれあい講演」を開催し、「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運

動」の推進に取り組みます。 

少年教育については、自立・自律心を伸ばし、郷土愛と生きる力を育むため、学校・

家庭・地域と連携しながら、子ども居場所づくり事業や通楽（学）合宿を実施するとと

もに、「浦幌町教育の日」における「スマホ・ゲーム機使用のルール」宣言を推進します。 

高齢者教育については、高齢者の経験と特技を伝承し、学校と連携・協働した世代間

交流の機会の充実と促進を図るため、寿大学を継続しながら元気でシルバーライフを営

まれるような環境づくりを目指します。 

図書館事業については、ボランティアの活動支援を継続し、連携・協働しながら各種

読書活動の推進を図るとともに、お話し会や赤ちゃんタイムを活性化し、親子が気軽に

足を運びたくなるような図書館運営に努めます。 

博物館事業については、本町における学術資源を町内外に情報発信するため、ホーム

ページ開設や資料データベース整備などの情報システムを導入します。 

また、町内に点在する各種文化財について調査・研究し、「後世に守り伝えるべき貴重

な財産」として認識できるよう、指定文化財の新規指定を目指します。 

アイヌ文化については、先住民族の歴史と文化を発信する事業の充実を図ります。 

スポーツの振興については、障がいの有無に関わらず体力や年齢、そして目的に応じ

て気軽にできるスポーツ教室を中心とした生涯スポーツの振興を目指します。 

総合スポーツセンター等の指定管理施設は、指定管理者のノウハウを最大限に生かし、

住民サービスの向上を図ります。 

体育施設の整備については、アイスアリーナ製氷機更新整備、浦幌町民球場木製階段

改修工事、浦幌パークゴルフ場防球ネット設置工事等を行い、利用者の安全確保と機能

の充実に努めます。以上で概要の説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

○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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○背古委員 博物館の件でお聞きします。学術資源を町内外に情報発信するため、ホーム

ページの開設とありましたが、学芸員や職員の方も頑張っていただいてマスコミやニュ

ーヨークタイムズなどにも取り上げられて非常に注目を浴び、新型コロナの展示などの

情報発信をしていただいて素晴らしいなと思っております。ぜひホームページなども分

かりやすく開設していただきたいと思っていたところに、ホームページ開設が記載され

ていたので、詳しく教えていただけますか。 

〇髙橋参事 新年度の博物館事業ですが、現在、資料を紙で保存している状況ですので、

それらを電子化にしてホームページから電子化した資料を見られるよう整備を行って

いく予定でいます。 

○水野教育長 よろしいですか。 

○背古委員 はい。 

○水野教育長 そのほかありませんか。 

○杉山委員 生涯学習の推進のなかで、昨年、公民館などを繋いでICTを活用し、リモート

で事業を行ったと聞いていますが、「うらほろ」らしい生涯学習の推進とありますが、こ

れは、どのようなことを考えているのかお聞かせ願います。 

〇髙橋参事 ICTを活用したという部分では、ZOOMなどを使い継続して事業を行っていき

たいと考えています。「うらほろ」らしい生涯学習の推進につきましては、公民館を中心

に生涯学習、社会教育を進めていますので、地域の地域力・資源を活用した生涯学習な

どの推進に努めていきたいと考えています。本年度、各公民館をZOOMで接続しまして、

各公民館で地域の取り組みの紹介を行っていますので、そのような、地域の点在する素

晴らしいものを活用しながら教育力を上げていければと思います。 

○杉山委員 ありがとうございました。 

○水野教育長 そのほかありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、議案第２号 令和３年度浦幌町教育行政執行方針については、

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２号 令和３年度浦幌町教育行政執

行方針については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第８ 議案第３号 高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に 

関する教育委員会規則の一部改正について 

○水野教育長 日程第８ 議案第３号 高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に関する

教育委員会規則の一部改正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３号 高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に関する教育委員

会規則の一部改正について。高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に関する教育委員会

規則の一部を改正する教育委員会規則を次のように定める。令和３年２月25日提出。浦

幌町教育委員会教育長。 

  ８ページの「高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に関する教育委員会規則」につい

ては、条文の朗読を省略し９ページの説明資料をもって説明いたします。 

  １改正の趣旨ですが、令和３年度からスタートします浦幌町第４期まちづくり計画の

施策に沿った地域で育む子育て環境の拡充を図るため、規則の一部改正をするものです。 

２改正の内容ですが、補助金交付対象者を拡充するため、10ページの新旧対照表に記
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載のとおり、平成19年度以降に浦幌町立中学校を卒業した者の通学費等負担者の他に、

新たに浦幌町内に住所を有することとなった通学費等を負担する保護者についても、補

助金交付の対象者とするよう規則の一部改正を行うものです。 

３施行期日は令和３年4月１日から施行するものです。以上で説明を終わります。よろ

しくご審議願います。 

○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３号 高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に関する教

育委員会規則の一部改正については、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３号 高等学校等生徒遠距離通学費

等補助金に関する教育委員会規則の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第９ 議案第４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９ 議案第４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４号 浦幌町町費負担教員の任用について。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、次の者を任用する。令和３年２月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．配置校、上浦幌中学校、氏名 中村宏喜。氏名 本間里奈。生年月日は記載の

とおり。２．任用期間、令和３年４月１日から令和４年３月31日まで。 

浦幌町町費負担教員の任用については、令和３年１月26日開催の第１回定例教育委員

会で、上浦幌中学校において教諭２名を任用することの可決がされたことから、この度、

面談を実施した結果、中村宏喜、本間里奈の両氏を町費負担教員の内定候補者といたし

ましたので、２名の任用につきまして、よろしくご審議願います。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。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、議案第４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４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10 議案第５号 令和２年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の 

決定について 

○水野教育長 日程第10 議案第５号 令和２年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決

定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５号 令和２年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定につい

て。浦幌町教育功績者表彰規程（昭和56年浦幌町教育委員会規程第２号）第３条の規定

に基づき、令和２年度の受賞者を別紙のとおり決定する。令和３年２月25日提出。浦幌

町教育委員会教育長。 

本年度の教育功績者表彰には、４人の方の推薦がありました。規程第３条第１号の教
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育職員として在籍し、その功績が顕著な該当候補者は、浦幌小学校教諭 山本崇晴さん、

浦幌小学校教諭 村瀬陽子さん。 

規程第３条第３号のPTA会長及び役員として多年在籍し、その功績が顕著な該当候補

者は、現在、上浦幌中学校PTA監事の平田裕二さん。 

規程第３条第５号の学校教育又は社会教育・体育に尽くした功績顕著な該当候補者は、

教育振興資金として 100万円を寄附された株式会社  栄進土木工業  代表取締役  堀井 

潔さんでございます。以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

○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５号 令和２年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定

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、議案第５号 令和２年度浦幌町教育功績者

表彰の受賞者の決定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第11 議案第６号 令和２年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の 

受賞者の決定について 

○水野教育長 日程第11 議案第６号 令和２年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者

の決定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６号 令和２年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者の決定に

ついて。浦幌町文化賞条例（昭和41年浦幌町条例第46号）第６条及び浦幌町スポーツ賞

規則（昭和54年浦幌町教育委員会規則第２号）第８条の規定に基づき、平成２年度の受

賞者を浦幌町文化賞審議会及び浦幌町スポーツ賞審議会答申のとおり決定する。令和３

年２月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

今年度の表彰者として推薦があったのは、文化賞が１個人、文化奨励賞が１個人、ス

ポーツ最優秀選手賞が１個人、スポーツ優秀選手賞が３個人でございました。 

審議会は、去る２月９日に開催し、推薦のありました方々について、個別に審議いた

だきました。 

文化賞では、日本の美術全国選抜作家展人気アーティスト賞を2017年から19年連続受

賞した浦幌町出身の支倉美雪さん。  文化奨励賞では、平成18年から浦幌町文化協会

の会計を現在まで8期15年間勤め浦幌町の文化活動の振興に大きく貢献している清水弘

美さん。 

スポーツ最優秀選手賞では、第70回全国高等学校アイスホッケー競技選手権大会で優

勝した武修館高等学校アイスホッケー部の村瀬鼓太郎さん。 

スポーツ優秀選手賞では、第27回北海道陸上競技フェスティバル帯広会場兼秋季陸上

競技記録会第１戦、男子走幅跳で優勝した玉置真希斗さん。第62回全十勝高校新人陸上

競技大会兼第36回北海道高校新人陸上競技大会十勝地区予選、女子走幅跳、三段跳で優

勝した帯広農業高等学校の玉置まことさん。同大会の男子砲丸投で優勝した帯広農業高

等学校の廣川湧太さんが、それぞれ表彰することに決定しました。 

以上のように審議会から答申がありましたので、令和２年度受賞者について審議会答

申に基づき決定くださいますようお願いいたします。以上で説明を終わりますので、よ

ろしくご審議願います。 

○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、議案第６号 令和２年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者

の決定については、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、議案第６号 令和２年度浦幌町文化賞・ス

ポーツ賞等の受賞者の決定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第12 議案第７号 令和２年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞 

の受賞者の決定について 

○水野教育長 日程第12 議案第７号 令和２年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の

受賞者の決定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７号 令和２年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の受賞者の

決定について。浦幌町少年文化賞・スポーツ賞表彰規程（昭和56年浦幌町教育委員会規

程第１号）第７条の規定に基づき、令和２年度の受賞者を浦幌町校長会答申のとおり決

定する。令和３年２月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

本表彰は、少年文化の向上及びスポーツの普及振興に関し特に事績の顕著な小中学生

を対象に毎年度表彰しているところですが、少年文化賞では、上浦幌中央小学校の小川

珠季さん。上浦幌中央小学校６年生の団体で、岡田玲奈さん、大西佑奈さん、角田樹杏

さん、坂下優生さん、関口梨恋さん、松村 航さん。上浦幌中学校の平田小雪さん２個

人、１団体について、表彰基準に合致している旨、校長会から答申がありました。 

また、少年スポーツ賞では浦幌小学校の新井勇獅さん。岩渕夕希さん。久保世翔さん。

高田実夢さん。岩渕宏勝さん。浅利香奈さん。上浦幌中央小学校の角田桔叶さん。山内

咲耶さん。浦幌中学校の石田正龍さん。青木麻耶さん。森松未来さん。背古飛悠吾さん。

澤野帆乃佳さん。上浦幌中学校の下 廉次郎さん。平田小雪さん。15個人と、浦幌中学

校アイスホッケー部（３名）の１団体について、表彰基準に合致している旨、校長会か

ら答申がありましたので、令和２年度受賞者について校長会答申に基づき決定ください

ますようお願いいたします。以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

○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７号 令和２年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の

受賞者の決定については、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、議案第７号 令和２年度浦幌町少年文化賞・

少年スポーツ賞の受賞者の決定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第13 了解１号 令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費関係） 

について 

○水野教育長 日程第13 了解第１号 令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）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 了解第１号 令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）について。

令和３年第１回町議会定例会に提出される令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の

規定に基づき、町長から当教育委員会の意見を求められたときは、教育長において処理
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することを了解する。令和３年２月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

予算概要について申し上げます。別冊資料の令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費

関係）をご覧願います。 

１ページになりますが、令和３年度浦幌町一般会計予算案の歳入歳出予算の総額は、

前年度当初予算より1,166,000千円減の6,413,000千円で15.39％の減となりました。 

２ページをご覧ください。歳出の教育費総額は、34,436千円減の685,901千円で4.78％減

でございます。その内訳は、教育総務費が7,994千円減の60,773千円で11.62％減。小学

校費が6,323千円減の119,707千円で5.02％減。中学校費が37,593千円増の178,176千円

で26.74％増。社会教育費が12,120千円減の131,688千円で8.43％減。保健体育費が3,335

千円減の195,557千円で1.68％減。幼稚園費は、認定こども園に移行するため42,257千円

減の0円で100％減でございます。 

歳入について申し上げます。３ページをご覧ください。12款分担金及び負担金、２項

負担金、４目教育費負担金18,203千円。これは児童生徒等の学校給食費負担金でござい

ます。４ページをご覧ください。13款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料

508千円は、社会教育施設、保健体育施設使用料でございます。６ページをご覧ください。

14款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金201千円は、要保護児童生徒援

助費等国庫補助金でございます。７ページをご覧ください。16款財産収入、１項財産運

用収入、１目財産貸付収入、２節教員住宅貸付収入5,037千円は、教員住宅の貸付収入で

ございます。 

次に、歳出についてですが、10ページをご覧ください。２款総務費、１項総務管理費、

11目成人式費、246千円は、令和３年度成人式の挙行に要する費用でございます。12ペー

ジをご覧ください。13目諸費の18節負担金補助及び交付金で、高等学校生徒遠距離通学

費等補助金741千円は、準要保護世帯の高校生に係る通学費等を補助するもので、高等学

校等就学費補助金3,030千円は、生徒１人当たり年額３万円を補助するもので、対象者

101人です。13ページをご覧ください。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費

2,534千円は、教育委員の報酬・費用弁償など教育委員会の運営に要する経費でございま

す。同じく13ページの２目事務局費58,239千円は、事務局職員の人件費、各種負担金、

「浦幌町教育の日」推進のための経費のほか、小中一貫コミュニティ・スクール事業経

費として学校運営協議会委員等謝金及び推進交付金など計上しています。15ページをご

覧ください。２項小学校費、１目学校管理費91,713千円は、小学校２校の管理運営経費

と施設維持のための経費で、教育用コンピュータ等借上料などを計上しています。16ペ

ージをご覧ください。２目教育振興費16,279千円は、小学校２校の教育振興の事業委託

や関係団体への事業支援に要する経費で、学校給食費補助金などを計上しています。17

ページをご覧ください。３目特別支援教育振興費8,631千円は、特別支援教育推進のため

の事業費と特別支援学級の開設に要する経費を計上しています。同じく17ページ、５目

学校保健費2,658千円は、小・中学校の児童・生徒及び教職員の健康診断等に要する経費

を計上しています。18ページをご覧ください。３項中学校費、１目学校管理費80,591千

円は、中学校２校の管理運営経費と施設維持のための経費で、教育用コンピュータ等借

上料などを計上しています。19ページをご覧ください。２目教育振興費19,785千円は、

中学校２校の教育振興のための教材購入や関係団体等への事業支援に要する経費、対外

競技出場交付金及び外国語指導助手２名の配置に要する経費のほか学校給食費補助金

などを計上しています。20ページをご覧ください。３目特別支援教育振興費1,682千円

は、特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級の開設に要する経費を計上してい
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ます。21ページをご覧ください。４目スクールバス管理費76,118千円は、スクールバス

８路線に係る人件費及び運行管理費で、登下校及び校外活動に係るスクールバスの運行

経費とスクールバス更新による購入費を計上しています。22ページをご覧ください。４

項社会教育費、１目社会教育総務費47,612千円は、人件費や各種負担金・補助金を計上

しています。23ページをご覧ください。２目公民館運営費39,340千円は、４公民館の管

理運営と施設維持に要する経費を計上しています。24ページをご覧ください。３目博物

館費3,420千円は、博物館の企画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費を

計上しています。25ページをご覧ください。４目高齢者学級開設費345千円は、各公民館

で開設しています４寿大学の運営経費を計上しています。５目青少年教育費2,284千円

は、少年リーダー養成講習会活動奨励補助金、子ども文化鑑賞会の開催経費などを計上

しています。26ページをご覧ください。７目図書館管理費38,567千円は、図書館の管理

運営及び教育文化センターの維持管理に要する経費で、図書購入費などを計上していま

す。27ページをご覧ください。５項保健体育費、１目社会体育総務費15,305千円は、ス

ポーツ推進委員の報酬・費用弁償ほか職員の人件費や各種負担金及び補助金を計上して

います。28ページをご覧ください。２目社会体育施設費108,596千円は、浦幌パークゴル

フ場外３パークゴルフ場、総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理委託料など、

町内体育施設の維持管理経費を計上しております。29ページをご覧ください。３目給食

センター管理費71,656千円は、学校給食センターの業務運営に係る経費を計上していま

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。 

○杉山委員 学校管理費の予算ですが、小学校は昨年と比較すると減額となっていますが、

中学校は増額となっています。この理由を教えていただけますか。 

○熊谷教育次長 中学校費で増額となっていますが、大きな要因としては、令和３年度に

実施いたします上浦幌中学校のボイラー更新で、そのボイラー更新の工事請負費7,000

千円が主な増額となっています。 

○水野教育長 よろしいですか。 

○杉山委員 はい。 

○水野教育長 そのほかありませんか。 

○背古委員 公民館に関連しまして、トイレの改修について中央公民館は改修工事を行い

ましたが、他の公民館のトイレの改修についてはどのような考えをお持ちなのか教えて

ください。 

諸澤次長補佐 吉野公民館については、令和２年９月に改修工事が完了しており、地域の

方に利用いただいています。厚内公民館は３月の町議会定例会で改修工事の補正を提案

させていただき、令和３年度にトイレの様式化と水道蛇口については非接触式の蛇口を

整備し、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した接触機会の少ない施設として整備し

ていきます。 

  また、上浦幌公民館については、公民館と併設している、いきがい活動室に洋式のト

イレが整備されていますが、今後は、まちづくり計画の中で施設整備について協議して

いきます。 

○背古委員 ありがとうございます。 

○水野教育長 そのほかありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、了解第１号 令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）に
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ついては、町長から当教育委員会の意見を求められたときは、教育長において処理する

ことを了解することで、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、了解第１号 令和３年度浦幌町一般会計予

算（教育費関係）については、原案のとおり了解されました。 

 

■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３月の行事予定については、議案書23ページから24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 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２回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

閉会 午後 ５時２３分 

 


