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令和３年 第３回定例教育委員会  

 

令和３年３月２５日（木曜日）  

 

 

   開会  午後４時００分  

閉会  午後４時５２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８号  諸般の報告  

日程第４  報告第９号  令和３年第１回町議会定例会の結果について  

日程第５  報告第 10号  教育委員会事務局職員等の人事異動について  

日程第６  報告第 11号  令和３年度準要保護児童生徒の認定について  

日程第７  報告第 12号  区域外就学の承諾について  

日程第８  議案第８号  浦幌町教育委員会事務局の組織に関する教育委員会規則の  

一部改正等について  

日程第９  議案第９号  浦幌町立博物館の管理、運営等に関する教育委員会規則の一部

改正について  

日程第 10 議案第 10号  招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一部  

改正について  

日程第 11 議案第 11号  浦幌町教育委員会職員等の被服貸与規程の一部改正について  

日程第 12 議案第 12号  浦幌町学校給食費補助金交付要綱の一部改正について  

日程第 13 議案第 13号  令和３年度当初道費負担教職員の人事異動内申について  

日程第 14 議案第 14号  浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用について  

日程第 15 議案第 15号  浦幌町公民館長の任命について  

日程第 16 議案第 16号  浦幌町学校開放主事の任命について  

日程第 17 議案第 17号  浦幌町学校施設長寿命化計画の策定について  

日程第 18 議案第 18号  第９期浦幌町社会教育中期計画の策定について  

 

その他   （１）令和３年４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  
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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００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３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項の規定に基づき出口文代委員を指名します。 

 

■日程第３  報告第８号  諸般の報告  

○水野教育長  日程第３  報告第８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８号  諸般の報告。令和３年２月 25日から令和３年３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３月 25日提出。浦幌町教育委員会教

育長。  

令和３年２月 25日から令和３年３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８号を終わります。  

 

■日程第４  報告第９号  令和３年第１回町議会定例会の結果について  

○水野教育長  日程第４  報告第９号  令和３年第１回町議会定例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９号  令和３年第１回町議会定例会の結果について。令和３年第

１回町議会定例会の３月 24日までの結果を次のように報告する。令和３年３月 25日提出。

浦幌町教育委員会教育長。  

第１回町議会定例会は、３月８日に招集され、会期を３月 31日までの 24日間とし、議

事に入りましたので、 3月 24日までの結果について報告いたします。  

案件は、町長提出の一般議案 13件、補正予算９件、諮問１件、令和３年度予算９件で

ございました。  
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行政報告は町長より、令和３年２月 15日及び２月 19日に町内で発生した２件の火災に

ついて報告があり、出火場所はいずれも浦幌町字幾千世にある同一建物の火災であり、

２回目の火災で１棟２戸の共同住宅が全焼したことの報告がありました。また、町立診

療所の日曜診療の廃止について報告があり、平成 29年度以降から減少傾向が続いたこと

などにより、今月をもって廃止するとの報告がありました。  

一般議案は、子ども子育て支援課の分掌事務の改正を行うための「浦幌町課設置条例

の一部改正について」他 12件が原案どおり可決されました。教育委員会関連議案は、あ

りませんでした。  

補正予算は、一般会計ほか８特別会計で、一般会計は、歳入歳出それぞれ 594,691千円

を減額し、歳入歳出の総額を 8,179,195千円としました。  

教育委員会関係の補正予算は、４ページから５ページのとおり執行残及び執行見込み

による更正減で、追加補正の主なものについては、５ページの 11行目、工事請負費は厚

内公民館トイレ改修工事の実施による 19,779千円の追加。同じく５ページの下から５行

目、備品購入費は指定寄附による図書購入費 100千円の追加補正です。  

一般質問は、６人から６項目について通告がありました。教育委員会関係の質問はあ

りませんでした。  

令和３年２月 25日開催、第２回定例教育委員会で了解を得た、令和３年度一般会計

予算の教育委員会関係は原案どおり可決されました。  

今町議会は、３月 31日までの会期であるため、3月 24日までの結果報告とさせていただ

きます。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９号を終わります。  

 

■日程第５  報告第 10号  教育委員会事務局職員等の人事異動について  

○水野教育長  日程第５  報告第 10号  教育委員会事務局職員等の人事異動についてを

報告願います。教育次長。  

○熊谷教育次長  報告第 10号  教育委員会事務局職員等の人事異動について。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、教育委員会事務局職員等の人事異動につい

て教育長が専決し、別紙のとおり令和３年４月１日付けで発令するので、同規則第２条

第３項の規定に基づき報告する。令和３年３月 25日提出。浦幌町教育委員会教育長。  

令和３年４月１日付けの教育委員会事務局職員等の人事異動については、令和３年３

月 22日に内示を行ったことから、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ましたので、

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、令和３年４月１日付けの教育委員会事務局職員等の人事異動の内容は、議案書

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 10号を終わります。  
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■日程第６  報告第 11号  令和３年度準要保護児童生徒の認定について  

○水野教育長  日程第６  報告第 11号  令和３年度準要保護児童生徒の認定についてを

報告願います。教育次長。  

○熊谷教育次長  報告第 11号  令和３年度準要保護児童生徒の認定等について。令和３年

度準要保護児童生徒の認定について、審査の結果、次のとおり認定することとしたので

報告する。令和３年３月 25日提出。浦幌町教育委員会教育長。  

記  １．申請件数 13件、10世帯。２．認定件数８件、７世帯、うち入学前支給対象０

件。３．認定事由、浦幌町就学援助事務取扱いに関する教育委員会規程第５条第１号該

当、これは「児童生徒の保護者が、生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ず

る程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、生活保護法、地方税法、国

民年金法、児童扶養手当法などのいずれかの法に規定する措置を受けた者」という規定

に該当するもので、６件でございます。第５条第２号に該当、これは、「第５条第１号に

準ずる者」で２件でございます。４．認定年月日、令和３年４月１日。５．否認定件数、

５件３世帯。６．否認定事由、浦幌町就学援助事務取扱いに関する教育委員会規程第６

条第２項認定倍率超過のため。７．否認定年月日、令和３年４月１日。８．認定児童生

徒数、要保護は０人で、準要保護は、浦幌小学校３人。浦幌中学校５人。小中学校合計

で８人。令和２年度認定数と比較しますと 16人の減でございます。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 11号を終わります。  

 

■日程第７  報告第 12号  区域外就学の承諾について  

○水野教育長  日程第７  報告第 12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 12号  区域外就学の承諾について。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、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

定に基づく区域外就学を承諾することについて教育長が専決し、令和３年３月５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３月 25日提出。

浦幌町教育委員会教育長。  

保護者が児童生徒を住所地以外の市町村の学校に就学させようとする場合、学校教育

法施行令第９条第１項の規定に基づき、保護者は、就学させようとする市町村教育委員

会が承諾した旨の書面を添え、住所を有する教育委員会に届けなければならないことに

なっています。  

また、これに先立って、保護者が就学させようと考えている学校のある市町村教育委

員会は、住所を有している市町村教育委員会と区域外就学の協議を行い、承諾を得る必

要があると同条第２項で規定されています。  

このたび、議案書 10ページから 11ページに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、浦幌町内の小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当たることから、同条第２項の規定

に基づき、この児童の住所地である教育委員会と、浦幌町内小学校への区域外就学承諾

について協議を行ってまいりました。  
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これを受け、児童が居住する教育委員会から承諾する旨の回答がありましたので、浦

幌町教育委員会は３月５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 26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、就学する学校及び就学期間は、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 12号」を終わります。  

 

■日程第８  議案第８号  浦幌町教育委員会事務局の組織に  

関する教育委員会規則の一部改正等について  

○水野教育長  日程第８  議案第８号  浦幌町教育委員会事務局の組織に関する教育委

員会規則の一部改正等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８号  浦幌町教育委員会事務局の組織に関する教育委員会規則

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

幌町教育委員会教育長。  

次のページの「浦幌町教育委員会事務局の組織に関する教育委員会規則の一部を改正

する等の教育委員会規則」については朗読を省略し、14ページの説明資料をもって説明

いたします。  

１の改正の趣旨ですが、令和３年４月１日から「浦幌町認定こども園」が開園される

ことに伴い、浦幌町立浦幌幼稚園は令和３年３月 31日をもって閉園されることとなるた

め、関係規則の一部を改正等するものです。２の改正の内容ですが、①は、浦幌町教育

委員会事務局の組織に関する教育委員会規則の一部改正（第４条関係）で、幼稚園廃止

に伴い、係の事務分掌等を 15ページの新旧対照表のとおり改正するものです。②は、町

長に「幼稚園の運営に関すること」について事務委任していましたが、幼稚園の廃止に

より、「浦幌町長に対する事務委任規則」を廃止するものです。③は、幼稚園の廃止によ

り、「浦幌町立幼稚園園則」を廃止するものです。３の施行期日は、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８号  浦幌町教育委員会事務局の組織に関する教育委員

会規則の一部改正等については、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８号  浦幌町教育委員会事務局の組

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

 

■日程第９  議案第９号  浦幌町立博物館の管理、運営等に関する  

教育委員会規則の一部改正について  

○水野教育長  日程第９  議案第９号  浦幌町立博物館の管理、運営等に関する教育委員

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。  
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○熊谷教育次長  議案第９号  浦幌町立博物館の管理、運営等に関する教育委員会規則の

一部改正について。浦幌町立博物館の管理、運営等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３月 25日提出。浦幌町教育委員会

教育長。  

次のページの「浦幌町立博物館の管理、運営等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」については朗読を省略し、 18ページの説明資料をもって説明いた

します。  

 １の改正の趣旨ですが、現在、博物館の休館日は、月曜日（月曜日が国民の休日の場

合はその翌日）、国民の休日の翌日、年末年始、その他館長が必要と認めた日と定められ

ていますが、近年、来館者の対応やレファンスの受付件数が増加し、収蔵資料の整理や

展示室のメンテナンスを行う時間が減少していることから、これらの時間を確保するた

め、毎月１回資料整理日を設け展示室を休館とするので、浦幌町立博物館の管理、運営

等に関する教育委員会規則の一部を改正するものです。２の改正の内容ですが、①は、

第４条の（４）に、19ページ新旧対照表改正後に記載のとおり、「資料整理日（毎月１回）」

を追加し休館日にするものです。②は、第４条に（５）の文言を追加するものです。  

３の施行期日は、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９号  浦幌町立博物館の管理、運営等に関する教育委員

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９号  浦幌町立博物館の管理、運営

等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 10 議案第 10号  招致外国語指導助手の任用に関する  

教育委員会規則の一部改正について  

○水野教育長  日程第 10 議案第 10号  招致外国語指導助手の任用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 10号  招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一

部改正について。招致外国語指導助手の任用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３月 25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

 次のページの「招致外国語指導助手の任用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」については朗読を省略し、22ページの説明資料をもって説明いたしま

す。  

１の改正の趣旨ですが、外国語指導助手の勤務条件については、一般財団法人自治体

国際化協会が定める取扱いに準じており、そのうち休暇制度に係る規定に改正があった

ことから、それに伴い招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一部改正を

行うものです。２の改正の内容ですが、①は、外国語指導助手の特別休暇に、夏季休暇

を新設するものです。②は、「妊産婦休暇」と「母体保護のための通勤緩和」を有給とす

るものです。③は、第 30条関係の字句の整理をするものです。３の施行期日は、令和３

年４月１日から施行するものです。新旧対照表は 23ページに記載していますのでご参照

願います。以上で説明を終わります。よろしくご審議願います。  
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○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 10号  招致外国語指導助手の任用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 10号  招致外国語指導助手の任用に

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 11 議案第 11号  浦幌町教育委員会職員等の被服貸与規程の  

一部改正について  

○水野教育長  日程第 11 議案第 11号  浦幌町教育委員会職員等の被服貸与規程の一部

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 11号  浦幌町教育委員会職員等の被服貸与規程の一部を改正す

る教育委員会訓令を次のように定める。令和３年３月 25日提出。浦幌町教育委員会教育

長。  

  次のページの「浦幌町教育委員会職員等の被服貸与規程の一部を改正する教育委員会

訓令」については朗読を省略し、 26ページの説明資料をもって説明いたします。  

１の改正の趣旨ですが、令和３年４月１日から「浦幌町認定こども園」が開園される

ことに伴い、浦幌町立浦幌幼稚園は令和３年３月 31日をもって閉園されることとなるた

め、関係規程の一部を改正するものです。２の改正の内容ですが、①は、27ページの新

旧対照表のとおり改正前の別表中、幼稚園教諭の被服貸与に関する欄を削除するもので

す。②は、  別記第１号様式、別記第２号様式に関係する条を追加記載するものです。  

３の施行期日は、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 11号  浦幌町教育委員会職員等の被服貸与規程の一部改

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 11号  浦幌町教育委員会職員等の被

服貸与規程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 12 議案第 12号  浦幌町学校給食費補助金交付要綱の  

一部改正について  

○水野教育長  日程第 12 議案第 12号  浦幌町学校給食費補助金交付要綱の一部改正に

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 12号  浦幌町学校給食費補助金交付要綱の一部を改正する教育

委員会告示を次のように定める。令和３年３月 25日提出。浦幌町教育委員会教育長。  

  次のページの「浦幌町学校給食費補助金交付要綱の一部を改正する教育委員会告示」

については朗読を省略し、 31 ページの説明資料をもって説明いたします。  

１の改正の趣旨ですが、現在、当該要綱では、補助金交付申請書の受理から交付決定

までの期間が長く、浦幌町補助金等交付規則第７条の「すみやかに補助金の交付の決定

をする」にそぐわないことから、補助金交付申請書の受理後すみやかに補助金の交付決
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定を行い、変更が生じた場合は補助金変更承認申請書と補助金変更決定通知書で対応す

るため、浦幌町学校給食費補助金交付要綱の一部改正を行うものです。２の改正の内容

ですが、①は、第６条から第９条の条文を２条繰下げ、②は、第６条に「補助金の変更」

の条文を追加し、補助金変更承認申請書の様式を追加するものです。③は、第７条に「補

助金の交付変更」の条文を追加し、補助金変更決定通知書の様式を追加するものです。 

３の施行期日については、令和３年４月１日から施行するものです。新旧対照表は 32ペ

ージから 35ページに記載していますのでご参照願います。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 12号  浦幌町学校給食費補助金交付要綱の一部改正につ

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 12号  浦幌町学校給食費補助金交付

要綱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 13 議案第 13号  令和３年度当初道費負担教職員の  

人事異動内申について  

○水野教育長  日程第 13 議案第 13号  令和３年度当初道費負担教職員の人事異動内申

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 13号  令和３年度当初道費負担教職員の人事異動内申について。

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 38条第１項の規定

に基づき、道費負担教職員の人事異動を別紙のとおり内申する。令和３年３月 25日提出。

浦幌町教育委員会教育長。  

令和３年度当初の浦幌町立学校職員の人事異動に係る内申については、議案書 37ペー

ジに記載のとおりで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 13号  令和３年度当初道費負担教職員の人事異動内申に

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 13号  令和３年度当初道費負担教職

員の人事異動内申については、原案のとおり可決されました。  

 

■日程第 14 議案第 14号  浦幌町立中学校の心の教室相談員の  

任用について  

○水野教育長  日程第 14 議案第 14号  浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用につい

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 14号  浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用について。浦幌町

立中学校の心の教室相談員の配置に関する教育委員会規程（平成 17年浦幌町教育委員会

訓令第２号）第５条第２項の規定に基づき、浦幌町立中学校に配置する心の教室相談員

に次の者を任用する。令和３年３月 25日提出。浦幌町教育委員会教育長。  

記  １．配置校・氏名、浦幌中学校、阿部公良、生年月日及び年齢は記載のとおり。
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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。  

中学校に配置しております心の教室相談員として、浦幌中学校に阿部公良氏を再任

し、令和３年度も１年間任用する内容でございます。当該校の校長からも今年度と同じ

方を再任でお願いしたいという強い意向を受けておりますことを申し添えます。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 14号  浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用について

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 14号  浦幌町立中学校の心の教室相

談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 15 議案第 15号  浦幌町公民館長の任命について  

○水野教育長  日程第 15 議案第 15号  浦幌町公民館長の任命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 15号  浦幌町公民館長の任命について。社会教育法（昭和 24年法

律第 207号）第 28条の規定に基づき、浦幌町公民館長を次の者に任命する。令和３年３月

25日提出。浦幌町教育委員会教育長。  

記  １．職名・氏名、上浦幌公民館長、鈴木信男。吉野公民館長、道政  剛。厚内公

民館長、小山孝行。なお、生年月日及び年齢は記載のとおりです。２．任用期間、令和

３年４月１日から令和４年３月 31日までで、全ての公民館長が再任でございます。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 15号  浦幌町公民館長の任命については、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 15号  浦幌町公民館長の任命につい

ては、原案のとおり可決されました。  

 

■日程第 16 議案第 16号  浦幌町学校開放主事の任命について  

○水野教育長  日程第 16 議案第 16号  浦幌町学校開放主事の任命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 16号  浦幌町学校開放主事の任命について。浦幌町学校教育施設

開放に関する教育委員会規則（昭和 51年浦幌町教育委員会規則第２号）第３条第２項の

規定に基づき、浦幌町学校開放主事を次の者に任命する。令和３年３月 25日提出。浦幌

町教育委員会教育長。  

記  １．配置校・氏名、上浦幌中央小学校、野田  剛、上浦幌中央小学校教頭。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）  
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○水野教育長  それでは、議案第 16号  浦幌町学校開放主事の任命については、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 16号  浦幌町学校開放主事の任命に

ついては、原案のとおり可決されました。  

 

■日程第 17 議案第 17号  浦幌町学校施設長寿命化計画の策定について  

○水野教育長  日程第 17 議案第 17号  浦幌町学校施設長寿命化計画の策定についてを

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 17号  浦幌町学校施設長寿命化計画の策定について。浦幌町学校

施設長寿命化計画を別冊のとおり策定する。令和３年３月 25日提出。浦幌町教育委員会

教育長。  

公共施設の老朽化への対応は、平成 25年 11月に国が『インフラ長寿命化基本計画』を

策定し、国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコス

トの縮減や予算の平準化を図る方向性を打ち出しました。  

これを踏まえ、文部科学省では平成 27年３月に『インフラ長寿命化計画（行動計画）』

を策定し、各教育委員会による学校施設に係る「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設

計画）」の策定を推進することとしました。  

本町においては、国の『インフラ長寿命化基本計画』に基づく公共施設等総合管理計

画として、平成 28年 12月に『浦幌町公共施設等総合管理計画』を策定しました。  

同計画では、本町の財政状況を考慮しながら、長期的な視点を持って公共施設等の機

能が効果的に発揮されるよう、公共施設等の長寿命化や施設総量の適正化などに取り組

む基本的な方針や考え方が示され、新たに策定する公共施設等の個別施設計画について

は、同計画に即して策定することとしました。  

本計画は、これらの各計画で示された基本的な方針や考え方に即して、本町の学校施

設に係る個別施設計画として策定します。  

第１章は、１ページから２ページで、計画の背景・目的等を掲げ、計画の期間は『浦

幌町公共施設等総合管理計画』とあわせ、 2021年度（令和３年度）から 2036年度（令和

18年度）までとします。  

第２章は、３ページから 17ページで、学校施設の概況把握として、学校を取り巻く町

の情勢、町の人口や財政状況、児童生徒数の推移と上位計画・関連計画の整理となって

います。  

第３章は、 18ページから 25ページで学校施設の現状把握、対象施設の一覧や健全性の

把握、現地調査による劣化状況及び運営・利用状況の把握や維持更新コストについての

内容となっています。  

第４章は、 26ページで学校施設の目指すべき姿、第５章は、27ページで学校施設整備

の基本的な方針として、浦幌町第４期まちづくり計画や浦幌町公共施設等総合管理計画、

文部科学省による「小学校施設整備指針」・「中学校施設整備指針」などで掲げられた基

本方針を踏まえて設定しました。  

第６章は、 28ページで基本的な方針を踏まえた施設整備の水準等を示し、第７章は、

29ページから 35ページで長寿命化の実施計画として、学校別部位別長期修繕計画と概算

工事費と長寿命化の効果についての内容となっています。  

第８章は、36ページで施設情報の共有・推進体制等の整備など長寿命化計画の継続的
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運用方針となっています。  

いずれにいたしましても、今後の児童生徒の将来推計に注視し、施設の劣化状況、学

校教育を取り巻く環境変化などに応じて本計画を見直し、長寿命化計画を進めていきま

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。  

○杉山委員  コミュニティ・スクールを推進するうえで、開かれた学校という部分ではバ

リヤフリー化を早く整備できれば良いのかなと思います。避難場所であるとか寿大学と

の交流とか、身体の不自由な方の出入りがあると思うので、早く整備をしていただきた

いと思うことと、今現在、学校の点検という事では、A.B.C.Dのランク付けをして整備し

ていくことが書かれていますけれど、どのような部分がどうなったら改修していこうと

か、年間どれくらいの頻度で点検されているとか、私たちが PTAの時は、年に一度、町の

方にここを整備してほしいというお話をしに行っていたわけですが、今現在どのような

状態で整備、点検、改修を進めているのか教えていただきたいのですが。  

○成瀬次長補佐  現段階の改修は、整備を必要とする箇所を改修するという対応をとって

いますが、今回の長寿命化計画は、今の学校施設を計画的に修繕を入れながら長く使い

ましょうということが目的となっていますので、建物自体の古い部分で老朽化している

所から順次改修をしていく内容となっています。  

29ページの表７－１に書いてありますが、どうしても浦幌小学校、上浦幌中央小学校

の建設年度が 30年以上経っていますので、改修時期を迎えている電気設備ですとか機械

設備などの改修を優先的に行っていくことになりますので、その中で屋体とかに手をか

けるときに合わせてバリヤフリーなどの整備計画を入れていきたいと考えています。  

○原口次長補佐  計画前の現状と点検の部分ですけれど、春先に学校施設や教員住宅等も

含めて修繕箇所がありましたら報告するよう学校に周知していますのと、予算時期に大

規模な改修要望などを提出していただいています。緊急性が伴うものは随時対応してい

る状況ですが、何分施設が古く大規模な改修に関わってくるものは、学校の要望どおり

に全て改修するということになりますと結構な経費になるものですから、現状ですと緊

急性や児童生徒の安全性を優先したものを新年度予算で要求し次年度で対応していま

す。また、特に緊急性が伴うものは補正予算等で改修するなどの対応をとっています。 

○杉山委員  分かりました。 20ページに出ていますが、壁が剥がれていたり、屋根が錆び

ているだとか、 Dの評価の場合は予算を付けていくという判断になるということなんで

しょうか。  

○熊谷教育次長  長寿命化計画は、いかに学校を長く使用していくかが主な目的となって

います。杉山委員さんの言われるとおり、壁や屋根の劣化を改修するため予算を付ける

ことになりますが、29ページの表 7-1長寿命化方針に書いてあるとおり、外壁の全面改修

ですとか屋根の防水計画、シーリング更新、また、電気関係、空調関係など長寿命化を

図るために最も必要であり重要な改修をこの計画の中で実施していきながら、学校の長

寿命化を図っていくということになります。  

○杉山委員  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、「議案第 17号  浦幌町学校施設長寿命化計画の策定について」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」  
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○水野教育長  異議なしと認めます。よって、議案第 17号  浦幌町学校施設長寿命化計画

の策定については、原案のとおり可決されました。  

 

■日程第 18 議案第 18号  第９期浦幌町社会教育中期計画の  

策定について  

○水野教育長  日程第 18 議案第 18号  第９期浦幌町社会教育中期計画の策定についてを

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 18号  第９期浦幌町社会教育中期計画の策定について。第９期浦

幌町社会教育中期計画を別冊のとおり策定する。令和３年３月 25日提出。浦幌町教育委

員会教育長。  

令和３年度から平成７年度までの第９期浦幌町社会教育中期計画の策定については、

昨年の６月 10日に第９期浦幌町社会教育中期計画策定委員会に諮問していたところで

ありますが、去る１月 20日、成案を得て教育長に答申されました。  

答申されました計画は、「浦幌町第４期まちづくり計画」や「浦幌町小中一貫コミュニ

ティ・スクール」、「浦幌町教育の日」との整合性を図りながら、これまでの反省評価で

明らかになった現状と課題を捉え、生涯学習の推進、社会教育、社会体育、芸術文化・

文化財の４項目から構成されています。  

この中で課題となっているのは、学習成果を循環できる構造づくり、施設の効率的な

活用・計画的な整備、公民館を核とした感染症に配慮しながら生涯学習による地域活性

化の促進、学校・家庭・地域と連携・協働した事業の推進、社会教育関係施設と学校及

び地域と学校が連携・協働した事業による教育力の向上です。  

こうした課題を克服するための施策として、学習成果の活用と発揮の場づくり、施設

の効果的な活用を図るための特色ある事業の開催、施設の計画的な整備、地域活性化の

促進と地方創生の実現、学校・家庭・地域と連携・協働した事業の推進を掲げ、各種の

事業を具体的に講じられています。  

この答申書をもって本町の第９期社会教育中期計画と位置付けをし、事業の展開を図

ってまいりたいと考え、１月２８日から２月２６日までのパブリックコメントの募集を

行ったところ、町民からの意見等は１名の方から６件寄せられました。  

このパブリックコメントの結果を受けまして、別冊の「第９期浦幌町社会教育中期計

画」 12ページ、「第４節  芸術文化・文化財」２の「課題」の６行目に、アイヌ民族関係

について朱書き追記し、併せて次ページの「４  課題を解決するための施策・事業」（４）

文化財や伝統芸能の保存や次世代の継承と記載されています、右側の記載事業欄の６行

目に「地域のアイヌ民族の歴史や文化に関する情報発信と教育普及事業の推進」を朱書

きで、追記させていただきました。  

令和３年度から令和７年度までの５年間の第９期浦幌町社会教育中期計画は、 1ペー

ジから３ページの第１章に「第９期浦幌町社会教育中期計画の策定にあたって」として、

「第１節  計画策定の目的」、「第２節  計画の位置づけと役割」、「第３節  計画の期間」、

「第４節  第９期浦幌町社会教育中期計画関連図」の構成となっています。  

第２章は、「第９期浦幌町社会教育中期計画の内容」として「第１節  生涯学習の推進」、

「第２節  社会教育」、「第３節  社会体育」、「第４節  芸術文化・文化財」の構成となって

います。  

以上、当該計画は２章と８節で構成していますが、具体的記載内容については、２月

25日に開催しました教育委員と社会教育委員の懇談会で説明していますので省略させ
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ていただきます。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 18号  第９期浦幌町社会教育中期計画の策定について」

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 18号  第９期浦幌町社会教育中期計

画の策定については、原案のとおり可決されました。  

 

■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  令和３年４月の行事予定については、議案書 43ページから 44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  ４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。  

（「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。  

 

■閉会の宣言  

○水野教育長  これをもちまして、第３回定例教育委員会を閉会します。  

 

 

                                                     閉会  午後４時５２分  


