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令３年第４回定例教育委員会 

 

令和３年４月２３日（金曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ４時３５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13号 諸般の報告 

日程第４ 報告第14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15号 浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について 

日程第６ 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用について 

日程第７ 報告第17号 令和３年度小・中学校の学級編制について 

日程第８ 報告第18号 令和３年度準要保護児童生徒の認定について 

日程第９ 報告第19号 令和２年度社会教育・体育施設等の利用状況について 

日程第10 報告第20号 指定寄附の採納について 

日程第11 議案第19号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について 

日程第12 議案第20号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について 

日程第13 議案第21号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について（補欠） 

日程第14 議案第22号 浦幌町立図書館協議会委員の委嘱について（補欠） 

日程第15 議案第23号 浦幌町立博物館協議会委員の委嘱について（補欠） 

日程第16 議案第24号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について（補欠） 

その他  (１) 令和３年５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（図書館長、博物館長）          熊 谷 晴 裕 

教育次長補佐                   諸 澤   晃 

教育次長補佐（学校教育係長）           原 口 康 紀 

総務係長                     渡 部 裕 貴 

社会教育係長                   佐 藤 貴 史 

社会体育係長                   伊 藤 敏 寛 

博物館係長                    持 田   誠 

図書館係長                    松 岡 幹 雄 
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開会 午後４時 

 

■開会・会議の宣言 

○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４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「関井まみ子委員」を指名します。 

○関井委員 はい。 

 

■日程第３ 報告第13号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第13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13号 諸般の報告。令和３年３月25日から令和３年４月22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４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年３月25日から令和３年４月22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13号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第14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14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14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（3月31日開会）の結果を次のように報告する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

３月25日に開催した第３回定例教育委員会において、３月24日までの第１回町議会定例会の結果を報

告いたしましたが、この度、３月31日に開会した最終日の結果について報告いたします。 

案件は、町長提出の、令和２年度補正予算１件、令和３年度補正予算２件、議会提出の発委３件、発

議２件でございました。 
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教育委員会関連議案は、令和３年度補正予算で、上浦幌公民館トイレ改修工事の実施により、歳入に

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金16,000千円を追加し、歳出に上浦幌公民館トイレ改

修工事実施設計委託料として2,000千円の追加、上浦幌公民館トイレ改修工事請負費として14,000千円

を追加補正し原案どおり可決され、今議会は３月31日に全ての日程を終了し閉会しました。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14号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第15号 浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について 

○水野教育長 日程第５ 報告第15号 浦幌町立学校運営協議会委員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15号 浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について。浦幌町立小学校及び中学校

における学校運営協議会の設置に関する教育委員会規則（平成27年浦幌町教育委員会規則第２号）第４

条第１項の規定に基づき、浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について、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、次の者を令和３年４月８日付け及び令和３年４月16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４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

学校運営協議会委員の委嘱につきましては、今月中に学校運営協議会委員会を開催する必要があった

ため、令和３年４月８日付け及び令和３年４月16日付で委嘱したので、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２号に規定する付属機関等の委員の委嘱に関

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、各学校運営協議会委員は、議案記載のとおりの各小中学校長から推薦があった28人と各小中学

校長４人の合計32人で、任期は、浦幌小学校・浦幌中学校が令和３年４月16日から令和４年４月15日ま

で、上浦幌中央小学校・上浦幌中学校が令和３年４月８日から令和４年４月７日までの１年間でござい

ます。以上で報告を終わります。 

○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、報告第15号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用について 

○水野教育長 日程第６ 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用についてを報告

願います。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用について。浦幌町立小中学

校の特別支援教育支援員の配置に関する教育委員会規程（平成20年浦幌町教育委員会訓令第１号）第４

条第２項の規定に基づく特別支援教育支援員の配置について、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、次のとおり任用したので、同規則第２条第３項の規定に基づき報告する。令和３年４月
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23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．配置校・氏名、浦幌小学校、堀川 潤、谷川朋恵、高橋留美、坂下由紀。上浦幌中央小学校、

中野若菜。浦幌中学校、二宮理絵。なお、生年月日及び年齢は記載のとおりでございます。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16号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第17号 令和３年度小・中学校の学級編制について 

○水野教育長 日程第７ 報告第17号 令和３年度小・中学校の学級編制についてを報告願います。教育

次長。 

○熊谷教育次長 報告第17号 令和３年度小・中学校の学級編制について。  令和３年度小・中学校の学

級編制を別紙のとおり報告する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年度小・中学校の学級編制は、４月10日に確定しました。 

小学校の普通学級数は、浦幌小学校は６学級編制、上浦幌中央小学校は、1・２年生が単式、３・４年

生、５・６年生が複式となり４学級編制であります。また、特別支援学級は、浦幌小学校が４学級、上

浦幌中央小学校が２学級となりました。 

中学校の普通学級数は、浦幌中学校が３学級編成、上浦幌中学校は、１、２年生が複式となり２学級

編制で、特別支援学級は、浦幌中学校が３学級となりました。 

これにより、教職員数については、小学校では、教職員総数28人。また、中学校は、教職員総数23人

でございますが、昨年度に引き続き上浦幌中学校に令和３年度町費負担教員を２人採用し教員配置の整

備を行っております。 

なお、児童数は、199人で対前年度比６人の増、生徒数は、87人で対前年度比6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。 

○杉山委員 特別支援学級の学級編成について確認したいが、浦幌小学校が４学級に対して教員が６名、

上浦幌中央小学校が２学級に対して教員が２名、浦幌中学校が３学級に対して教員が４名となっている

が、この学級に対する職員の人数は、規程等によりばらつきがあるのか。 

○水野教育長 答弁願います。原口次長補佐。 

○原口次長補佐 ただ今のご質問にお答えいたします。教員の配置基準については、障がい区分の区分毎

及びそこに該当する児童生徒数によって基準があり、毎年人数を報告した中で配置されることとなって

おります。手元に資料がないので、明確に児童何人に対して、教員何人ということはすぐに回答はでき

ませんが、北海道の配置基準に合わせて割振りされている状況となっております。 

○杉山委員 分かりました。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第17号を終わります。 

 

■日程第８ 報告第18号 令和３年度準要保護児童生徒の認定について 
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○水野教育長 日程第８ 報告第18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18号 令和３年度準要保護児童生徒の認定について。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４月23日提出。

浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．申請件数２件、２世帯。２．認定件数２件、２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、２件でございます。４．認定年月日、令和３年４月１日。

５．認定児童生徒数、令和３年度の準要保護累計認定数は、浦幌小学校３人。浦幌中学校６人。上浦幌

中学校１人。小中学校合計で10人でございます。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。 

○関井委員 準要保護の認定数を見ると今年度の認定数が10で令和２年度の24ということで、半分以下に

なっているのは、申請数が少なかったり、認定基準が変わったりといった理由があれば教えていただき

たい。 

○水野教育長 答弁願います。原口次長補佐。 

○原口次長補佐 ただ今のご質問にお答えいたします。認定基準については、変わっておりません。昨

年度は、中学校３年生に該当する家庭が多かったことと、年度末に合わせて申請の案内をしており、

まだ申請をされていない家庭もありますが、家庭の収入に関わることから、去年該当していたけど今

年は該当していませんかといった確認をしづらい状況があります。申請がされた時点でその年度の対

象分を支給するということになっておりますので、昨年度該当していて申請されていない方が申請さ

れた時点で認定することになります。 

○関井委員 分かりました。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第18号を終わります。 

 

■日程第９ 報告第19号 令和２年度社会教育・体育施設等の利用状況について 

○水野教育長 日程第９ 報告第19号 令和２年度社会教育・体育施設等の利用状況についてを報告願い

ます。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第19号 令和２年度社会教育・体育施設等の利用状況について。令和２年度社会教

育・体育施設等の利用状況を別冊のとおり報告する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和２年度社会教育施設・体育施設等の利用状況を別冊のとおり集計しましたので、報告いたします。 

公民館は、全館合計で対前年度比、使用件数782件減の923件、利用者数は、対前年度比19,187人減の

13,013人、使用料は、対前年度比300,301円減の70,227円となり、予算現額に対しては76％の減でござい

ました。 

図書館は、対前年度比、開館日数８日減の268日間開館し、貸出人数で対前年度比738人減の5,421人、

貸出冊数で対前年度比2,079冊減の25,218冊でございました。（１）分類別貸出冊数から（４）一般寄贈
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資料については記載のとおりでございます。（５）の来館者数は、前年度対比3,405人減の8,079人となり

ました。 

博物館は、対前年度比23日減の269日間開館し、入館者数は対前年度比6,494人減の3,164人でございま

した。団体の入館は、団体数では対前年度比６団体減の17団体、入館者は対前年度比109人減の292人で

ございました。 

次に、社会体育施設の学校開放利用状況について、上浦幌中央小学校は対前年度比441人減の623人と

なりました。 

町民球場は、６月３日から１月23日まで開場し、開場日は対前年度比39日減の82日で、利用人数は対

前年度比55人増（内昨年度の「うらほろ冬花火」入場者1,000人含む）の3,302人。使用料は対前年度比

92,750円減の132,750円となり、予算現額に対して59.4％の減でございました。 

総合スポーツセンターは、個人利用13,013人、団体利用14,190人の計27,203人で対前年度比20,176人

の減。使用料は対前年度比368,549円の減で816,013円でございました。 

スイミングプールは、６月20日から９月19日までの79日間開館し、個人利用人数は対前年度比16人増

の2,796人、団体利用人数は対前年度比2,171人減の665人、使用料は対前年度比52,600円減の147,600円

でございました。 

健康公園多目的広場は、５月16日から３月31日までのうち153日の利用がありましたが、利用人数は対

前年度比1,711人減の4,413人、使用料は対前年度比9,270円減の38,000円でございました。 

アイスアリーナは、10月15日から３月25日までの120日間開場し、利用人数は対前年度比671人増の

4,703人、使用料は対前年度比110,500円減の351,000円となり、予算現額に対し18.4％の減でございまし

た。 

うらほろパークゴルフ場は、５月16日から11月３日までの164日間開場し、利用人数は、対前年度比978

人減の9,252人で、うち町内利用者は975人減の8,150人でございました。用具貸出料金を含む利用料総額

は、対前年度比66,740円減の248,980円でございました。 

町民スケートリンクは、１月21日から２月22日までの27日間開場し、利用者は対前年度比17人増の621

人でございました。 

いずれにしましても、利用者等の減につきましては、新型コロナウイルス感染症対策による各施設の

臨時休館等の影響を受けての減となっていますことを申し添えます。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 ほかにありませんか。それでは、報告第18号を終わります。 

 

■日程第10 報告第20号 指定寄附の採納について 

○水野教育長 日程第10 報告第20号 指定寄附の採納についてを報告願います。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第20号 指定寄附の採納について。教育振興資金として次のように指定寄附を採納

したので報告する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

議案記載のとおり教育振興資金として、３月31日に株式会社 栄進土木工業 代表取締役、堀井 潔様

より金100万円の指定寄附の申し出がありましたので、これを採納いたしました。以上で説明を終わりま

す。 

○水野教育長 報告が終わりました。質疑はありませんか。 
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○背古委員 まずもって株式会社栄進土木工業様に指定寄附をいただいていることに対し、委員としても

感謝いたしたいと思います。 

  さて、毎年、図書購入費に充てているということでお聞きしていますが、図書館の利用者ですとか借

りている冊数ですとか図書館の本も処分していかないといけないという問題もありますので、今後の使

い道といいますか展望がありましたらお聞きしたいと思います。 

○水野教育長 答弁願います。佐藤係長。 

○佐藤係長 ただ今のご質問にお答えいたします。今年度の指定寄附につきましては、町内の公民館４

館の備品を購入させていただく予定をしておりまして、高齢者の方でも使いやすいような重量の軽い

椅子を各公民館に導入させていただく予定をしております。 

○背古委員 前回は、テーブルを購入したのが指定寄附だったでしょうか。 

○水野教育長 答弁願います。熊谷教育次長。 

○熊谷次長 ３年程前までは、図書の購入に活用させていただいておりましたが、近年は、公民館の備

品整備ということで机を整備しております。委員ご存じのとおり、各公民館にある机については、大

変重く、折り畳み式の机でしたが開くためにもかなりの力を必要とするということで、公民館を利用

される高齢者の方々は、机を使用するのにひどく苦労していたということもあって、昨年は、机の整

備をさせていただいております。 

  今年度につきましては、同じく公民館の備品ですが椅子がパイプ椅子ということで、これにつきま

しても古いパイプ椅子であり、非常に重く、高齢者の方々には使いにくいということで、軽量な椅子

を公民館に整備する予定であります。 

○背古委員 分かりました。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第19号を終わります。 

 

■日程第11 議案第19号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について 

○水野教育長 日程第11 議案第19号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱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19号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について。浦幌町小中一貫ＣＳ

推進協議会設置に関する教育委員会規程（平成25年浦幌町教育委員会訓令第１号）第３条の規定に基づ

き、浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員を次の者に委嘱する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員

会教育長。 

令和３年３月31日をもって任期満了となりました、浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱につい

ては、議案記載のとおり、教育長の他、小・中学校長４人、小・中学校教諭等９人、公民館長１人の計

15人で、任期は、令和３年４月26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） 

○水野教育長 それでは、議案第19号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱については、可決する

ことにご異議ありませんか。 
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（「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19号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第12 議案第20号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について 

○水野教育長 日程第12 議案第20号 浦幌町教育研究所所員の委嘱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20号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について。浦幌町教育研究所規則（平成11年

浦幌町教育委員会規則第２号）第４条第２項の規定に基づき、浦幌町教育研究所所員を次の者に委嘱す

る。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年３月31日をもって任期満了となりました浦幌町教育研究所所員に、議案記載のとおり委嘱す

るものでございます。任期は、本日から令和５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） 

○水野教育長 それでは、議案第20号 浦幌町教育研究所所員の委嘱については、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20号 浦幌町教育研究所所員の委嘱については、原

案のとおり可決されました。 

 

 ■日程第13 議案第21号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について（補欠） 

○水野教育長 日程第13 議案第21号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について（補欠）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21号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について（補欠）。令和３年３月31日付け

をもって辞任した標記委員の後任として、浦幌町教育支援委員会設置条例（平成26年浦幌町条例第８号）

第４条第１項及び第３項の規定に基づき、浦幌町教育支援委員会委員を次の者に委嘱する。令和３年４

月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

異動等により令和３年３月31日付けで辞任され、空席となっている委員の後任を委嘱するものでござ

います。新たに委嘱する者は、浦幌中学校長 濱田和光氏。帯広養護学校教諭 宮嵜伸也氏、発達支援セ

ンターくれよん広場所長 佐藤めぐみ氏でございます。任期は、本日から前任者の残任期間である令和４

年３月31日までとなります。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21号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について（補欠）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21号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について（補

欠）は、原案のとおり可決されました。 
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■日程第14 議案第22号 浦幌町立図書館協議会委員の委嘱について（補欠） 

○水野教育長 日程第14 議案第22号 浦幌町立図書館協議会委員の委嘱について（補欠）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22号 浦幌町立図書館協議会委員の委嘱について（補欠）。令和３年３月31日付け

をもって辞任した標記委員の後任として、浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例（平

成11年浦幌町条例第20号）第７条第３項及び第５項の規定に基づき、浦幌町立図書館協議会委員を次の

者に委嘱する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年３月31日付けで辞任され、空席となっている委員の後任を委嘱するもので、新たに委嘱する

者は、浦幌中学校長 濱田和光氏でございます。任期は、本日から前任者の残任期間である令和３年12

月18日までとなります。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 ほかにありませんか。それでは、議案第22号 浦幌町立図書館協議会委員の委嘱について

（補欠）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22号 浦幌町立図書館協議会委員の委嘱について（補

欠）は、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第15 議案第23号 浦幌町立博物館協議会委員の委嘱について（補欠） 

○水野教育長 日程第15 議案第23号 浦幌町立博物館協議会委員の委嘱について（補欠）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23号 浦幌町立博物館協議会委員の委嘱について（補欠）。令和３年３月31日付け

をもって辞任した標記委員の後任として、浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例（平

成11年浦幌町条例第20号）第１０条第３項の規定に基づき、浦幌町立博物館協議会委員を次の者に委嘱

する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年３月31日付けで辞任され、空席となっている委員の後任を委嘱するもので、新たに委嘱する

者は、浦幌中学校長 濱田和光氏でございます。任期は、本日から前任者の残任期間である令和３年12

月18日までとなります。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23号 浦幌町立博物館協議会委員の委嘱について（補欠）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23号 浦幌町立博物館協議会委員の委嘱について（補

欠）は、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第16 議案第24号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について（補欠） 

○水野教育長 日程第16 議案第24号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について（補欠）を議題とし
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ます。説明を求めます。教育次長。 

○熊谷教育次長 議案第24号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について（補欠）。浦幌町文化財保護審

議会委員の委嘱について(補欠）。令和３年３月31日付けをもって辞任した標記委員の後任として、浦幌

町文化財保護条例（昭和39年浦幌町条例第20号）第18条第３項及び第19条の規定に基づき、浦幌町文化

財保護審議会委員を次の者に委嘱する。令和３年４月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年３月31日付けで辞任され、空席となっている委員の後任を委嘱するもので、新たに委嘱する

者は、浦幌中学校長 濱田和光氏でございます。任期は、本日から前任者の残任期間である令和４年９

月30日までとなります。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24号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について（補欠）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24号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について

（補欠）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 （１）令和３年５月の行事予定は、議案書17ページから18ページに記載のとおりでござ

いますが、ここで行事予定の修正をお願いいたします。５月26日（水）教育委員協議会及び５月定例教

育委員会をそれぞれ15時30分及び16時から開催予定でありますが、これを５月25日（火）に変更させて

いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。（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 ５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。 

 

■閉会の宣告 

○水野教育長 これをもちまして、第４回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後４時３５分 

 


