
- 1 - 

 

令３年第５回定例教育委員会 

 

令和３年５月２５日（火曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ４時２０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21号 諸般の報告 

日程第４ 報告第22号 浦幌町小中一貫ＣＳ委員会委員の委嘱について 

日程第５ 報告第23号 浦幌町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について（補欠） 

日程第６ 報告第24号 令和３年第３回町議会臨時会の結果について 

日程第７ 議案第25号 浦幌町社会教育委員の委嘱について 

日程第８ 議案第26号 浦幌町公民館運営審議会委員の委嘱について 

その他  (１) 令和３年６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 
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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５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。 

○背古委員 はい。 

 

■日程第３ 報告第21号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第21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21号 諸般の報告。令和３年４月23日から令和３年５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５月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年４月23日から令和３年５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。 

○背古委員 ４月26日に第１回浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会が開催されているが、新型コロナウイルス

感染症の影響でできることも限られる中でどのような内容で進めていくのかを含めて、話し合われた内

容について教えていただきたい。 

○水野教育長 答弁願います。渡部総務係長。 

○渡部総務係長 ただ今のご質問にお答えいたします。４月26日の第１回浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会

では、事務局からは、６月に開催を予定していた教育の日実践交流会を新型コロナウイルス感染症の影

響により中止として、昨年と同様に10月開催の１回とさせていただき、それ以外は例年同様に実施して

いくことを確認した。また、浦幌学園・上浦幌学園から報告のあった事業計画については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により変更等が考えられるが、会議開催時点では例年と同様に事業を行う予定で

あることの報告があった。 

○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。 
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（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第21号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第22号 浦幌町小中一貫ＣＳ委員会委員の委嘱について 

○水野教育長 日程第４ 報告第22号 浦幌町小中一貫ＣＳ委員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22号 浦幌町小中一貫ＣＳ委員会委員の委嘱について。浦幌町小中一貫ＣＳ委員

会設置に関する教育委員会規程（平成27年浦幌町教育委員会訓令第３号）第３条の規定に基づき、浦幌

町小中一貫ＣＳ委員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５月18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

５月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

浦幌町小中一貫ＣＳ委員会委員については、委員のうち浦幌学園及び上浦幌学園から選出される委員

が、先月開催された各学園小中一貫ＣＳ委員会で決定され、令和３年５月18日に委嘱したことから、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２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、浦幌町小中一貫ＣＳ委員会委員については、議案書に記載のとおり22人で、任期は、本年５月

18日から令和４年５月17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 報告が終わりました。質疑はありませんか。 

○杉山委員 大変学校や子どもたちに熱心な方ばかりで、人事に関して異論はないが、人数の関係もある

とは思うが保護者やＰＴＡの方が委員となられていない。こういった活動の理解というところでは、地

域学校協働本部という形で保護者の方が関わる機会もあるので、ほかの部分でもできていくものとは思

うが、保護者の意見も取り入れていくことも大事かと思うが、どのような形の中で選出されたのか教え

ていただきたい。 

○水野教育長 答弁願います。渡部総務係長。 

○渡部総務係長 ただ今のご質問にお答えいたします。浦幌町小中一貫ＣＳ委員会委員については、議案

の備考欄に役職が記載されている方については、その役職で選出させていただいている。なお、学識経

験者については、これまでの浦幌町小中一貫ＣＳ委員会の継続性の観点から昨年度から引続き委員とな

っていただいた方と、地域の実情に精通されている方ということで、浦幌学園小中一貫ＣＳ委員会及び

上浦幌学園小中一貫ＣＳ委員会の委員となられている方の中から選出させていただいている。 

○杉山委員 子どもを育てていくという部分で、子育てに関するところを皆で学んで確認し合おうという

ところが教育の日の始まりと認識しているが、そういったところでは、将来、委員に保護者が入れる余

地があるのであれば、浦幌学園の保護者の方が入っていないので、ご検討いただきたい。 

○水野教育長 熊谷教育次長。 

○熊谷教育次長 浦幌学園・上浦幌学園の各学園ＣＳ委員は、保護者が委員になられているということも

あるので、その中から出てきた意見を、浦幌町小中一貫ＣＳ委員会の委員に吸い上げていただきながら、

保護者の意見を取り入れて、事業を展開して進めていきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

○杉山委員 分かりました。 
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（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第22号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第23号 浦幌町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について（補欠） 

○水野教育長 日程第５ 報告第23号 浦幌町立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について（補欠）

を報告願います。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第23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23号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第24号 令和３年第３回町議会臨時会の結果について 

○水野教育長 日程第６ 報告第24号 令和３年第３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24号 令和３年第３回町議会臨時会の結果について。令和３年第３回町議会臨時

会の結果を次のように報告する。令和３年５月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第３回町議会臨時会は、５月17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、一般議案８件と発議１件でございました。 

また、行政報告は、町長から別紙のとおり「大雨等による被害について」外３件の行政報告がありま

した。 

なお、教育委員会に関係する議案は、スクールバス購入に伴う「財産の取得について」、及びアイスア

リーナ整氷車購入に伴う「財産の取得について」を提出いたしました。 

議案内容は、平成10年度に取得したスクールバスの更新と、平成６年度に取得したアイスアリーナの

整氷車を更新するもので、指名競争入札を４月28日に実施し、スクールバスの取得価格が22,550,000円、

アイスアリーナ整氷車の取得価格が26,562,800円の入札結果となりました。 
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これにより、財産の取得予定価格が７百万円以上であることから、「議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例」第３条により、議会の議決に付さなければならない財産の取得となる

ことから仮契約を行い、今回財産の取得について議会の議決を得たものです。契約の相手方及び納期に

つきましては、議案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24号を終わります。 

 

■日程第７ 議案第25号 浦幌町社会教育委員の委嘱について 

○水野教育長 日程第７ 議案第25号 浦幌町社会教育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25号 浦幌町社会教育委員の委嘱について。浦幌町社会教育委員設置条例（昭和

52年浦幌町条例第３号）第３条の規定に基づき、浦幌町社会教育委員を次の者に委嘱する。令和３年５

月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

本年５月31日をもって任期満了となる浦幌町社会教育委員に議案書に記載のとおり10人を委嘱する

もので、北原葉子氏が新任で、他９人が再任でございます。任期は、本年６月１日から令和５年５月31

日までの２年間でございます。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25号 浦幌町社会教育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。 

（「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25号 浦浦幌町社会教育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８ 議案第26号 浦幌町公民館運営審議会委員の委嘱について 

○水野教育長 日程第８ 議案第26号 浦幌町公民館運営審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26号 浦幌町公民館運営審議会委員の委嘱について。浦幌町公民館の設置及び管

理等に関する条例（昭和49年浦幌町条例第36号）第５条第３項の規定に基づき、浦幌町公民館運営審議

会委員を次の者に委嘱する。令和３年５月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

本年５月31日をもって任期満了となる浦幌町公民館運営審議会委員に議案書に記載のとおり20人を

委嘱するもで、北原葉子氏、棚橋 亨氏、出村幸枝氏の３人が新任で、他17人が再任でございます。任期

は、本年６月１日から令和５年５月31日までの２年間でございます。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26号 浦幌町公民館運営審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26号 浦幌町公民館運営審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。 

 

■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６月の行事予定は、議案書８ページから９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 ６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５回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後４時２０分 


