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令３年第６回定例教育委員会 

 

令和３年６月２４日（木曜日） 

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25号 諸般の報告 

日程第４ 報告第26号 令和３年第２回町議会定例会の結果について 

日程第５ 報告第27号 令和３年度準要保護児童生徒の認定等について 

日程第６ 報告第28号 令和２年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告について 

日程第７ 報告第29号 令和２年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者の事業報

告について 

その他  (１) 令和３年７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  出 口 文 代 

 

○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 

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６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。 

○杉山委員 はい。 

 

■日程第３ 報告第25号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第25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25号 諸般の報告。令和３年５月25日から令和３年６月23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６月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年５月25日から令和３年６月23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25号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第26号 令和３年第２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26号 令和３年第２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26号 令和３年第２回町議会定例会の結果について。令和３年第２回町議会定

例会の結果を次のように報告する。令和３年６月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第２回町議会定例会は、６月１日に招集され、会期を６月11日までの11日間とし、議事に入りまし

た。案件は、町長提出の報告２件、一般議案２件、補正予算７件、同意１件、追加議案２件、追加補

正予算１件、議会提出の発委３件、発議２件でございました。 

議案の報告及び一般議案については、教育委員会関係はありませんでした。 



- 3 - 

 

行政報告は、町長から別紙のとおり、新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」発令に伴う対応

について、外１件の行政報告がありました。 

補正予算は、一般会計ほか６特別会計で、一般会計は追加補正予算を合わせて、歳入歳出それぞれ

207,730千円を追加し、歳入歳出の総額を6,762,050千円としました。 

教育委員会関係補正予算は、総務係が負担金・補助及び交付金として、高等学校生徒遠距離通学費

補助金 259千円を追加。社会教育係が費用弁償として、社会教育委員費用弁償 13千円を追加。㈱栄進

土木興業様より今年の3月に1,000千円の指定寄附がありましたことから、消耗品費として各公民館会

議用椅子48脚、椅子収納台車８台の購入費 1,070千円を追加。修繕料として吉野公民館非常用設備修

繕 123千円を追加。社会体育係が修繕料として、浦幌パークゴルフ場センターハウス事務所水道配管

修繕 169千円を追加補正しました。 

また、一般質問は、４人から４項目について通告があり、教育委員会関係は伊藤議員から、別紙の

とおり「学校教育における保護者の役割、及び負担軽減」の項目から、1点目「PTAの役割についての

認識、及びPTA活動に対する支援について」。２点目「保護者に負担のないようなイベントの開催につ

いて」。３点目「学校ホームページの作成について」。４点目「義務教育費の完全無償化について」

の質問がありました。 

この質問に対し教育長は、１点目については、現在、本町には保護者と教職員で組織する「浦幌小

学校父母と先生の会」、「浦幌中学校ＰＴＡ」、「上浦幌学園ＰＴＡ」の３単位ＰＴＡ団体と、これ

ら単位ＰＴＡ団体をもって組織される「浦幌町ＰＴＡ連合会」があります。 

 単位ＰＴＡ団体では、学校及び家庭における教育の理解と振興、児童生徒の校外での生活の指導、そ

して地域における教育環境の改善などのための諸活動を行っており、ＰＴＡ連合会では、単位ＰＴＡ

団体の親睦と連絡連携による町内教育の振興のための活動を行っています。 

  これらの活動は、浦幌町教育振興基本計画で基本目標としている地域全体での協働や小中一貫教育

の推進など、地域総ぐるみで子どもたちに「生きる力」を育み、持続可能な地域社会の創生を目指す

うえで、非常に大きな役割を担っていると考えております。 

  また、ＰＴＡ活動に対する支援につきましては、「浦幌町ＰＴＡ連合会」に対し、活動奨励事業と

して、補助金を毎年度交付しており、町内教育の全体的振興強化のために活用いただいておりますと

答弁しました。 

  ２点目については、教育に関わる団体のイベントについては、それぞれの団体が、それぞれの開催

目的により、実施内容及び開催時期の検討を行っているものであり、教育委員会が各団体のイベント

に対し、指導する立場にはないことから、各団体の共催等を働きかける考えはありません。 

なお、教育委員会が保護者に参加を呼び掛けているイベントとしましては、浦幌町教育の日実践交

流会がありますが、昨年に引き続き、オンラインの活用も含め、保護者の負担軽減を図りつつ、効果

的に開催することができるよう検討を進めていきたいと考えていますと答弁しました。 

３点目については、インターネット等を活用し、保護者や町民の方々へ情報発信をすることは、非

常に有効な手段のひとつであり、とても重要なものと認識しております。 

  この度、町ホームページの更新が遅れていたことにつきまして改めて確認をさせていただいたとこ

ろ、ご指摘のありましたとおり、いくつか更新されていないページが存在していたことから、現在は、

最新情報への更新とリンク不具合等の改善を行いました。各学校においてのホームページの開設につ

きましては、直接各学校から情報が発信されるという点において、とても利便性のある手段と考えて



- 4 - 

 

おります。 

しかし、各学校において、ホームページを開設することは、教職員が日々更新作業を行うことや、

家庭におけるインターネットの閲覧環境によって、現行のプリント配布も同時に進行していかなけれ

ばならないこともあることから、教職員の業務量やホームページの運営管理方法など、学校側の状況

や要望を精査する必要があると考えます。 

いずれにしましても、学校におけるＩＣＴ環境の整備と活用は、今後も確実に進めていかなければ

ならないものと捉えておりますので、各学校と十分協議したうえで、ホームページの開設の必要性や

有効性について検討していきますと答弁しました。 

４点目については、現在、浦幌町内の小中学校においては、ご質問にありましたとおり、授業料や

教科書以外の副教材費及びＰＴＡ会費など、保護者にご負担いただいているところであります。 

子どもの教育環境や子育て世帯への支援等の政策につきましては、医療費や学校給食費の補助など

これまでも積極的に取り入れており、今後も継続的に子育て環境の充実に取り組んでいかなければな

らないものと考えております。 

義務教育費完全無償化の実施につきましては、義務教育に係る全ての経費を町が負担するという考

えはありませんが、今後、ＩＣＴ化が進む中で、副教材の在り方にも変化が予想されることから、時

代に応じた柔軟な対応に努め、保護者の過度な負担とならないよう指導してまいりますと答弁しまし

た。 

以上の内容で今議会は、６月11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。 

○背古委員 ３点目の学校のホームページの作成について、保護者としては、子どもが持ち帰ってきた

おたよりを拝見させていただいているが、ＣＳ委員にも案内が行っているのか。 

また、ホームページを見たいとなると、やはり、学校現場の先生の負担軽減が盛んに言われている

ので、先生には子ども達に向き合っていただくことに一生懸命取り組んでいただきたい。おたよりを

作っていただいているだけでも十分だと思うが、ホームページで発信する場合は、先生が発信してい

くのか、それとも教育委員会の職員が発信するのか、教育委員会の立場としてはどのように考えてい

るのか教えていただきたい。 

○熊谷教育次長 各学校で発行している学校だよりについては、毎月、行政区回覧で町民の方に閲覧し

ていただいている状況であるので、ＣＳ委員についても町民であれば目にしているものと考えている。 

  学校のホームページについては、仮に学校のホームページが開設された場合は、各学校がホームペ

ージを更新していくことになろうかと思う。そうなると学校の先生の業務が増加していくことが考え

られるので、ホームページの開設にあたっては、学校と十分に協議して、検討していかなければなら

ないと考えている。 

○背古委員 仮にホームページを学校側が更新していく場合は、ホームページで目に触れる機会も増え

ると思うが、行事もとにかく多いので、ホームページを常に更新していかなければならないとなると、

逆に更新されてない場合に、なぜ更新されていないのかという声も出てくると思う。そうなると学校

の先生の負担も増えると思うので、学校のペースで配信しているお便りで十分でないかと思っている。 

  また、子どもの個人情報の関係もあるので、写真等をホームページで出すことによって、支障があ

ることもあると思うので、お便りであれば町民だけの目に触れるものであるが、インターネットとな

ると広く世の中に発信されてしまうということで、個人情報の観点も含めて検討していただければと
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思うのでよろしくお願いしたい。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○杉山委員 正直、教育委員会のホームページを見たことないが、今回、更新が遅れた関係で、教育委

員会としてどのような情報をホームページの中で発信しているのか教えていただきたい。 

○熊谷教育次長 教育委員会のホームページについては、各係が担当している情報を提供している。 

例えば、総務係であれば就学費補助の関係、学校教育係であれば、各学校の行事や学力テストの結

果、給食センターであれば、給食だよりいわゆる毎月の献立、社会教育・社会体育係であれば、各事

業の案内等をホームページに掲載している。 

○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26号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第27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５ 報告第27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27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６月24日

提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．申請件数６件、３世帯。２．認定件数６件、３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６件、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．認定児童生徒数は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 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27号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第28号 令和２年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告について 

○水野教育長 日程第６ 報告第28号 令和２年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告につ

いてを報告願います。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第28号 令和２年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告について。浦

幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年浦幌町条例第24号）第10条の規

定に基づき、令和２年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者事業報告書が提出されたので別冊のとお

り報告する。令和３年６月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

浦幌パークゴルフ場他３施設につきまして、札内緑地株式会社より令和２年度事業報告書の提出が

ありましたので、その概要について報告いたします。 

資料１をご覧願います。管理業務の実施状況ですが、新型コロナウイルス感染症対策により５月16
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日の開場から11月３日の閉場まで営業し、令和３年３月31日まで管理しました。 

１ページの利用状況ですが、開場日数165日は、前年度比10日の減、雨天等閉場日数７日は、前年度

比７日の減、利用人数合計9,252人は、前年度比978人の減、用具貸出、時間別利用人数、団体利用に

つきましては記載のとおりでございます。なお、利用拒否等の件数及び事故等の報告はともにありま

せんでした。 

いずれも利用状況等の減の主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであります。 

利用料金の収入実績ですが、利用料金合計242,300円は、前年度比60,300円の減、用具貸出料金合計

6,680円は、前年度比6,440円の減、収入実績総合計248,980円は、前年度比66,740円の減でございまし

た。 

次に２ページの管理経費の収支決算状況ですが、はじめに収入、委託料の指定管理委託料

15,227,200円は、前年度比326,640円の増、利用料の利用料金248,980円は、前年度比66,740円の減、

雑収入31,520円は、前年度比43,050円の減、収入合計は15,507,700円で、前年度比216,850円の増でご

ざいます。 

次に支出ですが、直接人件費8,317,830円は、前年度比19,016円の減、福利厚生費1,488,747円は、

前年度比65,925円の減、物件費3,020,560円は、前年度比1,300,745円の減、以上の直接業務費

12,827,137円は、前年度比1,385,686円の減、一般管理費1,522,782円は、前年度比340,061円の増、以

上の支出合計14,349,919円は、前年度比1,045,625円の減で、収入から支出を差し引いた額は

1,157,781円の増でございました。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28号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第29号 令和２年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者

の事業報告について 

○水野教育長 日程第７ 報告第29号 令和２年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管

理者の事業報告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 報告第29号 令和２年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者の事

業報告について。浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年浦幌町条例

第24号）第10条の規定に基づき、令和２年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者

事業報告書が提出されたので別冊のとおり報告する。令和３年６月24日提出。浦幌町教育委員会教育

長。 

浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設につきまして、札内緑地株式会社より令和２年度事業報

告書の提出がありましたので、その概要について報告いたします。 

管理業務の実施状況ですが、総合スポーツセンターは、令和２年４月１日から令和３年３月31日ま

で管理及び営業を行いました。スイミングプールは、令和２年４月１日から令和３年３月31日まで管

理業務を行い、このうち営業は６月20日から９月19日まで行いました。健康公園は、令和２年４月１

日から令和３年３月31日まで管理業務を行いました。 

資料２の10ページをご覧願います。利用状況ですが、総合スポーツセンターの開館日数274日は、前

年度比16日の減、うち臨時開館日数0日は、前年度比１0日の減、利用人数合計27,203人は、前年度比
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20,176人の減でございます。使用の制限の実績及び事故等の発生はありませんが、令和２年４月20日

から５月25日までの間、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため臨時閉館いたしました。 

資料２の12ページをご覧願います。スイミングプールについては、開館日数79日は、前年度比２日

の減、うち臨時開館日数0日は、前年度比２日の減、利用人数合計3,461人は、前年度比2,155人の減で

ございます。使用の制限の実績及び事故等の報告はともにありませんでした。 

資料２の14ページをご覧願います。健康公園については、利用人数合計4,413人は、前年度比1,711

人の減でございます。使用の制限の実績及び事故等の報告はともにありませんでした。 

いずれも利用状況等の減の主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであります。 

次に資料２の1、2ページをご覧願います。管理経費の収支状況ですが、はじめに収入、委託料の指

定管理委託料47,175,010円は、前年度比1,876,170円の増、利用料金のうち総合スポーツセンターは利

用料金収入732,600円、貸切利用料83,413円、スイミングプールは147,600円、健康公園は38,000円で

合計の前年度比は430,419円の減、自主事業費0円は、前年度比53,600円の減、雑収入0円は、前年度比

391,390円の減で、収入合計48,176,623円は、前年度比1,000,761円の増でございます。 

次に支出は、人件費の総合スポーツセンター12,554,200円は、前年度比605,238円の増、スイミング

プール3,113,750円は、前年度比54,249円の減、健康公園3,074,000円は、前年度比27,219円の増、人

件費合計18,741,950円は、前年度比578,208円の増でございます。 

福利厚生費の総合スポーツセンター1,792,136円は、前年度比110,718円の増、スイミングプール

108,346円は、前年度比19,875円の増、健康公園368,015円は、前年度比76,442円の増で、福利厚生費

合計2,268,497円は、前年度比207,035円の増でございます。 

続いて、物件費23,586,280円は、前年度比1,342,564円の減、修繕費429,632円は、前年度比295,134

円の増、一般管理費2,777,907円は、前年度比806,033円の減、以上の支出合計47,804,266円は、前年

度比1,068,220円の減で、収入から支出を差し引いた額は372,357円の増でございました。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29号を終わります。 

 

■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７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 ７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 スクールサポートスタッフの関係で、予算の面でも厳しくなってきているのかとは思うが、

現在、週に２日程度サポートされているという話を学校の先生から聞いた。昨年、浦幌地区の学校に

何人のスタッフがいたかはわからないが、上浦幌地区では、小学校に１名、中学校に２名いたと思う

が、現在のスタッフの現状をお聞かせいただきたいのと、今後、どのような形になっていくのか方向

性があれば教えていただきたい。 

今、コロナウイルス感染症によって大変なところであるが、先生が放課後の清掃をされているとい

うことで、スクールサポートスタッフがいたときは、かなりの部分をやっていただいたと思うので、
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今後について聞かせていただきたい。 

○熊谷教育次長 スクールサポートスタッフについては、道教委の事業であることから、各学校でスク

ールサポートスタッフを必要とする場合に町を経由して、道教委に申請をして配置していただいてい

る。浦幌地区では、今年度、スクールサポートスタッフを申請したいという希望がなかったので配置

されていない。上浦幌地区のスクールサポートスタッフについては、上浦幌中学校に１名配置されて

いるが、これは、上浦幌中学校からスクールサポートスタッフの申請があったことから配置されてい

るものである。 

今後については、道教委は、去年・今年と事業を継続しているが、来年度の継続の有無は現段階で

は、はっきりと申し上げることはできない。新型コロナウイルスについては、ワクチンの予防接種が

進んでおり、ある程度の終息はされてくるとは思うが、来年度、完全に終息することは考えにくいの

で、来年度も継続されるのではないかと考えている。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○背古委員 支援員とスクールサポートスタッフの違いがわからないので教えていただきたい。 

○熊谷教育次長 支援員は、支援を必要とする子ども達に対してサポートしている。スクールサポート

スタッフは、あくまでも新型コロナウイルス感染症の関係で学校の施設の消毒等、学校の側面を支援

しているものである。 

○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、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６回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後４時３５分 

 


