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令和３年第７回定例教育委員会 

 

令和３年７月２８日（水曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ４時２５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30号 諸般の報告 

日程第４ 報告第31号 令和２年度浦幌町情報公開条例の運用状況について 

日程第５ 報告第32号 令和２年度浦幌町個人情報保護条例の運用状況について 

日程第６ 報告第33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34号 令和３年度特別支援教育就学奨励児童生徒の認定について 

日程第８ 議案第27号 外国語指導助手(ＡＬＴ)の採用について 

日程第９ 議案第28号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部改正について 

その他  (１) 令和３年８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 

参事（中央公民館長）               高 橋   慎 

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 

社会体育係長                   伊 藤 敏 寛 

図書館係長                    松 岡 幹 雄 

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７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。 

○出口委員 はい。 

 

■日程第３ 報告第30号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第30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30号 諸般の報告。令和３年６月24日から令和３年７月27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７月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年６月24日から令和３年７月27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30号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第31号 令和２年度浦幌町情報公開条例の運用状況について 

○水野教育長 日程第４ 報告第31号 令和２年度浦幌町情報公開条例の運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31号 令和２年度浦幌町情報公開条例の運用状況について。令和２年度の浦幌

町教育委員会における浦幌町情報公開条例の運用状況を次のように報告する。令和３年７月28日提出。

浦幌町教育委員会教育長。 

町長は、浦幌町情報公開条例第27条の規定に基づき、教育委員会など各実施機関の公文書開示の状

況を取りまとめ、広報紙等を通じて公表することになっております。令和２年度における教育委員会

の事務に係る開示請求は１件もありませんでした。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31号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第32号 令和２年度浦幌町個人情報保護条例の運用状況について 

○水野教育長 日程第５ 報告第32号 令和２年度浦幌町個人情報保護条例の運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32号 令和２年度浦幌町個人情報保護条例の運用状況について。令和２年度の

浦幌町教育委員会における浦幌町個人情報保護条例の運用状況を次のように報告する。令和３年７月

28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

町長は、浦幌町個人情報保護条例第43条の規定に基づき、教育委員会など各実施機関の個人情報の

運用状況を取りまとめ、広報紙等を通じて公表することになっておりますが、令和２年度における教

育委員会の事務に係る開示請求等は１件もありませんでした。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32号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第33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33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33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７月28日

提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．申請件数は０件で、収入確定に伴う再認定です。２．認定件数１件、１世帯。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、この該当は「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 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33号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第34号 令和３年度特別支援教育就学奨励児童生徒の認定について 

○水野教育長 日程第７ 報告第34号 令和３年度特別支援教育就学奨励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34号 令和３年度特別支援教育就学奨励児童生徒の認定について。令和３年度

特別支援教育就学奨励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７月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 
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記 １.申請件数は、11件、11世帯。２.認定件数は、11件、11世帯。３.認定事由は、特別支援学校

への就学奨励に関する法律に基づき算定した世帯全員の収入額と需要額の割合が、特別支援学校への

就学奨励に関する法律施行令第２条第１号該当の第１区分認定者は1.5倍未満で７件、同施行令第２条

第２号該当の第２区分認定者は1.5倍以上2.5倍未満で２件、同施行令第２条第３号該当の第３区分認

定者は2.5倍以上で２件でございます。４.認定年月日につきましては、令和３年４月１日でございま

す。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 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34号を終わります。 

 

■日程第８ 議案第27号 外国語指導助手（ＡＬＴ）の採用について 

○水野教育長 日程第８ 議案第27号 外国語指導助手（ＡＬＴ）の採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27号 外国語指導助手（ＡＬＴ）の採用について。令和３年８月２日付けをも

って特例再任用の期間満了となる外国語指導助手（ＡＬＴ）について、引き続き浦幌町会計年度任用

職員として次の者を採用する。令和３年７月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

１．内定者氏名等 ＣＯＬＥＴＴＥ・ＩＳＡＢＥＬ・ＥＮＧＬＩＳＨ（コレット・イザベル・イン

グリッシュ）。国籍：アメリカ合衆国。性別：女性。生年月日は記載のとおりでございます。 

２．契約予定期間 令和３年８月３日から令和３年９月30日まで。３．その他 （１）採用者は

「語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）」による特例再任用の期間満了（６年間）

に伴い、浦幌町会計年度任用職員として採用する。（２）外国語指導助手の職務として、引き続き各

小中学校の外国語授業の補助等を行う。 

  現在のＡＬＴについては、令和３年８月２日に「語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプロ

グラム）」の任用期間が満了となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新規ＡＬＴの

来日が未だ確定しないため、当該ＡＬＴと協議を行った結果、９月末日まで引き続き浦幌町会計年度

任用職員として勤務することの了解を得たことから、コレット・イザベル・イングリッシュの採用に

ついて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。 

○背古委員 私も娘が小学校と中学校にいて、非常にコレットさんの授業を楽しく受けさせていただい

ているので、再任用の案ということで提出していただいて非常に期待しているところであるが、今後、

９月30日までの任期ということで、その後の展望についてお聞きしたい。もし、見つからないという

場合は、０人ということもあり得るのか。また、長期的にどのように考えているのか教えていただき

たい。 

○原口次長補佐 ただいまの質問にお答えします。まず、コレットについては、アメリカに戻ってから

の進路が決まっているので、最大いつまでいていただけるか話し合いをした結果、９月末までであれ

ば浦幌町に残れるということで、９月30日までの任期とさせていただいた。 

去年から情報が流動的となっているので確定といえるものではないが、９月12日から12月中頃まで

の間で５回に分けてＪＥＴプラグラムで入国をさせるという話を進めているようである。今の時点で

情報が入っていないので９月初めは難しいと考えているが、９月に入国する方のリストも送られてき
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ていない状況である。外国青年招致事業を実施している団体に確認したところでは、昨年度から入っ

てきていない２年間分の招致外国人は、この５回で入国させる予定であると聞いているので、このＪ

ＴＥプログラムで入国する方を待つという状況となる。一度手を挙げてしまうと下ろすことができな

いルールであるので待つしかないが、万が一、今年度もこれから感染拡大となって、今回も入国が流

れた場合は、どこかのタイミングで調査が入ると思う。あとは、このまま入ってこないということで

あれば、ＪＥＴプラグラムを保留にして、町内又は管内で英語を教えていただける方を探すか、民間

企業でも全国な組織で同じような事業をしているところがあるので委託するなど、選択肢としてはい

くつかある。ただ、ここまで待っているのは、浦幌に来る方が２名決まっているので、手を下ろすと

その方たちが困ってしまうということもあると思うので入国を待っている。ただこれ以上長引くとい

うことであれば学校も影響が出てくると思うので、万が一、12月までに来なかった場合は、次の段階

として考えていかなければならないと考えている。 

○背古委員 民間企業に頼む場合は、ＡＬＴ自体が外国人でなければならないということではなくて、

外国語を話せる日本人でもいいのか。 

○原口次長補佐 民間企業も、国内に住んでいる外国人と聞いている。例えば、ＪＥＴプログラムで来

ている外国人の方が日本にそのまま就職したり、塾の講師をしたりということで残る方もいるので、

そういった方が再就職して派遣されると聞いている。 

民間企業ではなくて個人と契約する場合は、本場の英語と触れることが目的なので、国籍は関係な

いと考えている。 

○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、議案第27号 外国語指導助手（ALT）の採用については、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27号 外国語指導助手（ALT）の採用については、

原案のとおり可決されました。 

 

■日程第９ 議案第28号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部改正に

ついて 

○水野教育長 日程第８ 議案第28号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部改

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28号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部改正につい

て。浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例施行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７月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

 次のページの浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則

については、13ページの説明資料により説明いたします。 

１の改正の趣旨ですが、浦幌町認定こども園の給食運営業務が実施されることに伴い、浦幌町立学

校給食センターが給食を提供する対象者から幼児等を削除するため、浦幌町立学校給食センター設置

及び管理条例施行規則（昭和59年浦幌町教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正するもので
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す。 

２の改正の内容ですが、①の帳簿（第11条関係）については、給食の運行状況変更により給食セン

ター勤務日誌の一部の運行コースを削除するものです。②の給食の対象（第14条関係）については、

給食を実施する対象の浦幌町立幼稚園及びへき地保育園の幼児等は、認定こども園の給食運営業務が

実施されるため関係する各号を削除するものです。③の給食費の額及び徴収方法（第15条関係）につ

いては、別表４の給食の対象の削除に関連し、幼児及び勤務する職員の給食費を削除するものです。

④の納入方法（第16条関係）については、給食費の額及び徴収方法の削除に関連し、各項及び各号の

繰り上げをするものです。 

３の施行期日については、令和３年８月１日から施行するものです。なお、新旧対照表については

14ページから17ページに記載のとおりですのでご参照願います。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28号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条例施行規則の一部改

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28号 浦幌町立学校給食センター設置及び管理条

例施行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。 

 

■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８月の行事予定は、議案書18ページから19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 ８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 これまで、私たちも校務支援システムや子どもたちのプログラミング教育について勉強を

させていただいたが、参観日等に行くことができなくて授業の様子等を見ることができない。実際に

先生たちが使ってみた感想というか先生たちの負担が軽減されたといった話等を聞いていれば、タブ

レットを使った授業についても含めて、教えていただきたい。 

○原口次長補佐 ただいまの質問にお答えします。コンピューター自体は２月くらいに納品されており、

接続や設定が完了して、実際に使い始めたのが４月からである。それによって飛躍的に変化があった

という話は聞いていないが、逆にコンピューターの導入によって困っているという話も聞いていない。

先生から個別に連絡をいただいている部分では、こういうことをやってみたい・こうしてみたいとい

う前向きな相談が多いので、意欲的に活用していっていただけていると思っている。今回、このよう

な話をいただいたので、どこかの機会でどのような状況か話を聞いてみたいと思う。 

  また、校務支援システムも４月から使い始めているが、校務支援システムには、メニューが多くあ

ることから、できる範囲で使ってほしいと伝えている。校務支援システムについても、使用すること

によってストレスがあるといった話も聞いていないので、少しずつ幅を広げて使っていっていただい

ているものと考えているが、こちらもある程度期間が経過したときに情報収集をしていきたい。 

○杉山委員 分かりました。 
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○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７回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後４時２５分 


