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令和３年第９回定例教育委員会 

 

令和３年９月２９日（水曜日） 

開会 午後 ４時１０分 

閉会 午後 ５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38号 諸般の報告 

日程第４ 報告第39号 令和３年度定例監査の結果について 

日程第５ 報告第40号 令和３年第３回町議会定例会の結果について 

日程第６ 報告第41号 令和３年度全国学力・学習状況調査結果について 

日程第７ 報告第42号 教育委員会事務局職員等の人事異動について 

日程第８ 議案第30号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係規則の一部を改正する

教育委員会規則の制定について 

日程第９ 議案第31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10 議案第32号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係訓令の一部を改正する

教育委員会訓令の制定について 

日程第11 議案第33号 令和３年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価（令和２年度分）報告書について 

その他  (１) 令和３年10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（給食センター所長）         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 

社会教育係長                   佐 藤 貴 史 

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９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38号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第38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38号 諸般の報告。令和３年８月26日から令和３年９月28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９月29日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年８月26日から令和３年９月28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。 

○杉山委員 図書館・博物館協議会について、評価報告書の中でも年間を通して様々な行事をされてい

て、町民の方達にとってもとても良い学びの場を提供していただいていると思っておりますが、協議

会の中では、どのようなことを協議しているのか教えていただきたい。 

○松岡図書館係長 図書館としての議題としましては、行事の中間報告と図書館まつりが10月16日に開

催しますので、そちらの議案の報告となっております。 

○持田博物館係長 博物館につきましては、現在、博物館は法律上の博物館となっておりませんので、

今後、博物館法に基づく登録博物館化に向けて、審議を進めており、協議会にお諮りしております。 

○杉山委員 博物館法とは、どのようなものになるのでしょうか。 

○持田博物館係長 我が国の博物館は、社会教育法の下に博物館法という法律があって、本来であれば

公立博物館は、北海道教育委員会が所管している博物館原簿に搭載を行うことによって、法律上の博

物館として認められることになっております。この登録博物館は、各庁の教育委員会所管の博物館で

あって、教育委員会以外所管の博物館にあっては、北海道教育委員会に申請して登録博物館に相当す



- 3 - 

 

る施設として認可を得ることとなっております。これ以外にも博物館としての登録を行っていないの

ですが、類似の活動を行っている施設がありまして、これを通称で、博物館類似施設と呼んでおりま

す。当館は全身の浦幌町共同博物館時代は、登録博物館でしたけれども、現在の館になってからは、

登録を解除したまま推移していましたので、今後、法律上の博物館とすることで準備を進めていると

ころです。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○背古委員 図書館・博物館に関連して、以前、Wi-Fi環境が途中で切れてしまったりしていて、現在、

町外から協力隊や若い方がどんどん入ってきていて、町外から来てここに住むと浦幌町の郷土のこと

なども勉強してほしいということありますし、ここで、仕事をしながら浦幌のことも学べたら良いと

思っておりますが、奥の方のスペースまでネット環境が届かなくて、いつかお話しようと思っていま

したが、それが解消されたと聞いたので、そこに関して詳しく教えていただきたい。 

○松岡図書館係長 Wi-Fiを新しく整備していて、それは、図書館だけではなく、博物館で予算を確保し

て、博物館の展示室のWi-Fi環境の整備に合わせて、図書館も実施しました。 

○背古委員 図書館の奥の方もWi-Fiが届くということでよろしいでしょうか。 

○松岡図書館係長 そのとおりです。  

○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38号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第39号 令和３年度定例監査の結果について 

○水野教育長 日程第４ 報告第39号 令和３年度定例監査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39号 令和３年度定例監査の結果について。地方自治法（昭和22年法律第67号）

第199条第４項及び浦幌町監査委員条例（平成12年浦幌町条例第41号）第５条の規定に基づく令和３年

度定例監査が実施されたので、教育委員会関係分の結果を別紙のとおり報告する。令和３年９月29日

提出。浦幌町教育委員会教育長。 

次のページをご覧願います。定例監査は、６月22日から８月18日までの間行われ、監査委員から監

査の結果と所見の報告がありました。 

議案書４ページの（１）各課共通事項の、①支出負担行為一覧表、②公有財産台帳の整備状況、議

案書５ページの④情報通信処理機器の保守実施状況の説明は省略させていただきます。議案書４ペー

ジから５ページの③徴収金及び債権の収納管理及び徴収事務処理の状況の教育委員会関係は、教育委

員会所管施設使用料等の徴収金についての未納は発生していなく、事務処理は概ね適正に処理されて

いると認めるとの所見がありました。また、議案書５ページから６ページの⑤指定管理者制度導入施

設の管理運営状況の、「うらほろパークゴルフ場」と「スポーツセンター及び周辺施設」については、

議案書に記載のとおりで、各施設の利用料金の徴収は概ね適正に管理されていると認めるとの所見が

ありました。 

７ページから８ページ（２）教育委員会関係の、①教職員研修調査費補助金及び学校管理職研究研

修事業交付金実績と、②学校教育推進事業奨励費交付金及び学校経営教育実践研究事業交付金実績に

ついては、議案書に記載のとおりで、事務処理は、概ね適正に執行されていると認めるとの所見があ

りました。８ページの下段の③公民館監査は、議案書に記載のとおり、各公民館の備え付け書類等に
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ついては、いずれも適正且つ的確に整理されていることが認められました。以上で定例監査の結果報

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39号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第40号 令和３年第３回町議会定例会の結果について 

○水野教育長 日程第５ 報告第40号 令和３年第３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40号 令和３年第３回町議会定例会の結果について。令和３年第３回町議会定

例会の結果を次のように報告する。令和３年９月29日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第３回町議会定例会は、９月１日に招集され、会期を９月13日までの13日間とし議事に入りました。 

議案は、町長提出の報告２件、承認３件、一般議案７件、補正予算７件、令和２年度決算認定９件

のほか、追加議案１件、議会提出の発委５件と発議２件でございました。 

行政報告は、町長関係３件で、別紙の令和３年第３回浦幌町議会定例会資料の１ページから６ペー

ジのとおり、「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業の実施について」、「北海道における

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」、「北海道糖業株式会社本別

製糖所の砂糖生産終了について」で、内容は記載のとおりですので説明は省略させていただきます。

一般議案の７件については、教育委員会関係はありませんでした。 

また、追加議案につきましては、「過疎地域自立促進特別措置法」が令和３年３月31日で法期限を

迎えたことから、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、令和３年４月１日

から施行されたことにより、浦幌町は引き続き過疎地域の指定を受けたため、令和３年度から令和７

年度までの「浦幌町過疎地域持続的発展市町村計画」を新たに策定し、その計画が可決されました。 

補正予算は、一般会計ほか６特別会計で、一般会計は、歳入歳出それぞれ146,591千円を追加し、歳

入歳出の総額を6,913,461千円としました。 

教育費関係補正予算は議案書９ページから10ページのとおりで、歳入・歳出の学校教育係関係は、

平成11年度に購入したスクールバスの更新購入について、事業費及び装備品の確定に伴い、起債額の

追加と基金繰入金及び備品購入費の減額補正。 

スクールバスの迂回場所となっている恩根内会館の駐車場整備として、ひび割れしている舗装面等

の撤去及び砂利敷きに伴う工事請負費を追加しました。 

歳出の社会教育係は、文化祭中止による関係経費の更正減。学校給食センターは、6月に採用した会

計年度任用職員（調理員）の費用弁償（通勤費）を追加しました。 

次に、一般質問は３人の議員から４項目について通告がありました。教育委員会関係は河内議員よ

り、別紙の令和３年第３回浦幌町議会定例会資料８ページ中段に記載のとおり「デルタ株から子ども

達を守る対策について」の項目から、１点目は「予防・対応策について、国・道等からの指導助言は

あるのかについて」、２点目は「町独自の予防・対応策について」の質問がありました。 

この質問に対し、別紙資料９ページの答弁書のとおり、1点目は、文部科学省が示す「学校における

新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき、教育委員会の役割や学校の役割、

家庭との連携、校内における感染症対策を実施している。 
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内容としては、連絡体制の整備や、検温等による健康状態の確認、給食時間や休み時間の過ごし方、

登下校時の行動など、児童生徒への指導も含め、感染防止に向け日々取り組んでいる。 

２点目は、国の「学校保健特別対策事業費補助金」を活用し、感染予防や換気対策、熱中症対策と

して、パーテーションや扇風機等の備品を購入している。また、「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金」を活用し、保健室等への空調設備の設置や、各教室の未設置箇所への網戸取り付

けを実施し、コロナ禍においての学習環境整備を行っている。 

現在、町内小中学生の感染者は発生していないが、今後感染が確認された場合においても、文部科

学省のマニュアル等に沿って迅速に対応できるように、学校や北海道教育委員会等と連携を密にしな

がら、変異株への対応も含め、常に危機感をもって準備に努めていくと答弁しました。 

令和２年度一般会計ほか８特別会計歳入歳出決算については、原案のとおり認定いただきました。 

 以上の内容で今議会は、９月13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 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40号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第41号 令和３年度全国学力・学習状況調査結果について 

○水野教育長 日程第６ 報告第41号 令和３年度全国学力・学習状況調査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41号 令和３年度全国学力・学習状況調査結果について。令和３年度全国学

力・学習状況調査結果を次のように報告する。令和３年９月29日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

５月27日、町内の全小・中学校の小学校６年生と中学校３年生を対象として行いました教科に関す

る調査（小学校：国語、算数・中学校：国語、数学）と生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査結

果の概要を報告いたします。 

本町で調査対象となったのは、小学校６年生２校２学級37人、中学校３年生２校２学級24人でござ

います。今回、本町教育委員会に公表されましたのは、全国、全道及び浦幌町の結果と学校ごとの結

果で、各学校には全国、全道、当該学校及び児童生徒個人の結果が伝えられております。 

13ページの「全国学力・学習状況調査の結果（平均正答率）」の推移をご覧ください。 

本町全体の教科に関する調査結果は、小学校６年生の国語では、令和３年度全国平均正答率64.7％、

北海道平均正答率63.0％に対して浦幌町平均正答率70.0％。算数では、全国平均正答率70.2％、北海

道平均正答率67.0％に対して浦幌町平均正答率69.0％で、国語は全国・全道平均を上回り、算数は全

道平均を上回りました。 

中学校３年生の国語では、令和３年度全国平均正答率64.6％、北海道平均正答率65.0％に対して浦

幌町平均正答率59.0％。数学では、全国平均正答率57.2％、北海道平均正答率56.0％に対して浦幌町

平均正答率54.0％で、いずれの教科も全国平均、全道平均を下回りました。 

次に質問紙調査の結果につきましては、議案書12ページの６調査結果の②に、主な質問紙の調査結

果を載せておりますので、ご覧ください。 

児童生徒質問紙の１日当たり１時間以上勉強する児童生徒の割合は、小学校では、令和３年度全国

が62.5％、北海道が58.3％に対して浦幌町は43.2％、前々年度比12.1ポイントの減。中学校では、令

和３年度全国が75.9％、北海道が71.9％に対して浦幌町は79.2％、前々年度比17.2ポイントの増とな
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っており、中学校では、全国、全道の割合を上回りました。 

次に、週に１回以上新聞を読んでいる児童生徒の割合は、小学校では、令和３年度全国が14.8％、

北海道が15.0％に対して浦幌町は13.5％。中学校では、令和３年度全国が10.4％、北海道が11.8％に

対して浦幌町は29.1％と、中学校では全国、全道の割合を上回りました。 

近隣の小中学校と、教育課程の接続や教科に関する共通の目標設定など、教育課程に関する共通の

取組を行った割合は、小学校では、令和３年度全国が59.1％、北海道が63.0％に対して浦幌町は

50.0％。中学校では、令和３年度全国が65.0％、北海道が70.0％に対して浦幌町は100.0％で、中学校

では全国、全道の割合を上回りました。 

国が定めた「全国学力・学習状況調査に関する実施要領」で、教育委員会や学校が保護者や地域住

民に対して説明責任を果たすことが重要であると明記されていることから、都道府県教育委員会では、

平成26年度から、域内の市町村教育委員会の同意を得た場合に、当該市町村名又は当該市町村教育委

員会が設置管理する学校名を明らかにした公表を行うことができるとされました。 

北海道教育委員会では、この実施要領に基づき一層きめ細かく分かりやすい調査結果を示す観点か

ら、市町村教育委員会の同意を前提として、12月を目処に公表を予定している令和３年度全国学力・

学習状況調査「北海道版結果報告書」に、教科の領域別にレーダーチャート等で作成した市町村の結

果を掲載し、公表することになっており、同意することについては、教育長決定しましたことをご報

告いたします。 

○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 調査の方法について、週に１回新聞を読んでいるかということですが、神社でも広告を出

したりチラシを出したりするのですが、子ども達の親がほぼ新聞を取っていない状況が多くて、親と

一緒に住んでいれば、新聞を取っていたりはしますが、核家族といいますかそういう場合はあまり新

聞を取っておらず、スマホ等で情報収集をしてしまっているので、地域の状況としてかちまいとかも

あまりとっていないというのを聞きます。この調査の仕方というのは、例えば、中学生でいえばスマ

ホを持っていて、新聞の情報も親が入っていれば新聞を読める状況ですが、紙媒体というか新聞の調

査をしているのかネットを含めての調査なのか気になったので教えていただきたい。 

○原口次長補佐 ただいまの質問についてお答えします。どちらを区分してという確認はしておりませ

んが、調査自体はこのように新聞を読んでいるかという設問になっておりまして、集約している部分

はあるが、週１回など、項目が分かれていてどれくらい読んでいるかという項目になっています。こ

れは、アンケート調査のようになっていて、生徒にたくさんの質問の中で書いていただくので、補足

の説明がなければ、答えている子ども達の解釈に委ねられている部分はあると思います。特に中学生

であれば、スマホであっても新聞であることは変わりないので、紙面よりも幅広く見る可能性がでて

くるので、そういったことで回答している可能性はあると思います。いずれにしましても、設問の中

では、紙面や電子という区分けはなかったと認識しています。 

○背古委員 新聞紙という感覚が薄れてしまうのが今後の流れだと思いますが、スマホで情報を得ると

いうのも大事なことだと思いますから、その辺も考慮して調査していただければと思います。 

○原口次長補佐 ただいまのご意見に対してお答えします。調査は、文部科学省が行っております。委

員がおっしゃられたように、今後、紙面よりタブレットやスマホのウエイトが増えてくるかと思いま

す。質問紙の回答にあたる部分であったり、質問に答えるということよりも、まず、新聞を読むとい

うことが第一だと思いますので、学校の方にも新聞を読むにもいろいろな方法があるということで、
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伝え方であったり、回答の部分もある程度、正確に誤解のないように指導していただくよう伝えてい

きたいと思います。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○関井委員 調査内容の中で、近隣の小中学校と、教育課程の接続や教科に関する共通の目標設定など、

教育課程に関する共通の取組を行った割合とありますが、具体的にどういったことを指しているので

しょうか。 

○水野教育長 これは、小中連携の中で各教科がそれぞれどのように接続されるのか、総合的な学習の

中で、小学校はどのような総合的学習をしているのか、それがどのように中学校に活かされるのかと

いう小中学校の先生方が共通の認識に立っているのかということになります。 

○関井委員 浦幌町の小学校が50％で中学校が100％となる差はどういったことなのでしょうか。 

○水野教育長 これは、教育委員会を通らないで出しているものですから、新しく来られた先生方が各

学園で小中一貫の９年間の学びをしているということを、まだ十分に理解せずに小学校の先生が共通

していないということで出したのではないかと判断しています。実際には、小中学校で総合的な学習

を含めて年間の学びを共通認識に立った中で組んでいるので、本当であれば小学校も中学校も100％に

なるのが正しい答えであろうと考えております。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○杉山委員 １日１時間以上勉強する割合と教科毎の点数について、中学校では、平成30年度と平成31

年度と１時間以上勉強する子の割合が増えてきている。しかしながら点数は取れていませんが、日々

の努力をしているということはわかります。小学校は、勉強する時間が短くなっているのに全国平均

や全道平均を上回っている。そういうところで教育委員会や学校がこの結果を見たときにどの辺の数

字を大事に捉えているのかをお聞きしたい。私としては、中学校の子ども達は、点数は取れなかった

けれども毎日家庭で頑張っているという姿が見えればいいのかなと思ってこの数字を見ていました。 

○熊谷教育次長 学力調査の結果、小学校の質問紙の中では１日当たり１時間以上勉強する割合が43％

でありながら、小学校の学力を見ると全国・全道平均を上回っている結果が出ている。逆に中学校は、

１日当たり１時間以上勉強する割合が79％という数字が出ているのにも関わらず、結果は、全道・全

国の数字を下回っているということで、考えにくい結果が出ている内容となっております。しかしな

がら、中学校の方は、全道・全国平均を下回ってしまいましたけれども、確かに委員がおっしゃられ

るように１日１時間以上勉強しているという生徒が約８割いるということにつきましては、浦幌町の

児童生徒におかれましては、学習意欲があるという風に教育委員会は判断しております。 

○杉山委員 毎年この表を見させていただいているが、どの辺のところを大事にされていて、これから

活かしていこうかということで聞かせていただきました。 

○水野教育長 学力テストの中身が変わってきています。昔の学力テストというのは、知識の量を問う

テストであったが、今は、知識だけでは解けない。いろいろなことを考えながら、自分の考えで答え

たりするようなテストになってきている。家庭学習が知識を身に着ける学習を何時間やっても学力テ

ストで発揮できる問題でなくなってきている。学習しなくても自分なりに考える学習を短くてもやっ

ていると学力テストでも力を発揮できる場合もありますし、知識を増やす学習を何時間やっても学力

テストでは、自分の考えで解けないというのが現状です。 

○杉山委員 わかりました。 

○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41号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第42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７ 報告第42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42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10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９月29日提

出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年10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９月17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項第４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10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15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 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42号を終わります。 

 

■日程第８ 議案第30号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係規則の一部を

改正する教育委員会規則の制定について 

○水野教育長 日程第８ 議案第30号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係規則の一

部を改正する教育委員会規則の制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30号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係規則の一部を改正

する教育委員会規則の制定について。押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係規則の一

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９月29日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

 次のページの「押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係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、20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、内閣府が令和２年12月に策定した「地方公共団体における押印見直しマニ

ュアル」をもとに、行政手続きにおける町民の負担を軽減し、町民の利便性を図るため「浦幌町押印

等見直し方針」を定め、同方針に基づき本町の行政手続きにおける押印等の見直しを行いましたので、

教育委員会関係規則の改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、様式中の押印を求めることに関する規定について、押印を不要とするよう

改めるものです。 

①浦幌町義務教育就学に関する教育委員会規則の一部改正については、就学学校指定事前意見聴取

書、就学学校指定変更申立書、区域外就学届出書、区域外就学願出書、就学義務猶予免除願出書及び
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就学義務猶予免除事由消滅届出書への押印の廃止を行うものです。 

②浦幌町立学校施設の使用に関する規則の一部改正については、学校施設使用申請書への押印の廃

止を行うものです。 

③高等学校等生徒遠距離通学費等補助金に関する教育委員会規則の一部改正については、高等学校

等生徒遠距離通学費等補助金交付申請書、高等学校等生徒遠距離通学費等補助金変更承認申請書、高

等学校等生徒遠距離通学費等補助金実績報告書及び高等学校等生徒遠距離通学費等補助金概算払申請

書への押印の廃止を行うものです。 

④浦幌町パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例施行規則の一部改正については、事故等報告

書への押印の廃止を行うものです。 

⑤浦幌町文化財保護条例施行規則の一部改正については、浦幌町文化財指定申請書、浦幌町文化財

指定書再交付申請書、浦幌町指定文化財の所有者等の氏名（名称）・住所、所在場所・地番、地名、

地積変更届、浦幌町指定文化財保持者の事故届、浦幌町指定文化財滅失（き損）届、浦幌町指定文化

財現状変更申請書及び浦幌町指定文化財修理届への押印の廃止を行うものです。 

⑥浦幌町民球場設置及び管理等に関する条例施行規則の一部改正については、事故等報告書への押

印の廃止を行うものです。 

⑦浦幌町総合スポーツセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則の一部改正については、浦

幌町総合スポーツセンター利用料金承認申請書、浦幌町総合スポーツセンター開館時間・休館日変更

申請書及び事故等報告書への押印の廃止を行うものです。 

⑧浦幌スイミングプールの設置及び管理等に関する条例施行規則の一部改正については、浦幌スイ

ミングプール利用料金承認申請書、浦幌スイミングプール開館時間・休館日変更申請書及び事故等報

告書への押印の廃止を行うものです。 

⑨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、博物館資料寄贈

（寄託）申込書、特別利用申請書及び模写品等使用申請書への押印の廃止を行うものです。 

⑩浦幌町学校教育施設開放に関する教育委員会規則の一部改正については、浦幌町学校開放日誌へ

の押印の廃止に伴う押印欄の削除を行うものです。 

３の施行期日は、令和３年10月１日から施行するものです。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30号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係規則の一

部を改正する教育委員会規則の制定については、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30号 押印を求める手続の見直し等のための教育

委員会関係規則の一部を改正する教育委員会規則の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第９ 議案第31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９ 議案第31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31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。浦幌町学校給食
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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９月29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、24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、内閣府が令和２年12月に策定した「地方公共団体における押印見直しマニ

ュアル」をもとに、行政手続きにおける町民の負担を軽減し、町民の利便性を図るため「浦幌町押印

等見直し方針」を定め、同方針に基づき本町の行政手続きにおける押印等の見直しを行いましたので、

改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、浦幌町学校給食費補助金交付申請書兼委任状及び浦幌町学校給食費補助金

請求書中の押印を求めることに関する規定について、押印を不要とするよう改めるものです。 

３の施行期日は、令和３年10月１日から施行するものです。 

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31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31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10 議案第32号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係訓令の一部を

改正する教育委員会訓令の制定について 

○水野教育長 日程第10 議案第32号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係訓令の一

部を改正する教育委員会訓令の制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32号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係訓令の一部を改正

する教育委員会訓令の制定について。押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係訓令の一

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９月29日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

次のページの「押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係訓令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、30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、内閣府が令和２年12月に策定した「地方公共団体における押印見直しマニ

ュアル」をもとに、行政手続きにおける町民の負担を軽減し、町民の利便性を図るため「浦幌町押印

等見直し方針」を定め、同方針に基づき本町の行政手続きにおける押印等の見直しを行いましたので、

教育委員会関係訓令の改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、様式中の押印を求めることに関する規定について、押印を不要とするよう

改めるものです。 

①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、貸与被服亡失（損傷）届への押

印の廃止を行うものです。 

②浦幌町立学校の会議室等使用に関する教育委員会規程の一部改正については、使用申請書への押

印の廃止を行うものです。 
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③浦幌町立学校における組合掲示板の設置に関する教育委員会規程の一部改正については、許可申

請書への押印の廃止を行うものです。 

④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の一部改正については、承諾書

への押印の廃止を行うものです。 

⑤浦幌町少年文化賞・スポーツ賞表彰規程の一部改正については、浦幌町少年文化賞・スポーツ賞

表彰推薦書への押印の廃止を行うものです。 

⑥浦幌町教育功績者表彰規程の一部改正については、浦幌町教育功績者表彰推薦書及び功績調書へ

の押印の廃止を行うものです。 

⑦浦幌町就学援助事務取扱いに関する教育委員会規程の一部改正については、要保護及び準要保護

児童生徒認定申請書の申請者の押印の廃止及び字句の修正並びに世帯の収入申告書への押印の廃止を

行うものです。 

⑧浦幌町立義務教育学校職員の自家用車の公用使用に関する教育委員会規程の一部改正については、

自家用車の公用使用に関する届出書、自家用車の公用使用承認簿及び職員の自家用車への生徒の同乗

依頼書への押印の廃止を行うものです。 

３の施行期日は、令和３年10月１日から施行するものです。 

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32号 押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係訓令の一

部を改正する教育委員会訓令の制定については、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32号 押印を求める手続の見直し等のための教育

委員会関係訓令の一部を改正する教育委員会訓令の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第11 議案第33号 令和３年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価（令和２年度分）報告書について 

○水野教育長 日程第11 議案第33号 令和３年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価（令和２年度分）報告書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33号 令和３年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価（令和２年度分）報告書について。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26条の規定に基づき、浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を別冊のとおり作成し、これを浦幌町議会

に提出するとともに公表する。令和３年９月29日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

本報告書は、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、町民に対する説明責任を果たすため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、令和２年度の教育委員会の活動状

況や主な事務事業の点検・評価を実施し、教育に関する学識経験者の意見を付して報告するもので、

十勝教育研究所長の山田 洋氏（前幕別小学校長）を学識経験者として委嘱したところでございます。 

個別の主な事務事業の評価についての説明を省略し、別冊の72～73ページの学識経験者の意見につ
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いて申し上げます。 

１点目、整理番号１の「アイヌ文化の振興と伝承」に関して、現在、アイヌ関連法の施行、民族共

生象徴空間ウポポイの完成、「多様性と調和」「未来への継承」をコンセプトに開催された東京オリ

ンピック・パラリンピックでの踊り披露など、アイヌ文化についての意識が高まっている。浦幌町で

は、コロナ禍においてもアイヌ伝統文化作品展の観覧者が増えるなど、これまでの取組が確実に成果

を挙げてきていると思われる。 

アイヌの人々が大切にしてきた自然の大切さ・自然との共存などの文化や生き方は、SDGsの学びに

通じるものがあるので、新たな観点で学びを広げることを模索できると思う。 

また、新学習指導要領では、中学校社会歴史分野、小学校第６学年社会歴史内容などに、アイヌに

関する記述が拡充されたり、新たに盛り込まれたりしているので、教職員の研修機会を改めて設ける

など、学校教育とのかかわりをより深くもつように進めていくことが望ましいと思われる。とのご意

見をいただきました。 

２点目、整理番号９・１０・１１の「生涯スポーツの振興」に関して、コロナウイルス感染防止対

策により単純に前年度との比較はできないが、施設の充実が図られ、手厚い補助政策なども織り込み

ながら生涯スポーツの振興に力を入れ、施策を進め成果を挙げていることがよくわかる。 

浦幌町は、スポーツが盛んな町のイメージがある。そして、それぞれ課題も整理され、今後の対応

方針も明確になっているので、これまでに積み上げてきた強みを生かして、健康で元気な町づくりを

進めてほしいと思う。 

少子高齢化が進む中では、今まで以上に声掛けや、参加者の声の反映などが重要になってくると思

われるし、CSなどで子どもたちの知恵なども借りたいものである。とのご意見をいただきました。 

３点目、整理番号１３の「特別支援教育の推進」、整理番号１４の「心の問題への対応」に関して、

今後は、教育と福祉の連携がますます必要になっていくと思われる。 

すでに、教育の範疇だけでは解決に向かわない事例が多くみられるようになり、家庭を丸ごと支え

ていくことを目的とした事業展開が求められてくる。 

教育の視点からは、教職員が福祉について学ぶ機会や、子どもを真ん中に教育と福祉が情報交換す

る場の設定、体制づくりも進めていく必要があると思われる。とのご意見をいただきました。 

４点目、整理番号１５の「教職員研修の充実・推進」に関して、専門性を高めるための研修に多く

の教職員が参加していることは、大変望ましいことと思う。 

若い先生が多い実態に対して、町が積極的に研修に参加しやすい環境をつくろうと努力されている

ことが大きな理由だと思われる。 

現在、文科省の中央教育審議会では、「幼保小架け橋プログラム」の議論が始まっている。その中

では、「五感を通した遊びを通して学ぶ」保育の内容を小学校と共有していくことなどが議論されて

いる模様である。 

すでに、令和元年度から施行されている幼稚園教育要領では、「幼児期の終わりまでに育ってほし

い１０の姿」が示され、それを幼稚園等と小学校の教員が共有することによって、接続の一層の強化

が図られることが期待されている。 

今後は、小・中学校教職員が、幼保を訪問して保育の様子を参観したり、情報を交流したりする場

を設けるなど、学園と幼保を結ぶ企画も必要になってくると思われる。とのご意見をいただきました。 

５点目、整理番号１７の「食育の推進」に関して、最近、給食を残す子どもたちが問題となり、野
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菜嫌い、見慣れないものは食べない、牛乳の飲み残し、主食のごはんが余るなどが報告されている。

また、食品ロスも大きな問題として取り上げられるようになり、各企業での取組も強化されてきた。 

このような中、地元に感謝しながら食べる「浦幌みのり給食」はとても大切だと思われる。今は、

コロナ禍で難しいが、栄養教諭、生産者、加工業者などが、子どもたちと一緒に給食を食べたり、教

室に入る回数を増やしたりしていくことが重要なのだと思われる。CSの活動に組み込みたいものであ

る。とのご意見をいただきました。 

６点目、整理番号２４の「文化財施設の整備充実」に関して、資料のデータベース化とインターネ

ット公開は、時代の波に乗って必要なことだと思われる。現在は、Youtubeなどの動画による文化施設

や活動の紹介も散見されるようになった。 

子どもたちは、簡単にICT機器を使いこなすようになるので、町の紹介なども兼ねて、子どもたちが

「うらほろスタイル」の中などで作成した動画を使うこともよい成果につながると思われる。また、

報告書に記されている様々な活動も動画として広く町民にも公開されれば「まちの魅力と価値」への

理解の幅が広がり、参加意欲も高まるのではないか。とのご意見をいただきました。 

７点目、整理番号２６の「文化財の活用」に関して、企画展、野外巡検の内容がとても工夫され、

回数や参加者も多く累積されてきていることが大きな成果であり、学芸員をおき博物館をもっている

浦幌町の大きな強みだと思われる。 

国立青少年教育振興機構より発表された令和元年度、令和３年度の調査報告に「自然体験が豊富な

子どもは、自律性、積極性、協調性といった自律的行動習慣が身についていて、自己肯定感や探求力

が高い傾向がある」という結果が発表されている。 

そして、その報告では、３つの注目すべき集計結果も発表されている。一つは、自然体験が減少気

味であること、中でも「チョウやトンボ、バッタなどの昆虫をつかまえた」体験に大きな減少傾向が

みられること。もう一つは、世帯収入が少ない家庭の子どもほど自然体験が少ないという結果である。 

理由として挙げられていたのは、経済的あるいは時間的余裕のなさであり、そしてもう一つは、保

護者の外遊びの奨励が探求力の獲得に影響を及ぼしているとのデータであった。 

このような報告も参考に、今後も、地の利を生かした内容の充実、呼びかけや参加方法、開催方法

の工夫、参加範囲の拡充に努められていくことが望まれる。とのご意見をいただきました。 

以上７点のご意見等について検証を行い、今後の事務・事業の展開につなげてまいりたいと考えて

おります。 

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。 

○背古委員 ３点ほど質問させていただきたいことがあるので、１つずつ質問させていただきます。ま

ず、博物館の関係でアイヌ文化の意識が高まってきているということで、ウポポイもできたというこ

ともあり、浦幌町の博物館として、今後、どのようなことができるのか。以前、道外の方からお墓参

りをしたいということの連絡が来まして、お墓を案内して、その後、博物館にご案内しました。そう

いう興味を持たれている方がネットの情報を調べて、来町していただける機会が、今後、出てくるの

かなということを感じた事例でした。ネット配信を含めて、どういったことができるのかということ

をお聞きしたいと思います。 

○持田係長 アイヌ関係につきましては、現在の常設展示では、元々あまり重点的な展示が行われてお

りませんでした。縄文時代から近代までの過渡期の間にアイヌ文化期という時代区分がありますが、
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ここの位置づけと現在の浦幌を中心とする北海道の今を生きるアイヌの方々と繋がりが展示構成とし

て非常にわかりづらいという声をいただいておりましたので、現在、まちづくり計画に基づいて、常

設展示の改修を行っておりますが、２年後を目途に町内のアイヌ関連文化財、史跡等と合わせて常設

展示のアイヌコーナーをより充実させていく方向で改善していきたいと考えております。 

また、委員よりご指摘のありましたとおり浦幌町営墓地の中にアイヌ墓地ができまして、大学で保

管されてきた遺骨の返還が行われて、そこに埋葬されております。今年の８月にはラポロアイヌネイ

ションによって慰霊碑も現地に建立されておりまして、実際、この夏からアイヌ関連史跡の見学者の

方が、墓地と博物館とそれから厚内地区にあるオタフンベチャシを３点セットで回られる方が散見さ

れるようになってきております。今後は、厚内地区と市街地区と離れていますが、現地面での有効な

教育活用を図るために博物館の展示において、町内において実際に現地で実感できるアイヌ関連施設

の詳細な解説を行えるようなそういった案内を行うとともに、先ほどお話ししましたとおり博物館に

もWi-Fiが設置されましたが、これも文化庁やアイヌ民族文化財団が運営している各種動画やデータベ

ースとの接続を容易にするということが１つの目的にありまして、そういったコーナーを常設展示室

の中に配置することよって、北海道全体のアイヌの状況と浦幌町にとってのアイヌの歴史もしくは文

化というものを接続して体系的に学びをできるような環境をつくっていきたいと考えております。 

また、新規に策定された社会教育中期計画においても新たにアイヌ関係の教育について項目を設け

させていただいたところでありますので、今後は学校教育とも連携して、新学習指導要領にも則った

形で博物館が学校に出前授業をするような形でより詳細なアイヌ関係学習が展開できるようなそうい

ったプログラムを組んでいきたいと考えております。 

○背古委員 着々と準備が進んでいるようで楽しみにしております。せっかくウポポイも立派な建物が

できたので、浦幌にも足を延ばしていただけるような立派な展示と情報発信を進めていっていただき

たいと期待しております。 

○持田係長 今の発言に関連してですが、10月から当館が所蔵しているアイヌ関連資料がウポポイで公

開されます。また、もう一館、こちらも10月から札幌の北海道博物館でも展示公開される予定です。

こういったようにほかの博物館でも当館の所蔵するアイヌ関連資料を借り受けしたいという希望が相

次いでおりますので、こういった機会も活用しながら本町のアイヌ文化や歴史について理解を広めて

いきたいと考えております。 

○背古委員 あと２点ほどありますが、生涯学習の振興ということで、総合型地域スポーツクラブの今

の進展具合と今、学舎で体育の振興を図ったような会合をもっていて参加してきましたが、今後、そ

ういった民間の体育のイベントなど、町民を巻き込んだことを教育委員会として考えているかお聞き

したい。 

○高橋参事 ただいまの質問にお答えさせていただきます。学識経験者から非常に評価されていたかと

考えております。総合型スポーツクラブにつきましては、今、地域で進まないというのが現状です。

体育振興会の方に補助金を出しておりますが、体育振興会自体も先に進まないという状況で、引き続

き自主的な活動奨励ということで補助金は継続してお出しさせていただきたいと思います。 

また、学舎との連携ですが、まさに協働という形で進められないかと考えております。学舎の素晴

らしいところは、著名な方との繋がりがあるということで、そういった方との繋がりをもって、かつ、

新たな活動をおこすということで様々な方が集まっていると思います。そういった素晴らしいところ

をいただきながら、町民の皆さんに周知していくことは教育委員会もお手伝いしていければいいのか
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とな考えております。今後の姿については、学舎も２回ほどしかやっておりませんので、どういった

形で進めるかは、連携・協働といった形で町民の皆様にとってスポーツを通して健康な身体をつくっ

ていただくというような取組がいいのではないかと思っております。 

○背古委員 プロのスポーツ選出の人脈も持っているということで、非常に子ども達とコミュニケーシ

ョンが取れたらいいものになっていくと思うので、連携を取るということで期待をしております。 

  最後に給食についてですが、浦幌のみのり給食も非常に大事な取組みだと思っております。地域の

ものを感謝していただくということで、生産者や作っている方への感謝、そういったことをしっかり

と学んでいくのも大事なことだと思っていますが、先日、帯広の給食センターで働いている同級生３

名の方が参拝に来られて話をしました。帯広の給食センターは１つしかなく、180人働いているようで

すが、問題になっているのは残食で、帯広は子どもの数が多いので、ものすごい数の残食があるとい

うことをお聞きしました。その原因として、食べる時間が少ないというか子ども達が忙しい中で限ら

れた時間の中で食べているということを、学校訪問でも感じたのですが、例えばみのり給食の時間を

長くとって少しゆっくり食べるといった取組みはできないのかなと、やはり、授業時間との兼ね合い

がありますから、それをずっと続けるというのは難しいかもしれませんが、みのり給食が出る日だけ

でも実験をしてみるというか、残食を調べる意味でもゆっくり食べるのもいいのかなという話もしま

した。学校の取組みとも思いますが、教育委員会としては、どのような捉え方をしていたかお聞きし

たい。 

○諸澤次長補佐 残食率につきましては、給食センターにおきましても給食センター運営委員会がござ

いまして、年１回残食率の報告をさせていただいております。ここ数年残食率が減少傾向でありまし

て、その工夫としましては、学校の先生に配食をする際には、なるべく食缶にある食べ物については、

各クラス全部盛り付けをしていただくということをしております。今のところ令和元年度から令和２

年度にかけての率は下がっておりますけれども、今年度からはより削減していくことと、地産地消を

推進するうえで、地域の農家さん、葉物野菜を新たに作り始めている農家さんについては、農協を通

じて商談を行いながら、新たな食材の取入れをしており、また、水産品につきましても、これまで購

入していた水産品以外も寄贈の声を上げていただいた事業者もありますので、そういったものを取り

扱いながら行いますが、地元の食材を使ったときは、残食はほぼほぼなくなるような状況でありまし

て、地域の活性化も含めて、今後も地域の食材を生かしながら、また、リクエスト給食というのもあ

りまして、それに子供たちの意向に応える形で残食率を下げたいという思いもあります。しかしなが

ら、浦幌町は縦長な町なので、葉物を使ったサラダですとかは、ドレッシングに酸味を加えないとい

けないということで、嫌遠されるのかなと思っております。 

また、学校の中での給食時間を長くとるというのは、課題ではありますが、学校のこともあるので

ご回答は控えさせてください。 

○背古委員 残食率が低いということであれば、子ども達からゆっくり食べたいという希望があれば検

討していただければと思います。また、みのり給食を増やすことで食の大切さなどを子ども達がきち

っとわかれば好き嫌いがあっても作っている人のことを思って改善されていくのかというのがわかっ

たので、今後も力を入れていっていただければと思います。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○杉山委員 先生の意見の中で、幼稚園と小学校が交流していくことが大事であるということが書かれ

ていますが、ＣＳの中にも園長先生が入られていたりですとか、小学校、中学校、保育園訪問をされ
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ていたりするかと思いますが、ＣＳの中には、保育園の保護者は入っていないのかと思います。上浦

幌で様々な会議に出た際に、理解できていない部分があるという話を聞きますが、若い世代から小学

校に入る前に皆さんと協議していくのも大事なのかと思います。そういう交流がある中で、今後やっ

ていきたいというもので、今やっているものがあれば教えていただきたい。 

○熊谷教育次長 ただいまのご質問にお答えします。ＣＳ委員の中には、現在、市街地区では、認定こ

ども園、それまでは、幼稚園・保育園がありまして、各園長先生がＣＳに関わっていただいておりま

す。上浦幌でいけば上浦幌学園の上浦幌ひまわり保育園の園長先生がいますので、各小中学校とこど

も園・保育園が連携をとって事業を展開しております。例としましては、上浦幌の合同運動会を委員

もご存じのとおり行っております。少しずつではありますが連携を図りながら事業を展開していると

いうことでありますので、委員から話がありましたとおりＣＳ委員には、幼児の保護者はいないとい

うことで課題としてあると思いますので、ＣＳ委員にも幼児の保護者の方も入っていただいて、幼

保・小中連携というような形の中でＣＳを発展的に進めていければと思っております。 

○杉山委員 もっともっと幅広い世代の方に深く理解していただくことが大事なのかなと思っておりま

す。 

○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33号 令和３年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価（令和２年度分）報告書については、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33号 令和３年度浦幌町教育委員会の権限に属す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和２年度分）報告書については、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10月の行事予定は、議案書32ページから33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 10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９回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後５時２５分 


