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令和３年第１２回定例教育委員会 

 

令和３年１２月２３日（木曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ４時４０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47号 諸般の報告 

日程第４ 報告第48号 令和３年第５回町議会臨時会の結果について 

日程第５ 報告第49号 令和３年第６回町議会臨時会の結果について 

日程第６ 報告第50号 令和３年第４回町議会定例会の結果について 

日程第７ 報告第51号 令和４年度当初予算案について 

日程第８ 報告第52号 令和４年浦幌町成人式の挙行について 

日程第９ 報告第53号 社会教育施設等の年末年始の休館について 

日程第10 報告第54号 指定寄附の採納について 

日程第11 議案第37号 浦幌町指定文化財の指定について 

その他  (１) 令和４年１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、社会体育係長）        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 

社会教育係長                   佐 藤 貴 史 

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12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47号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第47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47号 諸般の報告。令和３年11月25日から令和３年12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12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和３年11月25日から令和３年12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。 

○背古委員 12月９日に実施されました太陽への手紙事業について詳しく内容を教えてください。 

○水野教育長 12月９日は浦幌小学校の太陽への手紙事業でありましたが、出席者は、町長、副町長、

私ということで、浦幌小学校６年生の発表を聞きに行きました。子ども達は６年間のふるさと教育に

ついて、自分たちはこのふるさと教育をどのように取り組み、何を学びどう思ったのか。そして、自

分たちはどのような大人になりたいのかということを８つのグループに分かれて取組みについて発表

しました。そして、将来の浦幌町における子ども達の夢を語ったという中身であります。 

○背古委員 わかりました。 

○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47号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第48号 令和３年第５回町議会臨時会の結果について 
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○水野教育長 日程第４ 報告第48号 令和３年第５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48号 令和３年第５回町議会臨時会の結果について。令和３年第５回町議会臨

時会の結果を次のように報告する。令和３年12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第５回町議会臨時会は、11月24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、

町長提出の一般会計補正予算１件と議会提出の発委１件でした。 

なお、教育委員会関連議案はありませんでした。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48号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第49号 令和３年第６回町議会臨時会の結果について 

○水野教育長 日程第５ 報告第49号 令和３年第６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49号 令和３年第６回町議会臨時会の結果について。令和３年第６回町議会臨

時会の結果を次のように報告する。令和３年12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第６回町議会臨時会は、11月30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、

町長提出の一般議案４件でした。 

なお、教育委員会関連議案はありませんでした。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49号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第50号 令和３年第４回町議会定例会の結果について 

○水野教育長 日程第６ 報告第50号 令和３年第４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50号 令和３年第４回町議会定例会の結果について。令和３年第４回町議会定

例会の結果を次のように報告する。令和３年12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第４回町議会定例会は、12月３日に招集され、会期を12月13日までの11日間とし、議事に入りまし

た。案件は、町長提出の一般議案６件、補正予算８件、追加補正予算１件、議会提出の発委１件、発

議２件でした。 

町長の行政報告は、別紙資料1ページから６ページのとおり「浦幌町高齢者等冬の臨時生活支援事業

について」、「新型コロナウイルス感染症のワクチン追加接種（３回目）の実施について」、「十勝

農業共済組合東部事業所浦幌家畜診療所の完成について」の３件で、内容は別紙資料のとおりですの

で説明は省略させていただきます。 

一般議案につきましては、第11回教育委員会で了解をいただきました「浦幌町町有住宅使用管理条

例の一部改正について」他５件が原案どおり可決されました。 

補正予算は、一般会計、歳入歳出それぞれ76,873千円を追加し、歳入歳出の総額を7,016,834千円と

しました。 
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教育委員会関係の歳出では、教育費4,990千円を追加し、総額709,922千円で、今回は令和３年人事

院勧告に伴う改正等による人件費の補正の他、補正予算の内容は議案書５ページから７ページに記載

していますが、主な補正予算としましては、原油価格の高騰により教育委員会所管管理施設の燃料費

合計7,864千円を追加補正し、社会体育総務費は、青年等対外競技出場奨励費補助金 313千円を追加。

社会体育施設費は、新型コロナウイルス感染症対策として、町からの休業要請により、浦幌パークゴ

ルフ及び総合スポーツセンター等の施設を休館したことにより、指定管理者に施設利用料の減額分を

補償するため指定管理委託料 499千円を追加。給食センター管理費は、学校給食栄養管理システムの

更新に係る費用として、システム導入委託料 495千円及びパソコン備品購入費 138千円を追加しまし

た。 

次に、一般質問は、５人から６項目について通告がありました。 

教育委員会関係は、伊藤議員から2項目質問があり1項目めは「民法改正と法教育」、２項目めは

「通学路の見直し」についての質問がありました。質問内容及び答弁内容は別紙資料７ページから12

ページのとおりですが、質問の内容は省略し、主な答弁内容を報告いたします。 

質問に対し教育長は、１点目の令和５年以降の成人式の対象者は、従来通り20歳とすることを考え

ている。 

  その理由は、仮に18歳を対象とした場合、受験や就職活動のため多忙であることに加え、経済的負

担が大きい時期であり、式典参加に係る負担が過大となることが推測される。 

  また、今回の民法改正で成年年齢は18歳となるが、飲酒や喫煙などの年齢制限は20歳のままである

ことから、これらの行為が可能となる20歳に、あらためて社会人としての責任を自覚する機会として

式典を行うことに重要な意義があると判断している。 

  令和５年以降の式典の実施時期については、従来通りとするなど、今後速やかに開催内容を決定し

たうえで、12月中に町ホームページ等により幅広く周知していく。 

  ２点目の小中学校における法教育については、各学校においての授業の内容は、文部科学省から告

示された学習指導要領を基本に、各学校長が、学校教育計画や教科の目標、各学年の指導の重点等を

定めた教育課程を編成し、これらに基づき授業を行っている。 

  具体的な法教育内容については、小学校では、家庭科の授業で「買い物」に関連し「契約の法律」

を学ぶ内容や、社会科の授業では「憲法・政治・選挙」といった内容を学んでおり、中学校では、社

会科公民の授業で「憲法・政治・選挙」を学ぶほか、「権利・消費・契約」など幅広い範囲で法に関

連した授業を行っている。 

  また、特別の教科道徳の授業では、法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るといった「遵

法精神」や、社会の秩序と規律を守る「公徳心」など、生徒自身が主として集団や社会へ関わってい

く上で必要とされる、法と社会の関係性について、自ら考え討議する学習活動を通し学んでいる。 

  今後の法教育については、学習指導要領の内容を十分に踏まえ、指導において確実に反映されるよ

う、教育委員会としては、教育課程編成の内容確認や各学校との連携を図っていく。 

  ２項目めの通学路の見直しについては、夜間の通行や自転車通学といったところから、主に浦幌中

学校の通学路に関しての対応と考えられるが、現在、浦幌中学校は町道「通学通」を通学路として指

定している。 

  通学路指定については、各学校において決定していることから、危険な箇所や交通事故の可能性が

高いなど、登下校や防犯上に問題がある場合は、学校とＰＴＡで通学路の見直しについて協議してい
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くことになる。 

  教育委員会では、「通学路安全対策連絡協議会」において、学校やＰＴＡからの意見を踏まえ、危

険箇所の確認と改善に取り組み、児童生徒の通学における安全確保に努めていくと答弁しました。 

議会提出の発議では、議会閉会中における総務文教厚生常任委員会の所管事務調査として、「学力

向上に向けた取組状況」について調査を実施することが決定されました。 

以上の内容で今議会は、12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 報告が終わりました。質疑はありませんか。 

○背古委員 通学路についてですが、中学校の通学路は中学校を出たところから教育委員会の前を通る

のが通学路になると思いますが、小学校の通学路はどのようになっているのでしょうか。子ども達も

暗い時期は、ほとんどが大通りを通っていて、逆に通学路が暗くて、ずっとこれが通学路というのが

当たり前で来ていますが、見直しをかけるとなると学校とＰＴＡということでしたが、今、会社とか

商店とか見守り活動等をやっていますので、大通りですとか子ども達が見えやすいところに改善して

いくのも一つ大事なことだと思っていますが、通学路について詳しく教えていただければと思います。 

○原口次長補佐 ただいまの質問についてですが、中学校の通学路につきましては、アンダーパスに向

かって一カ所に集まっているということではっきり示しやすいのですが、小学校は位置的にいろいろ

な方向から来ていますので、住んでいるエリアによっては、道々本別浦幌線を通っている子ども達も

いますし、浦幌はなやさんの通りだったり、役場の通りだったり、何カ所かわかれて大きい通りをメ

インに設定しています。 

街灯についてですが、道々本別浦幌線や駅前については、非常に明るいということで一般質問でも

同じ話がありましたが、明るさの部分で行くとそちらも明るいところもありますが、街中も街灯がＬ

ＥＤに変更になっておりまして、見た目の明るさよりも地面の明るさは以前の水銀灯と比べましても

明るくなってきております。 

今回、一般質問で出た内容を各学校とも連携をとって行くつもりですし、合同点検でも意見が出て

いるということで、最終的には学校が決定しますが、情報提供しながら生徒の安全を守れるよう検討

していきたいと考えております。 

○背古委員 わかりました。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○杉山委員 通学路安全対策協議会と出ているが、私の記憶だと、警察、土現、開発、役場、ＰＴＡ、

校長先生がその中でここは危険ですとかある程度共有しながら会議の中で話をされていると思います

が、皆さんで現地を確認しあったりですとか、予算のつく部分なのでスムーズに直していけないとこ

ろがあると思いますが、この会議自体が機能した中で危険なところを共有できているのかというとこ

ろは実際どのような感じでしょうか。 

○原口次長補佐 ただいまの質問についてですが、協議会にかけるにあたって、各学園で作っている交

通安全マップをベースに点検をしております。協議会ができてからマップができる時期と協議をする

時期と乖離していた状況にありまして、学校やＰＴＡと協議しましてマップが出来上がって、その後

速やかに協議会を開催することができるような流れでできるように令和元年頃から開催の時期やスケ

ジュールを調整しております。 

各学校から出てきた中で対応可能な部分、そして、対応できない部分も含めて現地調査を行いまし

て、ここ２年くらいはコロナウイルスの関係で会議室の中で行う協議会自体は中止にしておりますが、
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現地点検を行いまして、その内容を書面協議で協議しております。 

対応についてですが、物理的に不可能だというところも多々ありますが、予算等を含めまして町の

道路も道・国も対応できる部分は、全国的な事故も増えていることもありますので、対応は早くなっ

てきていると事務局としても感じております。例えば、中央小の起伏があって見通しが悪いという部

分も道路自体を直すことができないので、警察の方で大型トラックを走らせている会社の方にスピー

ドを出さないようにということで注意喚起を流してくれたり、まだ来年の春施行という話で聞いてい

ますが、土現の方でも子供が歩いているので注意してほしいといった旨の看板を設置したりですとか、

全面的に直せなくても細かいところで関係機関が対応してくれていると感じていますので、協議会と

しては対応も含めていい方向で機能していると感じております。 

○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。 

○背古委員 道路の見直しの内容とかも見守りの活動中に教えていただけると、子ども達の様子を気に

して見ていただけると思うので、共有したり、その会議の後で周知したりしていただければと思って

おります。 

○原口次長補佐 ホームページにも載せていますが、ホームページだけですと見ていない人もいると思

いますので、案の段階ではありますが、学校で作っていただいている安全マップを広報に入れたりし

て町民に対して周知することで、運転する人も、子どもがいない町民の方も気にしていただける部分

もあるかもしれないという話も協議会で出ていますので、ただいまいただいた意見を参考に周知を検

討して拡大できるよう考えていきたいと思います。 

○背古委員 よろしくお願いします。 

○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、報告第50号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第51号 令和４年度当初予算案について 

○水野教育長 日程第７ 報告第51号 令和４年度当初予算案についてを報告願います。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第51号 令和４年度当初予算案について。教育委員会に関係する令和４年度当初

予算を別紙のとおり要求したので報告する。令和３年12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年度当初予算案については、議案書９ページから10ページに記載していますが、予算要求の

主な内容を報告いたします。 

議案書11ページの「政策的予算要求一覧」をご覧願います。主な事業を抜粋して説明いたします。 

まず総務費関係の成人式事業は 236千円、高等学校等生徒遠距離通学費等補助事業は 1,060千円、

高等学校等就学費等補助事業は 2,610千円を予算要求しております。 

次に、教育費のうち事務局費では、小中一貫コミュニティ・スクール事業経費 980千円、浦幌町教

育の日推進経費 177千円を要求しております。 

小学校費では、指導者用デジタル教科書ライセンス・教育コンテンツEdumall利用料等 1,548千円。

教育支援ネットワークシステム・授業支援ソフト利用料及び校務支援システム利用料 3,949千円。第

４期まちづくり計画などの主なものとして、教育用コンピュータ等借上料 4,747千円。浦幌小学校教

員住宅新築工事費 39,000千円。浦幌小学校体育館トイレ改修工事費 21,000千円。学校給食費補助金 
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9,200千円を予算要求しております。 

中学校費では、指導者用デジタル教科書ライセンス・教育コンテンツEdumall利用料等 795千円。教

育支援ネットワークシステム・授業支援ソフト利用料及び校務支援システム利用料 2,185千円。第４

期まちづくり計画などの主なものとして、教育用コンピュータ等借上料 7,436千円。学校給食費補助

金 6,050千円。対外競技出場交付金 1,500千円を予算要求しております。 

次に、社会教育関係ですが、第４期まちづくり計画などの主なものとして、町民文芸誌発行 1,180

千円。厚内公民館屋根防水改修及び玄関ポーチ改修・非常用階段手摺設置工事費 9,400千円。子ども

文化鑑賞会委託料 1,400千円。博物館常設展示室改修事業費 2,000千円。図書購入費（図書資料購入）

2,500千円。教育文化センター暖房機器改修工事費7,000千円を予算要求しております。 

社会体育関係では、第４期まちづくり計画などの主なものとして、青年等対外競技出場奨励費補助

金 1,200千円。スイミングプール屋根防水改修工事費 6,000千円を予算要求しております。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 社会教育総務費の遺跡看板修繕ということで限られた予算の中でかなり傷んでいるものも

多くて一つひとつ直していくということですが、今、どのくらいまで改修が進んでいるのでしょうか。 

○佐藤係長 遺跡看板の改修は、令和２年度におきまして計画的な改修は終わっておりまして、令和３

年度の改修はありませんでしたが、今年度の現地確認において破損が確認されたものを令和４年度予

算での修理対応ということで予算要求しております。 

○背古委員 一度改修は終わっているということでよろしいということでしょうか。 

○佐藤係長 計画的な修繕につきましては終了しております。 

○背古委員 わかりました。 

○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51号を終わります。 

 

■日程第８ 報告第52号 令和４年浦幌町成人式の挙行について 

○水野教育長 日程第８ 報告第52号 令和４年浦幌町成人式の挙行についてを報告願います。教育次

長。 

○熊谷教育次長 報告第52号 令和４年浦幌町成人式の挙行について。令和４年浦幌町成人式を別紙の

とおり挙行するので報告する。令和３年12月23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。令和４年浦幌町成人式を１月９日、日曜日、午後２時から中央公民館

で挙行いたします。新成人は、平成13年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方で、10月31

日現在の住民基本台帳登録者28人、住民基本台帳登録者以外21人の計49人中、参加希望者が35人とな

っております。 

式次第については、新型コロナウイルス感染症対策としてアトラクション等は中止し、開催時間の

短縮や３密を回避するなどの感染対策を徹底して実施する予定ですので、教育委員さん全員のご出席

をお願いいたします。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） 
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○水野教育長 それでは、報告第52号を終わります。 

 

■日程第９ 報告第53号 社会教育施設等の年末年始の休館について 

○水野教育長 日程第９ 報告第53号 社会教育施設等の年末年始の休館についてを報告願います。教

育次長。 

○熊谷教育次長 報告第53号 社会教育施設等の年末年始の休館について。社会教育施設等の年末年始

について、次のように休館とするので報告する。令和３年12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

社会教育施設等の年末年始につきましては、図書館が12月30日から１月５日まで、博物館が12月31

日から１月５日まで、各公民館が12月31日から１月５日まで、総合スポーツセンターが12月30日から

１月５日まで、町民スケートリンクが１月１日から３日まで、アイスアリーナが12月31日から１月５

日まで休館しますことを報告いたします。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53号を終わります。 

 

■日程第10 報告第54号 指定寄附の採納について 

○水野教育長 日程第10 報告第54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54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12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

議案書記載のとおり教育振興資金として、11月26日に道政剛氏より金３万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54号を終わります。 

 

■日程第11 議案第37号 浦幌町指定文化財の指定について 

○水野教育長 日程第11 議案第37号 浦幌町指定文化財の指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37号 浦幌町指定文化財の指定について。 

浦幌町文化財保護条例（昭和39年浦幌町条例第20号）第５条第１項の規定に基づき、町指定文化財

を次のとおり指定する。令和３年12月23日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

１、文化財の種別 有形文化財。２、名称 絵馬。３、数量 １点、４、所在地 十勝郡浦幌町字

チプネオコツペ１番地20 厚内神社内。５、所有者 十勝郡浦幌町字チプネオコツペ１番地20 厚内

神社氏子総代会 

浦幌町指定文化財の指定に関する説明につきましては次のページにより説明いたします。１の指定

の趣旨でございますが、浦幌町にとって重要と認められる文化財を、町の文化財として指定すること

により、その保存及び活用のために必要な措置を講じるとともに、町民文化の向上に資することを図

るものであります。２の文化財の概要については、記載のとおりでございます。３の指定の経過でご

ざいますが、令和３年７月12日に令和３年度第１回文化財保護審議会において、現地確認を実施いた



- 9 - 

 

しました。令和３年10月14日に所有者より文化財指定申請書を受理いたしました。この申請書を受け、

令和３年10月28日、文化財保護審議会に指定に関して諮問いたしました。令和３年11月26日、文化財

保護審議会より、町指定文化財相当との答申を受け、令和３年12月23日の本日、令和３年第12回定例

教育委員会に町文化財指定の議案を提出するものでございます。 

４の指定の理由につきましては、本件絵馬の奉納者である川渕勝太郎氏は、石川県能登地方の出身

で、1899（明治32）年に厚内へ移住した船大工であり、自らの私有地に現在の厚内神社の前身となる、

通称「山の神社」を建立した人物であります。 

後にこの「山の神社」は、別に厚内地区に建立された伏見稲荷神社と合祀し、「厚内神社」に改名

され、移転を経て現在の厚内神社となりました。 

本件絵馬は、町内に現存する最古の絵馬であり、厚内神社の創建からの歴史と、それに寄与した川

渕氏の功績を現在に伝える、厚内地区の地域史や本町発展の歴史にとって重要な文化財的価値を持つ

ものであり、また、町内最古の古い絵馬という歴史性もあることから、その保存及び活用のために浦

幌町指定文化財として指定するものであります。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37号 浦幌町指定文化財の指定については、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37号 浦幌町指定文化財の指定については、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４年１月の行事予定については、議案書19ページから20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 １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 文化財のことについて勉強不足で浦幌町の文化財がどれくらいあるかわかりませんが、そ

れを町民の方が何があるか調べたいときに博物館のホームページ等で見ることができるのでしょうか。 

○佐藤係長 現在、浦幌町指定の文化財は、本件を含めまして２件となっておりまして、もう１件が無

形文化財であります開拓獅子舞になっております。絵馬はこれからの対応になりますが、開拓獅子舞

は浦幌町の文化財ということで町のホームページに掲載しております。 

○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。 

 

（「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。 
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■閉会の宣告 

○水野教育長 これをもちまして、第12回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後４時４０分 


