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令和４年第３回定例教育委員会 

 

令和４年３月２５日（金曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ５時００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５号 諸般の報告 

日程第４ 報告第６号 令和４年第１回町議会定例会の結果について 

日程第５ 報告第７号 教育委員会事務局職員等の人事異動について 

日程第６ 報告第８号 令和４年度当初道費負担教職員の人事異動について 

日程第７ 報告第９号 招致外国語指導助手（ＡＬＴ）の任用について 

日程第８ 報告第10号 令和３年度準要保護児童生徒の認定について 

日程第９ 報告第11号 令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

日程第10 報告第12号 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

日程第11 議案第６号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部改正について 

日程第12 議案第７号 招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一部改正について 

日程第13 議案第８号 浦幌町公民館処務規程の一部改正について 

日程第14 議案第９号 浦幌町町費負担教員の任用について 

日程第15 議案第10号 浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用について 

日程第16 議案第11号 浦幌町公民館長の任命について 

日程第17 議案第12号 浦幌町学校開放主事の任命について 

日程第18 議案第13号 浦幌町スポーツ推進委員の委嘱について 

その他  (１) 令和４年４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  関 井 まみ子 

 

○出席説明員 

教育次長（図書館長、博物館長、図書館係長）    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 
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開会 午後４時００分 

 

■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３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５号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第５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５号 諸般の報告。令和４年２月24日から令和４年３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４年３月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年２月24日から令和４年３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。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第５号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第６号 令和４年第１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６号 令和４年第１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６号 令和４年第１回町議会定例会の結果について。令和４年第１回町議会定

例会の結果を次のように報告する。令和４年３月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第１回町議会定例会は、３月１日に招集され、会期を３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、承認１件、一般議案８件、補正予算９件、同意１件、令和４年度予算９件、

追加補正予算１件、議会提出の発委１件、発議３件でした。 
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町長の行政報告は、別紙資料1ページから４ページのとおり「会計年度任用職員（地域おこし協力隊）

の業務中における車両横転事故について」、「浦幌駅に停車する特別急行の変更について」、「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」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。 

一般議案は、「浦幌町の休日を定める条例等の一部改正について」他７件が原案どおり可決されま

した。教育委員会関連議案は、「浦幌町の休日を定める条例等の一部改正」により、「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」の一部改正を行い、総合スポーツセンターの年末年

始休館日について、「12月30日～翌年の１月５日」を「12月29日～翌年の１月３日」に改正しました。 

補正予算は、一般会計ほか８特別会計で、一般会計は、歳入歳出それぞれ187,395千円を減額し、歳

入歳出の総額を6,960,418千円としました。 

教育委員会関係の補正予算は、４ページから５ページのとおり執行残及び執行見込みによる更正減

で、追加補正の主なものについては、４ページの下から６行目、中学校管理費の旅費で、上浦幌中学

校町費負担事務員の通勤費費用弁償39千円の追加。５ページの11行目、公民館運営費の備品購入費で、

上浦幌公民館のテレビ更新による84千円の追加。同じく５ページの下から10行目、社会体育総務費の

負担金補助及び交付金で、青年等対外競技出場奨励費補助金598千円の追加。同じページの下から５行

目、図書館管理費の報酬費で、図書館会計年度任用職員の報酬255千円の追加。次の行の備品購入費で、

指定寄附による図書購入費30千円の追加補正です。 

一般質問は、３人から４項目について通告がありました。教育委員会関係の質問は、伊藤光一議員

から「公園の整備と維持管理」について質問があり、別紙資料６ページの下から６行目以降より、

「学校やこども園等の遊具について、休日に利用していいのかダメなのかよくわかりません。そこで、

学校、こども園の遊具について、明確に表示する必要があると思いますが、町としてどのように考え

ているのか」との質問がありました。 

この質問に対し、町長は、「学校や認定こども園の遊具については、教育活動や保育等を目的に設

置しており、一般利用のための施設ではないことから、休日等の遊具の利用開放は行っていないため、

遊具に対する利用制限の表示等は考えていません」と答弁し、伊藤議員からの再質問はありませんで

した。 

以上で令和４年第１回町議会定例会の報告を終わります。 

○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６号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第７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５ 報告第７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７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、次のとおり令和４年

４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４年３月25日提出。

浦幌町教育委員会教育長。 
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令和４年４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４年３月23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項各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４年４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７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７号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第８号 令和４年度当初道費負担教職員の人事異動について 

○水野教育長 日程第６ 報告第８号 令和４年度当初道費負担教職員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８号 令和４年度当初道費負担教職員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、浦幌町立学校教職員の人事異動について教育長が専決し、次のとおり令和４

年３月16日付けで内申したので、同規則第２条第３項の規定に基づき報告する。令和４年３月25日提

出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年度当初の浦幌町立学校職員の人事異動に係る内申については、議案９ページに記載のとお

り、小学校の管理職は、浦幌小学校校長１人が退職、上浦幌中央小学校教頭１人が転出となり、それ

に伴い校長1人、教頭１人が転入になります。教員は２人が転出、１人が退職で、それに伴い１人が転

入、１人が新採用となります。なお、上浦幌中央小学校は、学級編成基準により１人が定数減となり

ます。 

中学校の管理職は、浦幌中学校教頭１人が転出し、それに伴い１人が転入となり、上浦幌中学校は

学級編成基準により教頭１人が新たに配置されます。教員は３人が転出し、１人が転入、１人が新採

用となり、学級編成基準により浦幌中学校が1人定数減、上浦幌中学校に養護教諭１名が新たに配置さ

れます。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８号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第９号 招致外国語指導助手（ＡＬＴ）の任用について 

○水野教育長 日程第７ 報告第９号 招致外国語指導助手（ＡＬＴ）の任用についてを報告願います。

教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第９号 招致外国語指導助手（ＡＬＴ）の任用について。招致外国語指導助手

（ＡＬＴ）について、次の者を任用したので報告する。令和４年３月25日提出。浦幌町教育委員会教

育長。 

記 １ 任用者氏名等は、ブリナ・マッケイラ・ウイリアムス。国籍は、アメリカ合衆国、女性、生
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年月日は記載のとおりです。 契約期間は、令和４年３月４日から令和５年７月31日です。２ その他

としては、（１）任用者は「語学指導等を行う外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）」による派遣

であること。（２）契約期間は、１年毎の更新となり、勤務実績等を考慮の上、最長５年間まで再任

用が可能であること。（３）外国語指導助手の職務として、各小中学校の外国語授業の補助等を行う

ことが主な任用内容になります。以上で説明を終わります。 

○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 コロナでなかなか任用者がいなくて、ようやく任用者がいて安堵しているところです。今

小学校と中学校で週どのくらいの頻度で授業しているのか教えてください。 

○原口次長補佐 ただいまの質問ですが、ご報告させていただいたブリナ・マッケイラ・ウィリアムス

さんは小学校に行っていただこうかと思っております。これまでは、不在の期間だったので小学校は

配属されていない状態でした。中学校につきましては、週に浦幌中学校２回、上浦幌中学校２回とい

う割り当てで行っておりまして、４月からの時数は現在、学校と調整中でありますが、それぞれ５日

の内、４日間行ってもらう内容になっています。学校に行っている間は授業が入っていますで、各学

校、週に２回ＡＬＴが入った中で授業をしております。 

○背古委員 車の免許は上浦幌に通うのには大丈夫でしょうか。 

○原口次長補佐 免許は２人とも持っています。先に来たケイラが少しずつ慣らしていて、あまりにも

雪が降った日は浦幌中学校に入っていただいたり、調整してもらっていましたが、本当に危険な路面

以外の時は上浦幌にも行ってもらうような形にしています。今、自家用車も持っていますので、少し

ずつ練習しながら安全に配慮して自分たちで通えるようにしていただきたいと思っています。 

○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９号を終わります。 

 

■日程第８ 報告第10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８ 報告第10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10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４年３月25日

提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．申請件数１件、１世帯。２．認定件数１件、１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、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す。４．認定年月日、令和３年４月１日。５．認

定児童生徒数は、議案書に記載のとおりです。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10号を終わります。 
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■日程第９ 報告第11号 令和４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９ 報告第11号 令和４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11号 令和４年度準要保護児童生徒の認定等について。令和４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４年３月25

日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．申請件数19件、11世帯。２．認定件数17件、10世帯、うち入学前支給対象３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、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、17件でございます。４．認定年月日、令和４年

３月３日と令和４年４月１日。５．否認定件数、２件１世帯、６．否認定事由、浦幌町就学援助事務

取扱いに関する教育委員会規程第６条第２項に基づく認定倍率超過のため。７．否認定年月日、令和

４年４月１日。８．認定児童生徒数は、議案書13ページに記載のとおりです。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11号を終わります。 

 

■日程第10 報告第12号 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

○水野教育長 日程第10 報告第12号 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

を報告願います。教育次長。 

○熊谷教育次長 報告第12号 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について。令和３

年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果を次のように報告する。令和４年３月25日提出。浦幌

町教育委員会教育長。 

子供の体力等の状況を鑑み、子供の体力の状況把握・分析することで、体力向上の施策の成果と課

題を検証し、改善を図る目的で、令和３年４月から７月末までの期間、町内の全小・中学校の小学校

５年生と中学校２年生を対象に、実技に関する調査（８種目）と運動に対する意識や指導方法の取組

に関する質問紙調査を実施いたしました。 

本町で調査対象となったのは、小学校５年生２校２学級26人、中学校２年生２校２学級38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。 

16ページの「令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の「体格集計」をご覧ください。

小学校５年男子は、身長が全国及び北海道平均より高い141.61センチメートル。体重が全国及び北海

道平均より重い39.9キログラム。肥満及び痩身傾向の出現率では、高度から軽度を含めた肥満度は、

全国13.1％、全道19.6％に対して浦幌町30.0％。高度を含めた痩身度は、全国2.4％、全道1.9％に対

して浦幌町0％でした。小学校５年女子は、身長が全国及び全道平均より高い142.51センチメートル。

体重は全国平均及び全道平均より重い38.24キログラム。肥満及び痩身傾向の出現率では、高度から軽
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度を含めた肥満度は、全国8.9％、全道12.9％に対して浦幌町25.1％。高度を含めた痩身度は、全国

2.5％、全道2.4％に対して浦幌町0％でした。 

19ページの中学校２年男子は、身長が全国及び全道平均より高い162.74センチメートル。体重は全

国及び全道平均より重い57.74キログラム。肥満及び痩身傾向の出現率では、高度から軽度を含めた肥

満度は、全国10.0％、全道13.3％に対して浦幌町31.3％。高度を含めた痩身度は、全国3.0％、全道

3.0％に対して浦幌町0％でした。中学校２年女子は、身長が全国及び全道平均より高い155.31センチ

メートル。体重は全国及び全道平均より重い48.50キログラム。肥満及び痩身傾向の出現率では、高度

から軽度を含めた肥満度は、全国7.1％、全道8.8％に対して浦幌町10.6％。高度を含めた痩身度は、

全国3.5％、全道3.1％に対して浦幌町0％でした。 

17ページをご覧ください。本町全体の実技に関する調査結果は、一番上段の小学校５年生男子は、

握力が全国及び全道平均値を上回り、上体起こし、長座体前屈、20ｍシャトルラン、立ち幅とび、が

全国及び全道平均値を下回りました。 

18ページの小学校５年生女子は、握力、上体起こし、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立

ち幅とび、ソフトボール投げが全国及び全道平均値を上回り、長座体前屈は、全国平均、全道平均値

を下回りました。 

20ページの中学校２年生男子は、反復横とび、20ｍシャトルラン、ハンドボール投げの種目が全国

及び全道平均値を上回り、握力、上体起こし、長座体前屈は、全国平均、全道平均値を下回りました。 

21ページの中学校２年生女子は、握力、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ハンドボール投

げの種目が全国及び全道平均値を上回り、上体起こし、長座体前屈、反復横とびは、全国平均、全道

平均値を下回りました。 

国が定めた「全国体力・運動能力、運動習慣等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、町の広報誌

及びホームページ上に結果を掲載し公表します。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12号を終わります。 

 

 

■日程第11 議案第６号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部改正

について 

○水野教育長 日程第11 議案第６号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部

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６号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部改正につ

いて。浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則等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４年３月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

次のページの「浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則等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、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、年末年始の休日に関しては、従来から国や北海道等の休日と異なり、業務

の遂行に支障を来す場合があるとの指摘があったことから、令和３年２月に開催された十勝町村会定
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期総会において、年末年始の休日を12月29日から翌年の１月３日までに変更することについて協議が

行われ、積極的に進めていくことが全会一致で決定されました。 

これに伴い庁内において年末年始の休日の取扱いについて検討した結果、令和４年度から「12月29

日から翌年の１月３日まで」を年末年始の休日とすることが望ましいとの結論に達し、町の機関の執

務を原則として行わない休日を定めた浦幌町の休日を定める条例（平成29年浦幌町条例第１号）の改

正が行われたことから、年末年始の休館日及び使用期間に関する規定がある教育委員会規則について

も同様に改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、(１)は、休館日を「年末年始」とする規定を12月29日から翌年の１月３日

までの６日間に改めるもので、改める規則の条項は、①浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例

施行規則第５条第４号。②浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育委員会規則第４条第１項第３

号。③浦幌町立博物館の管理、運営等に関する教育委員会規則第４条第１項第３号です。 

(２)は、使用期間から除く期間を12月30日から翌年の１月５日までの７日間とする規定を12月29日

から翌年の１月３日までの６日間に改めるもので、改める規則の条項は、①浦幌町スポーツ活動施設

の設置及び管理等に関する条例施行規則別表第１です。 

３の施行期日は、令和４年４月１日から施行するものです。 

なお、新旧対照表は議案書25ページから26ページに記載していますのでご参照ください。 

以上で説明を終わります。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６号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部

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６号 浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条

例施行規則等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12 議案第７号 招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一部改正につ

いて 

○水野教育長 日程第12 議案第７号 招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一部改正

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７号 招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一部改正について。

招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会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４年３月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

次のページの「招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会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、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、外国語指導助手の勤務条件について、浦幌町の休日を定める条例に改正があ

ったことから、年末年始の休日期間の変更、及び一般財団法人自治体国際化協会が定める取扱いの休

暇制度に係る規定に改正があったことから、それに伴い招致外国語指導助手の任用に関する教育委員

会規則の一部改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、①は、12月31日から１月５日までとしていた年末年始の休日を「12月29日
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から翌年の１月３日まで日」とするものです（第11条第１項第２号）。②は、外国語指導助手本人の

特別休暇に「不妊治療のための休暇」と「配偶者出産休暇」と「配偶者育児参加のための休暇」を加

えるものです（第14条第１項第５号・第８号・第９号）。③は、女子の外国語指導助手の「産前休暇」

と「産後休暇」を無給から有給とするものです（第14条第１項第６号・７号）。④は、男子の外国語

指導助手の育児休暇を加えるものです（第14条第１項第10号）。⑤は、外国語指導助手の短期介護休

暇の配偶者等の負傷、疾病又は老齢による介護の期間に「２週間以上の期間にわたる」を加えるもの

です（第14条第１項第14号）。⑥は、外国語指導助手の介護休暇の取得する条件に、通算して93日の

範囲内の期間及び当該要介護者ごとに、３回を超えないことを加えるものです（第14条第１項第15

号）。⑦は、外国語指導助手の介護時間の取得する条件が、介護休暇開始予定日以降の在職期間取り

扱いを削除し、「在職期間１年以上である」と改めるものです。また、介護時間の取得時間について、

勤務時間から５時間45分を減じた残りの時間数とすることを加えるものです（第14条第１項第16号）。

⑧は、字句の整理を行うものです（第14条関係）。３の施行期日は、公布の日から施行するものです。

なお、新旧対照表は議案書31ページから34ページに記載していますのでご参照ください。以上で説明

を終わります。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７号 招致外国語指導助手の任用に関する教育委員会規則の一部改正

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７号 招致外国語指導助手の任用に関する教育委

員会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。 

 

■日程第13 議案第８号 浦幌町公民館処務規程の一部改正について 

○水野教育長 日程第13 議案第８号 浦幌町公民館処務規程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８号 浦幌町公民館処務規程の一部改正について。浦幌町公民館処務規程（昭

和59年浦幌町教育委員会規程第４号）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４

年３月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

 次のページの「浦幌町公民館処務規程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、

37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、年末年始の休日に関しては、従来から国や北海道等の休日と異なり、業務

の遂行に支障を来す場合があるとの指摘があったことから、令和３年２月に開催された十勝町村会定

期総会において、年末年始の休日を12月29日から翌年の１月３日までに変更することについて協議が

行われ、積極的に進めていくことが全会一致で決定されました。 

これに伴い庁内において年末年始の休日の取扱いについて検討した結果、令和４年度から「12月29

日から翌年の１月３日まで」を年末年始の休日とすることが望ましいとの結論に達し、町の機関の執

務を原則として行わない休日を定めた浦幌町の休日を定める条例（平成29年浦幌町条例第１号）の改

正が行われたことから、各公民館の館長が勤務を要しない日についても同様に改正を行うとともに、

館長が勤務を要しない日に「月曜日」が含まれていることから、現状に合わせて「月曜日」を勤務を
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要する日とするための改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、館長が勤務を要しない日から月曜日を削除し、12月31日から翌年の１月５

日までの６日間とする規定を12月29日から翌年の１月３日までの６日間に改めるものです。 

３の施行期日は、令和４年４月１日から施行するものです。新旧対照表は38ページに記載していま

すのでご参照願います。以上で説明を終わります。よろしくご審議願います。 

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８号 浦幌町公民館処務規程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８号 浦幌町公民館処務規程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14 議案第９号 浦幌町町費負担教員の任用について 

○水野教育長 日程第14 議案第９号 浦幌町町費負担教員の任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９号 浦幌町町費負担教員の任用について 

浦幌町町費負担教員の任用等に関する教育委員会規則（平成25年浦幌町教育委員会規則第１号）第

４条の規定に基づき、次のように任用する。令和４年３月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．配置校・氏名、浦幌町立上浦幌中学校、中村宏喜。生年月日は記載のとおりです。２．任

用期間、令和４年４月１日から令和５年３月31日まで。 

上浦幌中学校につきましては、少子化や人口減少などの影響により生徒数の減少が進み、令和４年

度についても単式学級とならず、1学年と２学年が複式学級になります。 

これにより、令和元年度から道費負担教諭が削減され、令和４年度も引き続き削減されることから、

学校経営の全般に影響を及ぼすため、これらの対応として中村宏喜氏を町費負担教員として任用した

いので、よろしくご審議願います。以上で説明を終わります。 

○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、議案第９号 浦幌町町費負担教員の任用については、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９号 浦幌町町費負担教員の任用については、原

案のとおり可決されました。 

 

■日程第15 議案第10号 浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用について 

○水野教育長 日程第15 議案第10号 浦幌町立中学校の心の教室相談員の任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10号 浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用について。浦幌町立中学校の心
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の教室相談員の配置に関する教育委員会規程（平成17年浦幌町教育委員会訓令第２号）第５条第２項

の規定に基づき、浦幌町立中学校に配置する心の教室相談員に次の者を任用する。令和４年３月25日

提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．配置校・氏名、浦幌町立浦幌中学校、阿部公良、生年月日は記載のとおりです。２．任用

期間、令和４年４月１日から令和５年３月31日まで。 

中学校に配置しております心の教室相談員として、浦幌中学校に阿部公良氏を再任し、令和４年度

も１年間任用する内容でございます。当該校からも今年度と同じ方を再任でお願いしたいという強い

意向を受けておりますことを申し添えます。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10号 浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用については、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10号 浦幌町立中学校の心の教室相談員の任用に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第16 議案第11号 浦幌町公民館長の任命について 

○水野教育長 日程第16 議案第11号 浦幌町公民館長の任命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11号 浦幌町公民館長の任命について。社会教育法（昭和24年法律第207号）第

28条の規定に基づき、浦幌町公民館長を次の者に任命する。令和４年３月25日提出。浦幌町教育委員

会教育長。 

記 １．職名・氏名、上浦幌公民館長、新谷一信。吉野公民館長、道政 剛。厚内公民館長、佐藤

芳雄。なお、生年月日は記載のとおりです。２．任用期間、令和４年４月１日から令和５年３月31日

までで、上浦幌公民館長及び厚内公民館長は新任でございます。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11号 浦幌町公民館長の任命については、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11号 浦幌町公民館長の任命については、原案の

とおり可決されました。 

 

■日程第17 議案第12号 浦幌町学校開放主事の任命について 

○水野教育長 日程第17 議案第12号 浦幌町学校開放主事の任命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12号 浦幌町学校開放主事の任命について。浦幌町学校教育施設開放に関する

教育委員会規則（昭和51年浦幌町教育委員会規則第２号）第３条第２項の規定に基づき、浦幌町学校
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開放主事を次の者に任命する。令和４年３月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．配置校・氏名、浦幌町立上浦幌中央小学校、片山満夫。２．任用期間、令和４年４月１日

から令和５年３月31日まででございます。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12号 浦幌町学校開放主事の任命については、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12号 浦幌町学校開放主事の任命については、原

案のとおり可決されました。 

 

■日程第18 議案第13号 浦幌町スポーツ推進委員の委嘱について 

○水野教育長 日程第18 議案第13号 浦幌町スポーツ推進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13号 浦幌町スポーツ推進委員の委嘱について。スポーツ基本法（平成23年法

律第78号）第32条第１項の規定に基づき、浦幌町スポーツ推進委員を次の者に委嘱する。令和４年３

月25日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

浦幌町スポーツ推進委員の委嘱につきましては、令和４年４月19日に任期満了となることから、議

案書に記載の再任11人、新任1人の合計12人を委嘱するものです。 

なお、任期は、令和４年４月20日から令和６年４月19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13号 浦幌町スポーツ推進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13号 浦幌町スポーツ推進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４年４月の行事予定については、議案書44ページから45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。 

○背古委員 浦幌の公設民営塾について、新年度になるということで検討に入るということで聞いてい

ましたが、親の意見としては、現状で必要ないという親もいれば、帯広に塾に通っていて負担がある

のであればいいという意見もありますが、進展があればお聞きしたいのでお願いします。 

○熊谷教育次長 公設民営塾につきましては、浦幌町教育振興基本計画に公設民営塾の開設ということ

をうたっています。しかしその開設というのは長期休業期間の公設民営塾の開設ということで、夏休

みと冬休みは学習サポートを期間は３日間ということですが、それぞれ、コロナがまん延する前は、
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学校の先生方を含め、中央公民館に集まって実施していましたが、コロナが流行してからは各学校で

実施している内容であります。そのような内容でありますので、今現在で教育委員会としては、公設

民営塾というのは、足りないという声もあるかもしれませんが、学習サポートの中でまかなえている

ものと判断しております。 

○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。 

○杉山委員 給食のことについて、昨日の新聞とかでもスクールバスの燃料が高いですとか値上がりの

話がでているんですけど、給食費についてもいろいろな部分で高騰しているところがあると思います

が、浦幌町としては、食育の部分や健康な身体づくりという部分に力を入れようということで無料に

していると思いますけど、今後、予算から出たとしても、子ども達の成長に合わせたカロリーベース

に合わせた給食を作っていただきたいというお願いでした。 

○諸澤次長補佐 今年から給食の内容につきましては、なるべく地元の食材を使いたいということで栄

養教諭とも話をしております。６月頃から従来であれば９月から11月頃までみのり給食ということで

３か月間の短期間で集中して地元のものを使っていたんですけど、農協の雪氷施設がありますので、

根野菜についてはおおむね年間通して供給できています。今挑戦しているのは葉野菜で今年度に入っ

てからかなり多く活用しております。その成果としましては、フードマイレージといいまして、地元

に近い生産者から買うということで、移送に伴うＣＯ２の削減もそうですが、顔の見える給食という

ことで生産者がどういう人ですよということも給食だよりに載せております。 

合わせて今年は、水産業者から水産品を多く提供いただいたのでかなり予算は抑えられましたので、

令和４年度もさらに進めていきたいと考えております。 

○杉山委員 いろいろと努力いただいてありがとうございます。 

○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、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３回定例教育委員会を閉会します。 

 

 


