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令和４年第２回定例教育委員会 

 

令和４年２月２４日（木曜日） 

開会 午後 ４時３０分 

閉会 午後 ５時２０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３号 諸般の報告 

日程第４ 報告第４号 令和４年第１回町議会臨時会の結果について 

日程第５ 議案第１号 令和４年度浦幌町教育行政執行方針について 

日程第６ 議案第２号 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における浦幌町立学

校職員の在宅勤務実施要領の一部改正について 

日程第７ 議案第３号 令和３年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定について 

日程第８ 議案第４号 令和３年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者の決定について 

日程第９ 議案第５号 令和３年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞等の受賞者の決定について 

日程第10 了解第２号 令和３年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）について 

その他  (１) 令和４年３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、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３０分 

 

■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２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３号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第３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３号 諸般の報告。令和４年１月26日から令和４年２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４年２月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年１月26日から令和４年２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３号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第４号 令和４年第１回町議会臨時会の結果について 

○水野教育長 日程第４ 報告第４号 令和４年第１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４号 令和４年第１回町議会臨時会の結果について。令和４年第１回町議会臨

時会の結果を次のように報告する。令和４年２月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第１回町議会臨時会は、１月25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、

町長提出の承認１件、一般会計補正予算１件でございました。 

行政報告２件は、「職員の業務中における車両横転事故について」と「新型コロナウイルス感染症
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のワクチン追加接種（３回目）の実施について」の報告で、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。 

なお、教育委員会関連議案は、総合スポーツセンター給湯ボイラー及び床暖房修繕料として711千円

を追加補正しました。 

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４号を終わります。 

 

■日程第５ 議案第１号 令和４年度浦幌町教育行政執行方針について 

○水野教育長 日程第５ 議案第１号 令和４年度浦幌町教育行政執行方針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１号 令和４年度浦幌町教育行政執行方針について 令和４年度浦幌町教育行

政執行方針は別紙のとおりとする。令和４年2月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

議案書別紙の朗読を省略し、概要について申し上げます。 

浦幌町では、「自立」と「協働」の教育理念を掲げ、小中一貫コミュニティ・スクール機能の充実

と地域学校協働活動の推進に取り組み、地域総ぐるみで子どもたちにふるさとを愛する心を育むとと

もに、持続可能な教育環境整備を図り、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現させ、確かな

学力に基づいた「生きる力」を育成していきます。 

また、総合教育会議等を通じて、町長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り、「主体的・対話的で

深い学び」の視点に立って教育活動を展開し、「社会に開かれた地域とともにある学校づくり」及び

「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を進めていきます。 

学校教育では、「社会に開かれた教育課程」の実現を図るため、浦幌町小中一貫コミュニティ・ス

クール事業推進目標を「つながりの再構築」とし、学校運営協議会等において、学校と家庭・地域が

熟議を通して、相互に連携・協働しながら地域とともにある学校づくりを推進します。 

安全教育・防災教育については、危機管理マニュアルの点検・見直しを行い、交通安全の徹底に向

けた指導や、各学校において１日防災学校を実施するとともに、浦幌町通学路交通安全プログラムに

基づき、各関係機関と合同で危険箇所の点検や確認を行い、児童生徒が安全に通学できるよう、通学

路の安全確保に引き続き取り組みます。 

確かな学力では、各学校で実施した全国学力・学習状況調査等を活用した検証改善サイクルに基づ

き、小中及びこども園等合同の研修会や乗り入れ授業等を実施するほか、家庭学習や放課後及び長期

休業期間中の学習サポートの充実を図ります。また、地域総ぐるみで「早寝・早起き・朝ごはん（あ

いさつ・ノーテレビデー）運動」を継続するとともに、「スマホ・ゲーム機使用のルール」に基づき

生活リズムの改善に取り組みます。「朝読・家読」運動、「うらほろリレー家読」運動などの取組等

について「教育の日実践交流会」などで成果を交流します。 

学校のＩＣＴ環境整備について、児童生徒１人１台に配備したタブレット型パソコンの授業におけ

る効果的な活用方法を検証し、情報活用能力の育成を図るとともに、家庭でのオンライン学習に向け

た教育活動の検討を行います。 

小学校で教科化された外国語等については、外国語指導助手（ＡＬＴ）の２名体制を継続し、グロ
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ーバルな児童生徒の育成に努めます。 

豊かな心では、命の大切さ、人を思いやる心の育成を推進し、「考え、議論する道徳」を要とした

組織的な授業改善の推進に努めます。 

生徒指導については、「浦幌町いじめ防止対策基本方針」を柱に、「学校いじめ防止基本方針」に

よるいじめの未然防止、早期発見・早期解消等に努めます。 

健やかな体では、児童生徒が体力の向上を実感し、自己肯定感や達成感を保護者と共有していく組

織的な体力向上の取組を進めます。新型コロナウイルス感染症に備えた適切な対応を行うため、「学

校の新しい生活様式」の徹底等を図り、安全・安心な学習・生活環境の確保に向けた取組を実施して

いきます。 

学校給食センターでは、地場産食材の活用を通じて食育を推進し、「浦幌みのり給食」の実施と学

校給食の無料化を継続していきます。 

資質の向上と組織の活性化では、教職員の服務規律の徹底や資質の向上、学校組織の活性化に努め

ます。 

統合型校務支援システムの活用や、浦幌町アクション・プランに基づいた学校における働き方改革

を着実に進めていきます。 

教育環境の整備では、各学校のWi－Fi環境の充実に向けた整備、浦幌小学校体育館トイレ改修工事、

浦幌小学校教員住宅建替工事などの整備を行います。 

次に社会教育については、「第９期浦幌町社会教育中期計画」を基盤とし、主体的に学べる社会教

育・生涯学習の充実に努めます。 

地域学校協働本部とコミュニティ・スクールが連携・協働しながら、「ひとづくり、つながりづく

り、地域づくり」の担い手育成に努め、地域教育力の向上を目指します。 

各公民館は、地域の生涯学習拠点として、引き続き新型コロナウイルス感染症に配慮しながら、公

民館まつりや文化祭、文化週間等各種事業と、ＩＣＴを活用した、「うらほろ」らしい生涯学習の推

進に努めます。 

公民館の整備については、厚内公民館の屋根及び玄関等の改修工事を実施し、高齢者などに配慮し

た利用しやすい施設整備を進めます。 

家庭教育については、「子育て出前ミニ講座」、「親子ふれあい講演」を開催し、学習機会や情報

交換の充実に努め、「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動」を推進します。 

少年教育については、子ども居場所づくり事業や通楽（学）合宿を実施するとともに、「浦幌町子

どもの読書活動推進計画」に基づいた読書活動や、「浦幌町教育の日」における「スマホ・ゲーム機

使用のルール」宣言を推進します。 

高齢者教育については、学校や地域と連携・協働した世代間交流を促進することで高齢者の経験や

知識を伝承し、高齢者が生きがいを持って生活できる環境を作るため、寿大学を継続しながら、多様

な学習・交流の機会を提供していきます。 

図書館事業については、読書感想文コンクールを継続し、子どもが本に親しむ機会をつくることで

読書習慣の確立を図るとともに、親子で楽しみながら読書に親しむことができる図書館運営に努めま

す。 

博物館事業については、博物館の基本機能を明確化するため、博物館法にもとづく登録博物館とす

るための手続きを進めます。町内に点在する各種文化財について調査・研究と新規文化財指定を推進
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するとともに、教材化や文化資源としての有効活用を図ります。アイヌ文化については、先住民族の

歴史と文化を発信する事業の充実のため、関連する団体や大学・博物館等研究機関と連携して充実を

図ります。 

スポーツの振興については、スポーツ活動に参加し、地域の人達とのコミュニケーション能力を育

むため、障がいの有無に関わらず誰もが気軽に参加できる教室を開催するなど、公平かつ質の高い生

涯スポーツの振興を目指します。 

総合スポーツセンター等の指定管理者制度を導入した施設は、効率的かつ効果的な運営により、更

なる住民サービスの向上を図ります。体育施設の整備については、スイミングプール更衣室床張替及

び屋根防水改修工事、健康公園ザイルクライミングワイヤー保護修繕を行い、利用者への安全と安心

を確保しながら持続可能な機能の充実に努めます。 

以上で概要の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。 

○水野教育長 ３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。 

○背古委員 学校のＩＣＴ整備について、今年から児童一人ひとりにタブレットを持たせたということ

で、新しい取り組みの中で児童がどのような感じで授業を受けられているのかということと、現場が

それに対応して教育を行っているのかをお聞きしたいのと、学校訪問の際にWi-Fi環境があまり良くな

くて、電波が届かなくて使えなかったりとか、上浦幌中学校の音楽の授業中に流していた音楽が途中

で切れてしまったりということが実際にあったもですから、今後、Wi-Fiの環境整備をするということ

も期待されていましたが、そういったことも解消されるのかどうかをお聞きしたいです。 

○原口次長補佐 ただいまの質問ですが、学校のＩＣＴ環境・タブレットということで、導入して日に

ちも経過しておりますので、学校ではかなり使う頻度も増えてきていますし、そういった中で、使う

アプリケーションソフトも先生方でいろいろと探して、各学校の方で使いたいものを言っていただい

ていて、無料のものであったり有料のものであったりという部分で予算の範囲内で新しいソフトを入

れていっております。 

実際に、将来的に家庭で活用という部分で、今はコロナ禍における臨時休業中の対応ということで、

考えておりますけれども、将来的には家庭において活用していくということも視野に入れて、学校の

方は家庭で通信環境のテストをやっていただいたり、教育委員会としましても、校内で使っているア

プリケーションが持ち出して使えるものであったり使えないものであったりというのもありますので、

学校の方と協議しながら、もし、家庭に持ち帰ってオンラインで学習するといったときに対応できる

ようなものも、検討していっていますので、当初導入したときより着実にタブレットを使った授業支

援ということは進んでいると考えております。 

Wi-Fi環境についてですが、おっしゃるとおり通信が悪いところがありまして、正直難しいところが

あって、設置したときは理論的に通じるということで設定しております。ただ、そのときの使う台数

の他に通信線なので外に出てからの帯域の圧迫ということもありますので、日によって使えないから

そこが使えないのかというと使える日もあるということがありますので、今年度いろいろな情報を学

校の方から集約しまして、後ほどの新年度予算の方にもでてきますが、Wi-Fi機器の増設ということで

今ついているWi-Fi機器から弱いところを最終的に精査しまして、そこのWi-Fiから新たに引っ張って

弱いところを補充していくということを新年度から実施していこうと考えております。 

ただ、機械も安いものではないので、一気にはできないので、徐々に機械なのか通信環境なのかと
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いうころを見極めた中で、機械が弱いということであれば、機器の増設といったことをやっていくこ

とで計画しております。 

○背古委員 ありがとうございます。小学生のタブレットを使って、自己紹介を作ってといったことを

やっているのを見たものですから、子ども達は、対応が早くて、すぐに動いていくということがあり

ますので、せっかくこのような一人一台という恵まれた環境の中で十分に使えるように今後もお願い

したいと思います。 

○杉山委員 豊かな心の部分で、生きる力を育む上で道徳の部分はとても大変だなと思います。人づく

りですとか命の大切さを教えていくことは、先生にとっても難しいことだと思います。 

その中で、道徳教育推進教師を中心とした指導体制を確立していきたいとありますが、これは、専

門的な分野で学ばれてきた方がそれぞれの教師の皆さんを指導していくということなのか、それとも

研修してきた先生方を中心として形を作っていきたいという部分の指導なのか教えていただきたいで

す。 

○水野教育長 道徳教育推進教師というのは、新しく教科となった道徳でありますから、昔のような道

徳ではないので、まず、管内の道徳教育推進協議会の研修会に参加しながら道徳の授業をどうしてい

くのかということで、各学校から１人ずつ道徳教育推進教師を集めて、道徳の授業をこう進めていく

といった、授業の進め方であったり、評価の仕方であったり、それを研修して学校に返して学校で道

徳の授業づくり・評価づくりを進めていく、そういった教員でありますので、特別道徳に秀でている

とかそういったことではなくて、目指すものであったり評価であったりを研修して学校で広めるとい

ったことであります。 

○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、議案第１号 令和４年度浦幌町教育行政執行方針については、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１号 令和４年度浦幌町教育行政執行方針につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第６ 議案第２号 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における浦

幌町立学校職員の在宅勤務実施要領の一部改正について 

○水野教育長 日程第６ 議案第２号 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等におけ

る浦幌町立学校職員の在宅勤務実施要領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２号 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における浦幌町

立学校職員の在宅勤務実施要領の一部改正について。 

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における浦幌町立学校職員の在宅勤務実施要領

（令和２年浦幌町教育委員会訓令第３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２月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

 ６ページから11ページの「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等における浦幌町立
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学校職員の在宅勤務実施要領の一部を改正する訓令」については、条文の朗読を省略し12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、新型コロナウイルス感染症対策のために実施する在宅勤務の対象となる職員

を追加するとともに、在宅勤務を実施する職員がパソコン等の端末の持ち帰りをする場合の使用及び

管理について端末の種類に応じて規定するため、本教育委員会訓令の一部改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、①在宅勤務の対象職員に「新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休業とな

った学校の職員」及び「新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者とされた職員及び濃厚接触者と

同居する職員」を加えるものです。（第２条） 

②自宅に持ち帰ることができる端末を「校務系端末」と「指導者用端末」に区分し、持ち出しをする際

の申請様式（別記様式第３号）を定めるものです。（第９条第２項） 

③端末を持ち帰る場合に浦幌町立義務教育学校の校務用コンピュータの運用に関する規定（平成21年浦

幌町教育委員会訓令第４号）その他関係規程を遵守するものとします。（第９条第３項） 

④校務系端末を持ち帰る場合、校長の承認を得たときは、在宅勤務の実施に必要な最小限の電子データ

を保存することができるものとし、当該電子データにはパスワード設定又は暗号化等の処理を行わな

ければならないものとします。また、個人所有の外部記録媒体及び通信機器を接続してはならないも

のとします。（第９条第４項） 

⑤指導者用端末を持ち帰る場合、個人所有の外部記録媒体は接続してはならないものとし、個人所有の

通信機器については、必要に応じ、接続することができるものとします。（第９条第５項） 

⑥情報資産に関する障害及び事故が発生した場合の報告様式（別記様式第４号）を定めるものです。

（第９条第７項） 

３の施行期日は公表の日から施行するものです。 

なお、新旧対照表は13ページから14ページに記載のとおりですので、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２号 新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間等におけ

る浦幌町立学校職員の在宅勤務実施要領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２号 新型コロナウイルス感染症対策のための臨

時休業期間等における浦幌町立学校職員の在宅勤務実施要領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７ 議案第３号 令和３年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定について 

○水野教育長 日程第７ 議案第３号 令和３年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定についてを議

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３号 令和３年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定について。 

浦幌町教育功績者表彰規程（昭和56年浦幌町教育委員会規程第２号）第３条の規定に基づき、令和

３年度の受賞者を別紙のとおり決定する。 

令和４年２月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 
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本年度の教育功績者表彰には、４人の方の推薦がありました。規程第３条第３号のPTA会長及び役員

として多年在籍し、その功績が顕著な該当候補者は、現在、上浦幌学園PTA会長の香川祐輔さん。 

規程第３条第５号の学校教育又は社会教育・体育に尽くした功績顕著な該当候補者は、現在、浦幌

町立学校給食センター運営委員会委員長の髙田勝基さん。浦幌町公民館運営審議会委員の小野木博子

さん。教育振興資金として100万円を寄附された株式会社 栄進土木工業 代表取締役 堀井 潔さんで

ございます。 

それぞれの推薦理由は、記載のとおりでございます。 

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３号 令和３年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者の決定については、

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３号 令和３年度浦幌町教育功績者表彰の受賞者

の決定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第８ 議案第４号 令和３年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者の決定について 

○水野教育長 日程第８ 議案第４号 令和３年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者の決定につい

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４号 令和３年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者の決定について。浦幌

町文化賞条例（昭和41年浦幌町条例第46号）第６条及び浦幌町スポーツ賞規則（昭和54年浦幌町教育

委員会規則第２号）第８条の規定に基づき、令和３年度の受賞者を浦幌町文化賞審議会及び浦幌町ス

ポーツ賞審議会答申のとおり決定する。令和４年２月24日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

今年度の表彰者として推薦があったのは、文化奨励賞が２個人、スポーツ最優秀選手賞が３個人、

スポーツ優秀選手賞が３個人でございました。 

審議会は、新型コロナウイルス感染症防止対策により書面会議とし、推薦のありました方々につい

て審議いただきました。 

文化奨励賞では、うらほろサロンコーラスの代表を平成５年から今日まで29年の長きにわたり務め、

事業の継承と合唱の普及発展に尽力している井下まさのさん。「茶道表千家乙女会」を結成し、会長

として町文化祭をはじめ、地域文化の向上発展に寄与するとともに茶道の普及と継承に努めている背

古京子さん。 

スポーツ最優秀選手賞では、第16回全国高等学校選抜アイスホッケー大会で優勝するなどの事績を

残した、武修館高等学校の村瀬鼓太郎さん。第103回全国高等学校野球選手権大会に4番1塁手で出場し

活躍した帯広農業高等学校の干場雄心さん。道新旗 第16回北海道女子サッカーリーグ兼皇后杯ＪＦ

Ａ第43回全日本女子サッカー選手権大会北海道大会で優勝するなどの事績を残した、北海道文教大学

附属高等学校の澤野帆乃佳さん。 

スポーツ優秀選手賞では、第29回北海道陸上競技フェスティバル帯広会場兼秋季陸上競技記録会第

１戦 男子走幅跳   で優勝した、玉置真希斗さん。第74回十勝高等学校陸上競技選手権大会兼第74

回北海道高等学校陸上競技選手権大会十勝支部予選会 女子三段跳で優勝した、帯広農業高等学校の玉
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置まことさん。春季サーキット陸上競技大会第１戦 男子砲丸投げ  第１位、円盤投げ第１位の事績

を残した、帯広農業高等学校の廣川湧太さんが、それぞれ表彰することに決定しました。 

以上のように審議会から答申がありましたので、令和３年度受賞者について審議会答申に基づき決

定くださいますようお願いいたします。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４号 令和３年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の受賞者の決定につい

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４号 令和３年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等の

受賞者の決定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第９ 議案第５号 令和３年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の受賞者の決定につ

いて 

○水野教育長 日程第９ 議案第５号 令和３年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の受賞者の決定

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５号 令和３年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の受賞者の決定について。

浦幌町少年文化賞・スポーツ賞表彰規程（昭和56年浦幌町教育委員会規程第１号）第７条の規定に基

づき、令和３年度の受賞者を浦幌町学校長会答申のとおり決定する。令和４年２月24日提出。浦幌町

教育委員会教育長。 

本表彰は、少年文化の向上及びスポーツの普及振興に関し特に事績の顕著な小中学生を対象に毎年

度表彰しているところですが、少年文化賞では、浦幌小学校の髙田実愛さん。上浦幌中央小学校３年

生の団体で朝日脩斗さん、小島彩楽さん、砂原海里さん、関口亜湖さん、森 颯乃辰さん。上浦幌中

央小学校の個人で砂原海里さん、伊場笑生さん。 

浦幌中学校の坂下結奈さん、関 春奈さん。上浦幌中学校の佐藤奈津美さん。上浦幌中学校１年A組

の団体で松村 航さん、大西 佑奈さん、岡田伶奈さん、関口梨恋さん。上浦幌中学校２年A組の団体

で竹田星愛さん、佐藤奈津美さん、関口 心さん、古川智大さんの６個人、３団体について、表彰基

準に合致している旨、学校長会から答申がありました。 

また、少年スポーツ賞では浦幌小学校の久保世翔さん、岩渕夕希さん。浦幌アイスホッケー少年団

として阿部衣咲さん、伊藤 杏奈さん、山﨑拓実さん、田村洸翔さん、村瀬桜子さん。上浦幌中央小

学校の伊場笑生さん、伊場奏太さん、山内咲耶さん。浦幌中学校の浅利香南さん、石田正龍さん。浦

幌中学校アイスホッケー部として杉江真歩さん、木村柚稀さん、関 椋太さんの７個人、２団体につ

いて、表彰基準に合致している旨、校長会から答申がありましたので、令和３年度受賞者について校

長会答申に基づき決定くださいますようお願いいたします。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５号 令和３年度浦幌町少年文化賞・少年スポーツ賞の受賞者の決定

については、可決することにご異議ありませんか。 
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（「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５号 令和３年度浦幌町少年文化賞・少年スポー

ツ賞の受賞者の決定については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第10 了解第２号 令和４年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）について 

○水野教育長 日程第10 了解第２号 令和４年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）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 了解第２号 令和４年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）について。令和４年第１

回町議会定例会に提出される令和４年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）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29条の規定に基づき、町長から当教育委員会

の意見を求められたときは、教育長において処理することを了解する。令和４年２月24日提出。浦幌

町教育委員会教育長。 

予算概要について申し上げます。別冊資料の令和４年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）をご覧

願います。 

１ページになりますが、令和４年度浦幌町一般会計予算案の歳入歳出予算の総額は、前年度当初予

算より572,000千円増の6,985,000千円となりました。 

２ページをご覧ください。歳出の教育費総額は、692,113千円で、前年度当初予算より6,212千円増

となりました。その内訳は、教育総務費が55,901千円。小学校費が158,912千円。中学校費が150,612

千円。社会教育費が151,016千円。保健体育費が175,672千円でございます。 

主な歳入について申し上げます。３ページをご覧ください。12款分担金及び負担金、２項負担金、

４目教育費負担金18,191千円。これは児童生徒等の学校給食費負担金でございます。４ページをご覧

ください。13款使用料及び手数料、１項使用料、６目教育使用料425千円は、社会教育施設、保健体育

施設使用料でございます。６ページをご覧ください。14款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費

国庫補助金168千円は、要保護児童生徒援助費等国庫補助金でございます。７ページをご覧ください。

16款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、２節教員住宅貸付収入4,602千円は、教員住宅

の貸付収入でございます。 

次に、歳出についてですが、10ページをご覧ください。２款総務費、１項総務管理費、11目はたち

の集い事業費、236千円は、令和4年4月1日施行の民法改正により、成人式から名称を変更した、「は

たちの集い」の開催に要する費用でございます。12ページをご覧ください。13目諸費の18節負担金補

助及び交付金で、高等学校生徒遠距離通学費等補助金1,060千円は、準要保護世帯の高校生に係る通学

費等を補助するもので、高等学校等就学費補助金2,610千円は、生徒１人当たり年額３万円を補助する

もので対象者は87人です。13ページをご覧ください。10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会

費2,534千円は、教育委員の報酬・費用弁償など教育委員会の運営に要する経費でございます。14ペー

ジをご覧ください。２目事務局費53,367千円は、事務局職員の人件費、各種負担金、「浦幌町教育の

日」推進のための経費のほか、小中一貫コミュニティ・スクール事業経費として学校運営協議会委員

等謝金及び推進交付金など計上しています。15ページをご覧ください。２項小学校費、１目学校管理

費130,548千円は、小学校２校の管理運営経費と施設維持のための経費で、教育用コンピュータ等借上

料などを計上しています。16ページをご覧ください。２目教育振興費16,148千円は、小学校２校の教

育振興の事業委託や関係団体への事業支援に要する経費で、学校給食費補助金などを計上しています。
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17ページをご覧ください。３目特別支援教育振興費9,017千円は、特別支援教育推進のための事業費と

特別支援学級の開設に要する経費を計上しています。４目簡易水泳プール管理費426千円は、上浦幌中

央小学校に設置しております学校プールの維持管理に要する経費を計上しています。18ページをご覧

ください。５目学校保健費2,773千円は、小・中学校の児童・生徒及び教職員の健康診断等に要する経

費を計上しています。同じく18ページ、３項中学校費、１目学校管理費75,077千円は、中学校２校の

管理運営経費と施設維持のための経費で、教育用コンピュータ等借上料などを計上しています。20ペ

ージをご覧ください。２目教育振興費19,133千円は、中学校２校の教育振興のための教材購入や関係

団体等への事業支援に要する経費、対外競技出場交付金及び外国語指導助手２名の配置に要する経費

のほか学校給食費補助金などを計上しています。21ページをご覧ください。３目特別支援教育振興費

1,838千円は、特別支援教育推進のための事業費と特別支援学級の開設に要する経費を計上しています。

同じく21ページ、４目スクールバス管理費54,564千円は、スクールバス７路線に係る人件費及び運行

管理費で、登下校及び校外活動に係るスクールバスの運行経費を計上しています。22ページをご覧く

ださい。４項社会教育費、１目社会教育総務費46,949千円は、人件費や各種負担金・補助金を計上し

ています。23ページをご覧ください。２目公民館運営費46,736千円は、４公民館の管理運営と施設維

持に要する経費を計上しています。24ページをご覧ください。３目博物館費4,176千円は、博物館の企

画展や資料収集及び保存などの管理運営に要する経費を計上しています。25ページをご覧ください。

４目高齢者学級開設費345千円は、各公民館で開設しています４寿大学の運営経費を計上しています。

同じく25ページ、５目青少年教育費2,284千円は、少年リーダー養成講習会活動奨励補助金、子ども文

化鑑賞会の開催経費などを計上しています。26ページをご覧ください。６目家庭教育学級開設費120千

円は、浦幌小学校と上浦幌中央小学校の校下に開設されている家庭教育学級２学級の運営に要する経

費を計上しています。同じく26ページ、７目図書館管理費50,406千円は、図書館の管理運営及び教育

文化センターの維持管理に要する経費で、図書購入費などを計上しています。27ページをご覧くださ

い。５項保健体育費、１目社会体育総務費11,363千円は、スポーツ推進委員の報酬・費用弁償ほか職

員の人件費や各種負担金及び補助金を計上しています。28ページをご覧ください。２目社会体育施設

費87,046千円は、浦幌パークゴルフ場外３パークゴルフ場、総合スポーツセンター及び周辺施設の指

定管理委託料など、町内体育施設の維持管理経費を計上しております。29ページをご覧ください。３

目給食センター管理費77,263千円は、学校給食センターの業務運営に係る経費を計上しています。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、了解第２号 令和４年度浦幌町一般会計予算（教育費関係）については、町

長から当教育委員会の意見を求められたときは、教育長において処理することを了解することで、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、了解第２号 令和４年度浦幌町一般会計予算（教育費関

係）については、原案のとおり了解されました。 

 

■その他 

○水野教育長 それでは、「その他」に入ります。教育次長。 
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○熊谷教育次長 （１）令和４年３月の行事予定については、議案書26ページから28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。 

（「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２回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後５時２０分 


