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令和４年第４回定例教育委員会 

 

令和４年４月２６日（火曜日） 

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13号 諸般の報告 

日程第４ 報告第14号 浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について 

日程第５ 報告第15号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について 

日程第６ 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用について 

日程第７ 報告第17号 令和４年度小・中学校の学級編制について 

日程第８ 報告第18号 令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

日程第９ 報告第19号 区域外就学の承諾について 

日程第10 報告第20号 令和３年度社会教育・体育施設等の利用状況について 

日程第11 報告第21号 指定寄附の採納について 

日程第12 議案第14号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について（補欠） 

日程第13 議案第15号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について 

日程第14 議案第16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15 議案第17号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について（補欠） 

その他  (１) 令和４年５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）          佐 藤   亘 

参事（中央公民館長、社会体育係長）        高 橋   真 

教育次長補佐（給食センター所長）         諸 澤   晃 

教育次長補佐（総務係長、学校教育係長）      原 口 康 紀 

博物館係長                    持 田   誠 

図書館係長                    熊 谷 晴 裕 

 

〇記録員 

    総務係主事                    野 口 佳 生 

 

開会 午後４時 
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■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４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13号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第13号 諸般の報告を報告願います。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第13号 諸般の報告。令和４年３月25日から令和４年４月25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４月26日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年３月25日から令和４年４月25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13号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第14号 浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について 

〇水野教育長 日程第４ 報告第14号 浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について を報告願います。

教育次長。 

〇佐藤教育次長 報告第14号 浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について。浦幌町立小学校及び中学校

における学校運営協議会の設置に関する教育委員会規則（平成27年浦幌町教育委員会規則第２号）第

４条第１項の規定に基づき、浦幌町立学校運営協議会委員の委嘱について、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長が専決し、次の者を令和４年４月８日付け及び令和４年４月14日付けで委嘱し

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４月26日提出。浦幌町教育委員会教

育長。 
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学校運営協議会委員の委嘱につきましては、今月中に学校運営協議会委員会を開催する必要があっ

たため、令和４年４月８日付け及び令和４年４月14日付けで委嘱したので、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２号に規定する付属機関等の委員の

委嘱に関する事務に当たりますので、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、各学校運営協議会委員は、議案に記載のとおりの各小中学校長から推薦があった28人と各小

中学校長４人の合計32人で、任期は、浦幌小学校・浦幌中学校が令和４年４月14日から令和５年４月

13日まで、上浦幌中央小学校・上浦幌中学校が令和４年４月８日から令和５年４月７日までの１年間

でございます。以上で報告を終わります。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、報告第14号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第15号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について 

〇水野教育長 日程第５ 報告第15号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について を報告願

います。教育次長。 

〇佐藤教育次長 報告第15号 浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について。浦幌町小中一貫ＣＳ

推進協議会設置に関する教育委員会規程（平成25年浦幌町教育委員会訓令第１号）第３条の規定に基

づき、浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱について、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

教育長が専決し、次の者を令和４年４月25日付けで委嘱したので、同規則第２条第３項の規定に基づ

き報告する。令和４年４月26日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

 令和４年３月31日をもって任期満了となりました、浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員の委嘱につ

きましては、４月25日に浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会を開催したことから、令和４年４月25日付け

で委嘱する必要がありましたので、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２号に規定する付属機関等の委員の委嘱に関する事務に当たりますので、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、浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会委員は、議案に記載のとおり、教育長の他、小・中学校長４

人、小・中学校教諭等９人、公民館長１人の計15人で、任期は、令和４年４月25日から令和５年３月

31日まででございます。以上で報告を終わります。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、報告第15号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用について 

〇水野教育長 日程第６ 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用について を報

告願います。教育次長。 

〇佐藤教育次長 報告第16号 浦幌町立小中学校の特別支援教育支援員の任用について。浦幌町立小中学
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校の特別支援教育支援員の配置に関する教育委員会規程（平成20年浦幌町教育委員会訓令第１号）第

４条第２項の規定に基づく特別支援教育支援員の任用について、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

より教育長が専決し、次のとおり任用したので、同規則第２条第３項の規定に基づき報告する。令和

４年４月26日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．配置校・氏名、浦幌小学校、堀川 潤、坂下 由紀、高橋 留美、谷川 朋恵。上浦幌中央

小学校、中野 若菜。なお、生年月日及び年齢は記載のとおりでございます。２．任用期間、令和４

年４月１日から令和５年３月31日まででございます。以上で報告を終わります。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、報告第16号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第17号 令和４年度小・中学校の学級編制について 

〇水野教育長 「日程第７ 報告第17号 令和４年度小・中学校の学級編制について を報告願います。

教育次長。 

〇佐藤教育次長 報告第17号 令和４年度小・中学校の学級編制について。 令和４年度小・中学校の学級

編制を別紙のとおり報告する。令和４年４月26日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年度小・中学校の学級編制は、４月11日に確定しました。 

小学校の普通学級数は、浦幌小学校は６学級編制、上浦幌中央小学校は、1・２年生、３・４年生、

５・６年生が複式となり３学級編制であります。また、特別支援学級は、浦幌小学校が４学級、上浦

幌中央小学校が２学級となりました。 

中学校の普通学級数は、浦幌中学校が３学級編成、上浦幌中学校は、１、２年生が複式となり２学

級編制で、特別支援学級は、浦幌中学校が２学級、上浦幌中学校が１学級となりました。 

これにより、教職員数については、小学校では、教職員総数27人。また、中学校は、教職員総数24

人でございますが、昨年度に引き続き上浦幌中学校に令和４年度町費負担教員を１人採用し教員配置

の整備を行っております。 

なお、児童数は、181人で対前年度比18人の減、生徒数は、98人で対前年度比11人の増でございます。

以上で報告を終わります。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、「報告第17号」を終わります。 

 

■日程第８ 報告第18号 令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

〇水野教育長 日程第８ 報告第18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。 

〇佐藤教育次長 報告第18号 令和４年度準要保護児童生徒の認定について。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４月26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
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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、１件でございます。４．認定年月日、令和４年４月１日。

５．認定児童生徒数、令和４年度の準要保護累計認定数は、浦幌小学校10人。浦幌中学校７人。上浦幌

中学校１人。小中学校合計で18人でございます。以上で報告を終わります。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 ほかにありませんか。それでは、報告第18号を終わります。 

 

■日程第９ 報告第19号 区域外就学の承諾について 

〇水野教育長 日程第９ 報告第19号 区域外就学の承諾について を報告願います。教育次長。 

〇佐藤教育次長 報告第19号 区域外就学の承諾について。学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第

９条第２項の規定による区域外就学の協議があったことについて、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

り教育長が専決し、次の者の区域外就学を令和４年４月４日付けで承諾したので、同規則第２条第３項

の規定に基づき別紙のとおり報告する。令和４年４月26日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

保護者が児童生徒を住所地以外の市町村の学校に就学させようとする場合、学校教育法施行令第９条

第１項の規定に基づき、保護者は、就学させようとする市町村教育委員会が承諾した旨の書面を添え、

住所を有する教育委員会に届けなければならないことになっています。 

また、これに先立って、保護者が就学させようと考えている学校のある市町村教育委員会は、住所を

有している市町村教育委員会と区域外就学の協議を行い、承諾を得る必要があると同条第２項で規定さ

れています。 

この度、町外の学校に就学する児童・生徒の保護者が、就学させようと考えている学校のある教育委

員会に対し、その教育委員会の住所の存する市町村が設置する学校に同児童・生徒を就学させたい旨の

要請を行いました。当該教育委員会は、この要請が学校教育法施行令第９条第１項に規定する区域外就

学に当たることから、同条第２項の規定に基づき、この児童・生徒の住所地である本町教育委員会に対

し、区域外就学の承諾について協議がありました。 

これを受け、本町教育委員会は、令和４年４月４日付けで議案10ページに記載の内容のとおり就学を

承諾する旨の回答をしたことから、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26条第２項各号に規定する事務に当たりますので、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。以上で報告を終わります。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 ほかにありませんか。それでは、報告第19号を終わります。 
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■日程第10 報告第20号 令和３年度社会教育・体育施設等の利用状況について 

〇水野教育長 日程第10 報告第20号 令和３年度社会教育・体育施設等の利用状況について を報告願

います。教育次長。 

〇佐藤教育次長 報告第20号 令和３年度社会教育・体育施設等の利用状況について。令和３年度社会教

育・体育施設等の利用状況を別冊のとおり報告する。令和４年４月26日提出。浦幌町教育委員会教育

長。 

令和３年度社会教育施設・体育施設等の利用状況を別冊のとおり集計しましたので、報告いたしま

す。 

公民館は、全館合計で対前年度比、使用件数116件増の1,040件、利用者数は、対前年度比3,636人増

の16,654人、使用料は、対前年度比76,413円増の146,167円となりました。 

図書館は、対前年度比、開館日数24日減の244日間開館し、貸出人数で対前年度比970人増の6,391人、

貸出冊数で対前年度比424冊増の25,642冊でございました。（１）分類別貸出冊数から（４）一般寄贈

資料については記載のとおりでございます。（５）の来館者数は、前年度対比455人減の7,624人となり

ました。 

博物館は、対前年度比36日減の243日間開館し、入館者数は対前年度比140人減の3,153人でございま

した。団体の入館は、団体数では対前年度比５団体増の22団体、入館者は対前年度比162人増の454人

でございました。 

次に、社会体育施設の学校開放利用状況について、上浦幌中央小学校は対前年度比289人増の912人

となりました。 

総合スポーツセンターは、個人利用10,884人、団体利用12,244人の計23,128人で対前年度比4,075人

の減。使用料は対前年度比2,026円の減で813,987円でございました。 

スイミングプールは、６月22日から９月12日までの60日間開館し、個人利用人数は対前年度比495人

減の2,301人、団体利用人数は対前年度比524人増の1,189人、使用料は対前年度比14,600円減の

133,000円でございました。 

健康公園多目的広場は、４月１日から10月31日までのうち177日の利用がありましたが、利用人数は

対前年度比145人増の4,558人、使用料は対前年度比18,000円減の20,000円でございました。 

町民球場は、４月１日から10月31日まで開場し、開場日は対前年度比２日増の83日で、利用人数は

対前年度比408人減の1,889人。使用料は対前年度比2,250円減の130,500円となりました。 

アイスアリーナは、10月15日から３月25日までの121日間開場し、利用人数は対前年度比1,281人減

の3,422人、使用料は対前年度比110,000円減の241,000円となりました。 

うらほろパークゴルフ場は、４月29日から11月３日までの148日間開場し、利用人数は、対前年度比

1,478人減の7,774人で、うち町内利用者は754人減の7,396人でございました。用具貸出料金を含む利

用料総額は、対前年度比104,880円減の144,100円でございました。 

町民スケートリンクは、１月11日から２月21日までの28日間開場し、利用者は対前年度比285人減の

336人でございました。 

いずれにしましても、利用者等の減につきましては、新型コロナウイルス感染症対策による各施設

の臨時休館等の影響を受けての減となっていますことを申し添えます。以上で報告を終わります。 

〇水野教育長 報告が終わりました。質疑はありませんか。 

〇杉山委員 スケートリンクの部分でお聞きしたいのですけども。ここ数年は新型コロナウイルス感染症
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の影響により大会は開催されていませんが皆さん大変ご苦労して作っていただいていると思ってい

ます。小学校のスケートリンクも保護者の方が頑張って作られていると思います。 

しかし実際競技で滑るこども、競技に出るこどもが少なくなってきていることもあり、保護者一部

からは学校にスケートリンクいるのかという意見も聞くことがあります。私は競技するこどもたちが

いる以上は大会の規定に合う中でのリンクで練習することも大事なのかなと思います。 

町営リンクの維持の仕方について今後どのような形で行っていくのかお聞きしたいのですけども。 

〇高橋参事 現在町民スケートリンクにつきましては、浦幌町スケート協会の組織をもって造成・維持・

管理をしていただいているところです。その会員の構成は、主に過去スケート少年団等に貢献された

方と市街にありますスケート少年団育成会の方々です。スケート少年団の団員は減少することなく維

持している状況でありますし、年によってはわずかに増員するケースもございます。思いの高い方々

といままで経験をなされた方々が協会を組織しまして維持・管理をしておりますので、ここ数年につ

いては今のままで維持していけると思っております。 

いかんせん新型コロナウイルス感染症の影響により町内大会の開催ができていない部分が不安な

要素ではありますが、少年団も実際帯広に通うことになりますと、保護者の負担がかなり増加してま

いりますのでそれを考えると大会に出る子供がいる以上は400ｍのリンクで練習をさせてあげるとい

うことと、保護者や一般社会人の方がこどもたちのために汗水流して動いている姿をこどもたちにみ

せるということが小中一貫CSも関わってきますので、そういった部分では地域学校協働活動も兼ねて

重要な働きがあるのではないかというように思っておりますのでスケート協会には継続した形でい

ければいいのかなというように考えております。 

〇杉山委員 はい、ありがとうございます。なんとかこどもたちのためですのでリンクの維持できていけ

ればいいなと思っています。 

〇水野教育長 その他ございませんか 

               （「ありません」の声あり） 

〇水野教育長 それでは、報告第20号を終わります。 

 

■日程第11 報告第21号 指定寄附の採納について 

〇水野教育長 日程第11 報告第21号 指定寄附の採納について を報告願います。教育次長。 

〇佐藤教育次長 報告第21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４年４月26日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

議案記載のとおり教育振興資金として、令和４年３月30日に株式会社 栄進土木工業 代表取締役、

堀井 潔様より金100万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。以上で説

明を終わります。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、報告第21号を終わります。 

 

■日程第12 議案第14号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について（補欠） 

〇水野教育長 日程第12 議案第14号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について（補欠）を議題とします。

説明を求めます。教育次長。 
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〇佐藤教育次長 議案第14号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について（補欠）。令和４年３月31日付けをも

って辞任した標記委員の後任として、浦幌町教育研究所規則（平成11年浦幌町教育委員会規則第２号）

第４条第２項の規定に基づき、浦幌町教育研究所所員を次の者に委嘱する。令和４年４月26日提出。

浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年３月31日をもって辞任され、空席となっている委員の後任として、議案に記載の者を委嘱

するものでございます。 

任期は、本日から前任者の残任期間である令和５年３月31日までとなります。以上で説明を終わり

ますので、よろしくご審議願います。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、議案第14号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について（補欠）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） 

〇水野教育長 異議なしと認めます。よって、議案第14号 浦幌町教育研究所所員の委嘱について（補欠）

は、原案のとおり可決されました。 

 

 

■日程第13 議案第15号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について 

〇水野教育長 日程第13 議案第15号 浦幌町教育支援委員会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。 

〇佐藤教育次長 議案第15号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱について。浦幌町教育支援委員会設置条

例（平成26年浦幌町条例第８号）第４条第１項の規定に基づき、浦幌町教育支援委員会委員を次の者

に委嘱する。令和４年４月26日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

浦幌町教育支援委員会は、個別の教育的ニーズのある児童及び生徒の適切な就学を図るため設置す

る委員会です。委員会は、学校教育法施行令第22条の３の表に規定する障害の程度にある児童及び生

徒に対し、教育委員会が適切かつ継続的な教育的支援を提供するために必要な事務を行うことになっ

ており、医師、学識経験者、教育職員及び関係行政機関の職員から構成することになっております。 

この度、委員の任期が令和４年３月31日で満了となりましたので、議案に記載の者を委嘱するもの

でございます。任期は令和４年４月26日から令和６年３月31日までとなります。以上で説明を終わり

ますので、よろしくご審議願います。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、議案第15号 浦幌町教育支援委員会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） 

〇水野教育長 異議なしと認めます。よって、議案第15号 浦幌町教育支援委員会委員の委嘱については、

原案のとおり可決されました。 
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■日程第14 議案第16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 

〇水野教育長 日程第14 議案第16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。 

〇佐藤教育次長 議案第16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（平成18年浦幌町教育委員会規則第４号）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４月26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、議案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、外国語指導助手の勤務条件について、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、外国語指導助手の介護休暇及び介護時間の取得する条件を緩和する

ものです。②は、外国語指導助手の育児休業の取得する条件を緩和するものです。③は、外国語指導

助手の特別休暇に「部分休業」を加えるものです。④は、字句の整理をするものです。 

３の施行期日は、公布の日から施行するものです。新旧対照表は議案17ページから19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。 

〇水野教育長 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） 

〇水野教育長 それでは、議案第16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） 

〇水野教育長 異議なしと認めます。よって、議案第16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15 議案第17号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について(補欠） 

〇水野教育長 日程第15 議案第17号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について(補欠）を議題とします。説

明を求めます。教育次長。 

〇佐藤教育次長 議案第17号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について(補欠）。令和４年３月31日付けをも

って辞任した標記委員等の後任として、浦幌町社会教育委員設置条例（昭和52年浦幌町条例第３号）

第３条第１項及び第４条第１項、浦幌町公民館の設置及び管理等に関する条例（昭和49年浦幌町条例

第36号）第５条第３項及び第５項、浦幌町教育文化センターの設置及び管理等に関する条例（平成11

年浦幌町条例第20号）第７条第３項、同条第５項及び第10条第３項、浦幌町文化財保護条例（昭和39

年浦幌町条例第20号）第18条第３項及び第19条の規定に基づき、次の者に委嘱する。令和４年４月26

日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年３月31日付けで辞任され、空席となっている委員の後任を委嘱するもので、新たに委嘱す

る者は、浦幌小学校長鈴木洋孝氏でございます。任期は、本日から前任者の残任期間までとなります。

以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

〇水野教育長 説明が終わりました。質疑はありませんか。 
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               （「ありません」の声あり） 

〇水野教育長 それでは、議案第17号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について(補欠）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） 

〇水野教育長 異議なしと認めます。よって、議案第17号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について(補欠）

は、原案のとおり可決されました。 

 

■その他 

〇水野教育長 それでは、「その他」に入ります。教育次長。 

〇佐藤教育次長 令和４年５月の行事予定については、議案書22ページから23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。 

〇水野教育長 ５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。 

〇背古委員 ５月６月で運動会、体育祭が中学校小学校でありますけども、いまのところどのような内容

で進んでいるのでしょうか。 

〇原口次長補佐 今のところ日程等の連絡はありますけども詳細については未定です。コロナ対策等検討

されているところだと思いますが詳細についてはまだ事務局に入ってきておりません。 

〇水野教育長 ほかにありませんか。 

               （「ありません」の声あり） 

〇水野教育長 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４回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 


