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令和４年第６回定例教育委員会 

 

令和４年６月２８日（火曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ４時４５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27号 諸般の報告 

日程第４ 報告第28号 令和４年第２回町議会定例会の結果について 

日程第５ 報告第29号 令和３年度浦幌町情報公開条例の運用状況について 

日程第６ 報告第30号 令和３年度個人情報保護条例の運用状況について 

日程第７ 報告第31号 令和３年度浦幌町立学校における教職員時間外在校等時間の状況について 

日程第８ 報告第32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33号 令和３年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告について 

日程第10 報告第34号 令和３年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者の事業報

告について 

日程第11 議案第18号 浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育委員会規則の一部改正について 

日程第12 議案第19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７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 

教育次長補佐                   諸 澤   晃 

教育次長補佐（学校教育係長）           原 口 康 紀 

社会教育係長                   佐 藤 貴 史 

図書館係長                    熊 谷 晴 裕 

 

〇記録員 

    総務係主事                    野 口 佳 生 
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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６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27号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第27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27号 諸般の報告。令和４年５月25日から令和４年６月27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６月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年５月25日から令和４年６月27日までの教育長等の動静は議案書３ページから４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 スポーツ推進委員の会議と博物館協議会の会議についてどのような内容を話し合ったのか

お聞きしたい。また、図書館職員の配置について人員不足で大変だったと聞いているが今現在どんな様

子か教えていただきたい。 

○水野教育長 答弁願います。高橋参事。 

○高橋参事 ５月30日浦幌町スポーツ推進委員の会議についてでありますが、現在スポーツ推進委員は12

名に委嘱をさせていただいております。今年度任期満了に伴いまして、委員長・副委員長の互選をさせ

ていただきました。委員長及び副委員長については留任ということで、当日ご都合により５名しか出席

がなかったのですが令和３年度事業の実績と令和４年度の事業計画についてのご審議をさせていただ

きました。 

○熊谷係長 ６月３日に町立図書館並びに町立博物館協議会を開催いたしました。会議の内容につきまし

ては、令和４年度の町立図書館そして町立博物館の事業計画を説明いたしまして、承認、決定していた

だきました。協議事項として個人利用の貸出冊数に関しまして、今現在５冊の貸出冊数を10冊に拡大し
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て町民の方により図書館を利用していただこうということで内容を説明し了承していただきました、本

日この内容につきましては議案として委員の皆様にお諮りしたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

それから図書館の職員の関係ですが、昨年度司書が１名不足しているということで募集をかけており

ましたが最終的には司書の採用決定には至りませんでした。今年度４月司書の代わりに会計年度任用職

員１名を採用いたしまして、司書は本来３名のところ２名しかいませんが、会計年度任用職員をその分

補充しておりますので職員的には充足していますが司書的には１名不足している状況です。不足してい

る司書については今年度も引き続き募集していきます。 

○杉山委員 分かりました。 

○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27号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第28号 令和４年第２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28号 令和４年第２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。 

○佐藤教育次長 報告第28号 令和４年第２回町議会定例会の結果について。令和４年第２回町議会定例

会の結果を次のように報告する。令和４年６月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第２回町議会定例会は、６月６日に招集され、会期を６月17日までの12日間とし、議事に入りました。案

件は、町長提出の報告３件、承認１件、一般議案３件、補正予算９件、諮問１件、追加議案１件、追加

補正予算１件、議会提出の発委２件、発議２件でございました。 

報告、承認及び一般議案については、教育委員会関係はありませんでした。 

行政報告は、町長から別紙のとおり「浦幌町営公衆浴場「健康湯」の閉館について」及び「新型コロナウ

イルスワクチンの４回目接種の実施について」の行政報告がありました。 

また、教育長から別紙のとおり「職員の公務中における交通事故について」の行政報告を行いました。 

補正予算は、一般会計ほか８特別会計で、一般会計は追加補正予算を合わせて、歳入歳出それぞれ9,398万

４千円を追加し、歳入歳出の総額を70億8,161万２千円としました。 

教育委員会関係補正予算は、学校教育係が歳入予算で小中学校費補助金として、学校保健特別対策事業費

80万円を追加、歳出予算で消耗品費として、学校保健衛生消毒用物品122万８千円、備品購入費として、

学校保健衛生消毒用物品37万２千円、スクールバス洗車用物品21万１千円を追加。社会教育係が報酬と

して、会計年度任用職員報酬41万３千円、職員手当等として、会計年度任用職員期末手当５万４千円、

㈱栄進土木工業様より今年の３月に100万円の指定寄附がありましたことから、消耗品費として、公民

館会議用椅子56脚、収納用台車４台の購入費111万４千円を追加。図書館係が報酬として、会計年度任用

職員報酬174万９千円、職員手当等として、会計年度任用職員期末手当35万円を追加補正しました。 

また、一般質問は５人から５項目について通告があり、教育委員会関係は高橋議員から、別紙のとおり「浦

幌町における教育の在り方」についての項目の１点目「浦幌町の子ども達が、地域への愛着を持つプロ

グラムにより、アイデンティティーや自己肯定感を育んだ次の段階として、学力向上や激変する社会を

生き抜く力を培うための、更なる教育環境の充実について、10年後の浦幌町の担い手育成という観点で

町の現状認識と今後の施策推進への対応方策について」、２点目「子ども達が学んだことをアウトプッ
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トするために総合学習や部活等の学校教育や社会教育を活用した教育プログラムの充実とその位置付

け、それに伴うコーディネーターや専門職員等の配置等人的リソースや活動費等の財政的リソースの確

保について」の質問がありました。 

この質問に対し教育長は、１点目については、北海道浦幌高等学校の生徒募集停止を機に平成19年度から

「うらほろスタイル教育」を推進し、総合的な学習の時間を中心に学年に応じた「ふるさと学習」を推

進し、ふるさとを愛し、逞しく生き抜く子ども達を地域総ぐるみで育むために、小中一貫コミュニティ・

スクール及び地域学校協働活動を推進してまいりました。 

 また、町では町外の学生や若者及び企業関係者等と町内の子ども達等の交流拠点として、平成30年度に

「うらほろスタイル複合施設フタバ」を設置し、町内出身高校生が地域活性化の活動を行う「浦幌部」

や「子どもの想い実現ワークショップ」など、うらほろスタイル推進事業等を推進してまいりました。 

教育委員会といたしましては、浦幌町第４期まちづくり計画に掲げる教育施策との整合性を図りながら、

第２期浦幌町教育振興基本計画の８つの基本目標及び22の施策項目に基づき取組を進めております。 

特に基本目標２「確かな学力」の施策項目では、「生活リズムの改善」「組織的・計画的な授業改善」「特別

支援教育の充実」の取組を中心に確かな学力を育成するとともに、ＧＩＧＡスクール構想を踏まえ一人

一台端末の整備を進め、個別最適な学びと協働的な学びを充実させながら、Society5.0の到来を見据え

た教育環境の充実を図ってまいりますと答弁いたしました。 

 ２点目については、「うらほろスタイル教育」「小中一貫コミュニティ・スクール」及び「地域学校協働

活動」において、「ふるさと学習」を中心に義務教育９年間を見通した視点で連続性と系統性をもって教

育活動を行っております。 

その集大成として、中学３年生による「地域活性化案」の発表があり、各教科や総合的な学習の時間で習

得したものにより課題を発見し、その解決方法を地域学校協働活動も含めて探求していく中で、子ども

達が学んだことを児童生徒はもとより保護者や地域に広く発信する教育活動に取り組んでおります。 

今後の更なる教育プログラムの充実と位置づけにつきましては、学社連携・融合を進め、人的・財政的資

源（リソース）の確保及び「うらほろスタイル複合施設フタバ」の有効活用も含めて、様々な社会変化

に対応できる組織の在り方について、関係機関等と協議・検討を進めていきたいと考えておりますと答

弁いたしました。 

以上の内容で今議会は、６月17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。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第28号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第29号 令和３年度浦幌町情報公開条例の運用状況について 

○水野教育長 日程第５ 報告第29号 令和３年度浦幌町情報公開条例の運用状況についてを報告願い

ます。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第29号 令和３年度浦幌町情報公開条例の運用状況について。令和３年度の浦幌町

教育委員会における浦幌町情報公開条例の運用状況を次のように報告する。令和４年６月28日提出。浦

幌町教育委員会教育長。 

町長は、浦幌町情報公開条例第27条の規定に基づき、教育委員会など各実施機関の公文書開示の状況

を取りまとめ、広報紙等を通じて公表することになっております。令和３年度における教育委員会の事



- 5 - 

 

務に係る開示請求件数は１件で、その請求情報の内容は「スクールバス使用車両全車両の車両台帳、車

検証写し、仕様書の現有車のもの、過去車のもの、書類あるもの全て」で、そのうち開示件数は１件で

「スクールバス使用車両に係る車検証の写し、仕様書」でした。また、不存在件数は１件で「スクール

バス車両台帳、スクールバス過去車に係る車検証の写し、仕様書」でした。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29号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第30号 令和３年度浦幌町個人情報保護条例の運用状況について 

○水野教育長 日程第６ 報告第30号 令和３年度浦幌町個人情報保護条例の運用状況についてを報告

願います。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第30号 令和３年度浦幌町個人情報保護条例の運用状況について。令和３年度の浦

幌町教育委員会における浦幌町個人情報保護条例の運用状況を次のように報告する。令和４年６月28日

提出。浦幌町教育委員会教育長。 

町長は、浦幌町個人情報保護条例第43条の規定に基づき、教育委員会など各実施機関の個人情報の運用状

況を取りまとめ、広報紙等を通じて公表することになっておりますが、令和３年度における教育委員会

の事務に係る開示請求等は１件もありませんでした。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30号を終わります。 

 

 

■日程第７ 報告第31号 令和３年度浦幌町立学校における教職員時間外在校等時間の 

状況について 

○水野教育長 日程第７ 報告第31号 令和３年度浦幌町立学校における教職員時間外在校等時間の状

況についてを報告願います。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第31号 令和３年度浦幌町立学校における教職員時間外在校等時間の状況につい

て。令和３年度浦幌町立学校における教職員時間外在校等時間の状況を別紙のとおり報告する。令和４

年６月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

浦幌町教育委員会では、『学校における働き方改革「浦幌町アクションプラン（第２期）」』を策定し、

学校現場の働き方改革を推進しています。教職員の在校等時間から所定の勤務時間を減じた「時間外在

校等時間」を１ヶ月で45時間以内、１年間で360時間以内とすることを目標に掲げております。各学校に

おいて令和３年４月に導入しました「校務支援システム」を活用し、この度、令和３年度の本町の状況

を取りまとめましたので、お知らせいたします。 

教育委員会といたしましては、各学校において、時間外在校等時間の結果を踏まえ、職員の健康に配

慮するとともに、一部の職員に業務が集中しないよう、業務の平準化や効率化等の取組を進めるよう指

導してまいります。 

なお、７月25日発行の広報うらほろ８月号及び町ホームページ等により公表していく予定であります。
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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31号を終わります。 

 

 

■日程第８ 報告第32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８ 報告第32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。 

○佐藤教育次長 報告第32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６月28日提出。

浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．申請件数２件、１世帯。２．認定件数２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２件、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ございます。４．認定年月日、令和４年５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12人。浦幌中学校10人。上浦幌中学

校１人。小中学校合計で23人でございます。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32号を終わります。 

 

 

■日程第９ 報告第33号 令和３年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告について 

○水野教育長 日程第９ 報告第33号 令和３年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告につ

いてを報告願います。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第33号 令和３年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者の事業報告について。浦幌

町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年浦幌町条例第24号）第10条の規定に

基づき、令和３年度浦幌パークゴルフ場等の指定管理者事業報告書が提出されたので別冊のとおり報告

する。令和４年６月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

浦幌パークゴルフ場他３施設につきまして、札内緑地株式会社より令和３年度事業報告書の提出があ

りましたので、その概要について報告いたします。 

資料１をご覧願います。管理業務の実施状況ですが、４月29日の開場から11月３日の閉場まで営業し、

令和４年３月31日まで管理しました。 

１ページの利用状況ですが、開場日数148日は、前年度比17日の減、雨天等閉場日数８日は、前年度比

１日の増、利用人数合計7,774人は、前年度比1,478人の減、用具貸出、時間別利用人数、団体利用につ

きましては記載のとおりでございます。なお、利用拒否等の件数及び事故等の報告はともにありません

でした。 
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利用状況等の減の主な要因は、臨時閉場の措置を33日間行ったことや町民限定期間の設定など新型コ

ロナウイルス感染症の影響によるものであります。 

利用料金の収入実績ですが、利用料金合計138,800円は、前年度比103,500円の減、用具貸出料金合計

5,300円は、前年度比1,380円の減、収入実績総合計144,100円は、前年度比104,880円の減でございまし

た。 

次に２ページの管理経費の収支決算状況ですが、はじめに収入、委託料の指定管理委託料15,224,200

円は、前年度比3,000円の減、利用料の利用料金144,100円は、前年度比104,880円の減、雑収入12,538円

は、前年度比18,982円の減、収入合計は15,380,838円で、前年度比126,862円の減でございます。 

次に支出ですが、直接人件費8,196,530円は、前年度比121,300円の減、福利厚生費1,502,683円は、前

年度比13,936円の増、物件費4,147,260円は、前年度比1,126,700円の増、以上の直接業務費13,846,473

円は、前年度比1,019,336円の増、一般管理費1,333,508円は、前年度比189,274円の減、以上の支出合計

15,179,981円は、前年度比830,062円の増で、収入から支出を差し引いた額は200,857円でございました。

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33号を終わります。 

 

 

■日程第10 報告第34号 令和３年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の 

指定管理者の事業報告について 

○水野教育長 日程第10 報告第34号 令和３年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管

理者の事業報告についてを報告願います。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第34号 令和３年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者の事

業報告について。浦幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年浦幌町条例第

24号）第10条の規定に基づき、令和３年度浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設の指定管理者事業

報告書が提出されたので別冊のとおり報告する。令和４年６月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

浦幌町総合スポーツセンター及び周辺施設につきまして、札内緑地株式会社より令和３年度事業報告

書の提出がありましたので、その概要について報告いたします。 

管理業務の実施状況ですが、総合スポーツセンターは、令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

管理及び営業を行いました。スイミングプールは、令和３年４月１日から令和４年３月31日まで管理業

務を行い、このうち営業は６月20日から９月19日まで行いました。健康公園は、令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで管理業務を行いました。 

資料２の26ページをご覧願います。利用状況ですが、総合スポーツセンターの開館日数247日は、前年

度比27日の減、うち臨時開館日数０日は、前年度比増減０日、利用人数合計25,163人は、前年度比2,040

人の減でございます。使用制限の実績はありませんが、令和３年５月19日から５月31日、６月１日から

６月20日、９月１日から９月30日までの間、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため臨時休館いた

しました。 

また、事故等の発生は２件でございました。 

資料２の27ページをご覧願います。健康公園については、利用人数合計4,558人は、前年度比145人の
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増でございます。使用制限の実績及び事故等の発生はともにありませんでした。 

資料２の28ページをご覧願います。町民球場については、令和３年度からの指定管理でございますが、

利用人数合計1,889人でございます。使用の制限の実績及び事故等の発生はともにありませんでした。 

資料２の29ページをご覧願います。スイミングプールの開館日数60日は、前年度比19日の減、うち臨

時開館日数０日は、前年度比増減０日、利用人数合計3,490人は、前年度比29人の増でございます。使用

の制限の実績及び事故等の発生はともにありませんでした。 

次に資料２の17ページから18ページをご覧願います。管理経費の収支状況ですが、はじめに収入、委

託料の指定管理委託料53,878,000円は、前年度比6,702,990円の増、利用料のうち総合スポーツセンター

は利用料金収入831,800円、貸切利用料96,012円、スイミングプールは133,000円、健康公園は20,000円、

町民球場は130,500円で、合計の前年度比は209,699円の増、自主事業費０円は、前年度比増減０円、雑

収入０円は、前年度比増減０円で、収入合計55,089,312円は、前年度比6,912,689円の増でございます。 

次に支出は、人件費の総合スポーツセンター11,565,900円は、前年度比988,300円の減、スイミングプ

ール3,012,750円は、前年度比101,000円の減、健康公園3,033,400円は、前年度比40,600円の減、町民球

場は1,606,000円で、人件費合計19,218,050円は、前年度比476,100円の増でございます。 

福利厚生費の総合スポーツセンター2,115,342円は、前年度比323,206円の増、スイミングプール

153,006円は、前年度比44,660円の増、健康公園114,766円は、前年度比253,249円の減、町民球場は38,684

円で、福利厚生費合計2,421,798円は、前年度比153,301円の増でございます。 

続いて、物件費30,831,419円は、前年度比6,815,507円の増、以上の直接業務費52,471,267円は、前年

度比7,444,908円の増、一般管理費1,814,678円は、前年度比963,229円の減、以上の支出合計54,285,945

円は、前年度比6,481,679円の増で、収入から支出を差し引いた額は803,367円でございました。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 スポーツセンター及び周辺施設について利用者から要望や施設を運営する上での問題点な

どがありましたら教えていただきたい。 

○水野教育長 答弁願います。高橋参事。 

○高橋参事 現在施設の利用者からの要望や意見があるという報告は指定管理者からありません。 

○背古委員 分かりました。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

○杉山委員 浦幌小学校と上浦幌中央小学校のプールの利用についての違いを教えてください。 

○水野教育長 答弁願います。佐藤教育次長。 

○佐藤教育次長 ただ今の質問でございますが、浦幌小学校にはプールがないため授業の際にはスクール

バスで送迎を行い、浦幌町スイミングプールを利用しております。上浦幌中央小学校については季節的

にプールを設置し、授業での活用や一般解放を行っております。 

○杉山委員 分かりました。 

○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34号を終わります。 
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■日程第11 議案第18号 浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育委員会規則の 

一部改正について 

○水野教育長 日程第11 議案第18号 浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育委員会規則の一部改

正についてを議題とします。説明を求めます。教育次長。 

○佐藤教育次長 議案第18号 浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育委員会規則の一部改正につい

て。浦幌町立図書館の管理、運営等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６月28日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

次のページの「浦幌町立図書館の管理、運営等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、16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、町立図書館のサービス向上のため、利用者が同時に貸出しを受けることがで

きる図書館資料の貸出冊数を拡大するので、浦幌町立図書館の管理、運営等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、第８条第２項の規定に関して、個人利用の館外貸出し冊数を５冊以内から10

冊以内に拡大いたします。 

３の施行期日は、令和４年10月１日から施行いたします。 

なお、新旧対照表は議案書17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。 

〇水野教育長 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

○背古委員 10月からの改正となるが、広報や学校へのお知らせは行う予定でしょうか。 

○水野教育長 答弁願います。熊谷係長。 

○熊谷係長 10月１日から施行ということで、広報やSNSを利用しながら周知をしていこうと考えており

ます。各学校についても周知を行っていく予定です。 

○背古委員 分かりました。 

○水野教育長 その他ございませんか。 

               （「ありません」の声あり） 

〇水野教育長 それでは、議案第18号 浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育委員会規則の一部改

正については、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18号 浦幌町立図書館の管理、運営等に関する教育

委員会規則の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 

 

■日程第12 議案第19号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について(補欠） 

○水野教育長 日程第12 議案第19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。 

○佐藤教育次長 議案第19号 浦幌町社会教育委員等の委嘱について(補欠）。令和４年６月17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項並びに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項の規定に基づき、次の者に委嘱する。令和４年６月28日提出。浦幌町
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教育委員会教育長。 

令和４年６月17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、吉野の背戸田達弥氏でございます。任期は、令和４年７月１日から前任者の残任期間である令和

５年５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19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19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 

○水野教育長 それでは、「その他」に入ります。教育次長。 

○佐藤教育次長 （１）令和４年７月の行事予定は、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 ７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 浦幌町のSNS発信ということで新聞でも大きく取り上げられておりましたけども、教育委員

会としては浦幌町のSNSでやっていくのか独自にやっていくのかどういう媒体を使っていくのか教えて

いただきたい。 

○佐藤教育次長 ただ今の質問でございますが、現在浦幌町のLINE等で教育委員会の情報についても発信

しているところであります。今回浦幌町のFacebook等が新たに加わりましたので今後も浦幌町のSNSを

活用して教育委員会の情報を発信していきたいと考えております。 

  ただ、浦幌町のHPにおいて博物館の情報がわかりづらいというご意見がございますので、浦幌町立博

物館のバナーを別途用意いたしまして専用ページの開設を予定しております。 

○背古委員 分かりました。 

○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。 

 

■閉会の宣告 

○水野教育長 これをもちまして、第６回定例教育委員会を閉会します。 

 


