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令和４年第８回定例教育委員会 

 

令和４年８月３０日（火曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ４時２５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38号 諸般の報告 

日程第４ 報告第39号 令和４年定例監査の結果について 

日程第５ 報告第40号 令和４年第３回町議会臨時会の結果について 

日程第６ 報告第41号 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第２条に基づく報告につ

いて 

日程第７ 報告第42号 指定寄付の採納について 

日程第８ 議案第21号 令和５年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに令和５年度使

用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択につ

いて 

日程第９ 議案第22号 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の一部改正

について 

その他  (１) 令和４年９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）          佐 藤   亘 

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（総務係長、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 

博物館係長                    持 田   誠 

 

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８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38号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第38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38号 諸般の報告。令和４年７月26日から令和４年８月29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８月30日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年７月26日から令和４年８月29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。 

〇背古委員 ８月１日開催の文化財保護審議会と、８月25日開催の第２回浦幌町ＣＳ委員会の内容につ

いて教えてください。 

  厚内神社の絵馬が文化財に認定されたことについて、地域住民の方から外看板設置の要望をお聞き

しています。今後看板の設置についてどのように考えているのか教えていただきたいと思います。 

〇佐藤社会教育係長 ８月１日の文化財保護審議会は、今年度１回目の会議ということで委員の方々と

町内の文化財を点検しております。今後の文化財等の活用につきまして委員と協議したところです。 

厚内神社の絵馬の看板に関しましては、町内の文化財標識については計画的に改修作業を行ってお

りまして令和２年度で一巡したところです。他の改修が必要な看板と併せて整備していく予定です。 

〇背古委員 地域住民からはできるだけ早く設置してほしいと聞いています。独自に看板を設置すると

いう話も聞いているので看板設置について地域住民と確認してもらいたいと思います。 

早急な対応をよろしくお願いします。 

〇佐藤教育次長 ８月25日開催の第２回浦幌町小中一貫ＣＳ委員会の件でございますが、今回は第１学
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期の事業の報告及び今後の事業計画についてと10月29日に開催される浦幌町教育の日実践交流会の内

容につきまして協議をさせていただきました。今回は読書の推進と学力及び体力の向上をテーマに進

めていく予定です。内容は３部構成になっておりまして、９時から11時40分の時間設定の中で行いま

す。第１部は上浦幌学園と浦幌学園の実践発表となっておりまして、各30分の発表を予定しています。

第２部につきましては、地域学校協働活動ということでうらほろ和ごころ体験塾事務局の背古委員よ

り発表いただく予定です。併せまして、認定こども園の活動についても報告いただく予定となってお

ります。第３部については、佐脇由佳さんのコンサートを30分程度予定しております。できるだけ多

くの方が来られるように色んな媒体を活用して周知していきたいと考えておりますが、コロナ関係の

対応もありますので発表も含めてオンラインでの参加も考えて安全に進めていきたいと考えておりま

すのでよろしくお願いします。 

〇背古委員 ありがとうございました。 

○水野教育長 ほかにありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、報告第38号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第39号 令和４年度定例監査の結果について 

○水野教育長 日程第４ 報告第39号 令和４年度定例監査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39号 令和４年度定例監査の結果について。 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項及び浦幌町監査委員条例（平成12年浦幌町条例第

41号）第５条の規定に基づく令和４年度定例監査が実施されたので、教育委員会関係分の結果を別紙

のとおり報告する。令和４年８月30日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

議案書６ページをご覧願います。定例監査は、６月23日から８月12日までの期間で行われ、監査委

員から監査の結果と所見の報告がありました。 

（１）各課共通事項の、①支出負担行為一覧表、②公有財産台帳の整備状況の説明は省略させてい

ただきます。③徴収金及び債権の収納管理及び徴収事務処理の状況の教育委員会関係は、公民館使用

料、アイスアリーナ使用料、教員住宅貸付料、土地使用料ほか教育委員会所管施設使用料等の徴収金

についての未納は発生していなく、事務処理については概ね適正に処理されていると認めるとの所見

がありました。 

また、議案書７ページの④指定管理者制度導入施設の管理運営状況の、「うらほろパークゴルフ場」

及び「スポーツセンター及び周辺施設（スイミングプール・健康公園・町民球場）」については、議

案書に記載のとおりで、概ね適正に執行管理されていると認めるとの所見がありました。 

議案書８ページの（２）教育委員会関係の、①要・準要保護生徒学用品等扶助実績については、議

案書に記載のとおりで、事務処理については、概ね適正に執行されていると認めるが、申請書の一部

について記載漏れと思われる部分も見受けられるので、検討整理願いたいとの所見がありました。②

学校給食費補助金の事務処理状況（令和２年度定例監査フォローアップ）については、議案書に記載

のとおりで、備え付け書類等については、いずれも適正且つ的確に整理されていると認めるとの所見

がありました。 

また、③学校監査は、議案書に記載のとおり、４校全て現地にて監査を実施した結果、特に記載す

べき事項はないとの所見でした。以上で定例監査の結果報告を終わります。 



- 4 - 

 

○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39号を終わります。 

 

■日程第５ 報告第40号 令和４年第３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40号 令和４年第３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。 

○佐藤教育次長 報告第40号 令和４年第３回町議会臨時会の結果について。 

令和４年第３回町議会臨時会の結果を次のように報告する。令和４年８月30日提出。浦幌町教育委

員会教育長。 

第３回町議会臨時会は、８月５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、一般議案２件、補正予算２件でございました。 

また、町長から別紙のとおり「会計年度任用職員による不正給油について」、「新型コロナウイル

スワクチン４回目接種の実施について」の行政報告がありました。 

なお、教育委員会に関係する議案は、特にありませんでした。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40号を終わります。 

■日程第６ 報告第41号 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第２条に 

基づく報告について 

○水野教育長 日程第６ 報告第41号 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第２条に基

づく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41号 浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第２条に基づく報告

について。 

浦幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年浦幌町条例第23号）第２条の規定に

基づき、浦幌町教育委員会の人事行政の運営等の状況を別紙のとおり町長に報告したので報告する。

令和４年８月30日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

町は、地方公務員法第58条の２の規定に基づき人事行政の運営等の状況を公表しなければならない

ことになっておりますが、これに先立ち、教育委員会は町長に対し、教育委員会の行っている人事行

政の状況について、議案書11ページから12ページに記載の項目を８月31日までに報告することが義務

付けられております。 

このたび、令和３年度の状況について議案書に記載のとおり町長に報告しましたので、本教育委員

会に報告いたします。 

○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40号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第42号 指定寄付の採納について 

○水野教育長 日程第７ 報告第42号 指定寄付の採納についてを報告願います。教育次長。 
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○佐藤教育次長 報告第42号 指定寄附の採納について。 

図書購入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８月30日提出。浦幌町

教育委員会教育長。 

議案書13ページに記載のとおり図書購入資金として、７月12日にエコクラフト友の会より12,460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 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40号を終わります。 

 

■日程第８ 議案第21号 令和５年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに 

令和５年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について 

○水野教育長 日程第８ 議案第21号 令和５年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに

令和５年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択についてを議題

とします。説明を求めます。教育次長。 

○佐藤教育次長 議案第21号 令和５年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに令和５年

度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について。 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条の規定に基づき、令和５年度に浦幌町

立小学校及び中学校で使用する教科用図書並びに令和５年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第

９条に規定する教科用図書は、別紙のとおりとする。令和４年８月30日提出。浦幌町教育委員会教育

長。 

小学校及び中学校で使用されている教科用図書の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の

無償措置に関する法律第14条の規定に基づき、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択すること

が義務付けられております。 

採択時期は、同法施行令第14条第１項の規定により、使用する年度の前年度の８月31日までに行う

こととされており、同一教科用図書を採択する期間は、同施行令第15条第１項の規定により４年間と

なっています。 

小学校は、議案書15ページに記載のとおり令和元年度に採択し、令和２年度から使用している教科

書と同一のものを採択願いたいと考え提出いたします。 

中学校は、議案書16ページに記載のとおり令和２年度に採択し、昨年度から使用している教科書と

同一のものを採択願いたいと考え提出いたします。 

また、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書は、議案書16ページ下段に記載のとおり、令和

５年度使用小・中学部を置く特別支援学級教科用図書（一般図書）採択参考資料〈令和４年６月 北

海道教育委員会作成〉の全ての図書を決定願いたいと考え提出いたします。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。 

〇杉山委員 今後タブレット等への移行はあるのでしょうか。 

〇原口次長補佐 デジタル教科書の関係になるかと思いますが、昨年度から文部科学省から実験的に導

入されており、教科を選択し各学校で１教科ずつ活用していただいています。将来的にはデジタル教科

書への移行が文部科学省から示されているのですけれども、現時点で実証実験については無料で活用で
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きておりますが、それ以外の活用については有料となっております。今後無償化されるかどうかはわか

りませんが、今後はデジタル教科書への移行が進んでいく見込みです。 

〇水野教育長 文部科学省は令和６年から英語の教科書、令和７年から算数・数学の教科書をデジタル

教科書に移行する方針はあるようです。 

〇杉山委員 ありがとうございます。 

〇背古委員 デジタル教科書に移行した場合、現在学校で使用しているタブレットは家庭に持ち帰って

いないと思いますが、デジタル教科書はタブレット等にダウンロードする方法になるのか他の方法にな

るのか教えてください。 

〇原口次長補佐 おそらくタブレットのスペック的にもすべての教科書をダウンロードすることはでき

ないのでクラウド方式になることが予想されます。 

〇背古委員 わかりました。 

〇水野教育長 ほかにありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○水野教育長 それでは、「議案第21号 令和５年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並び

に令和５年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について」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21号 令和５年度に使用する小学校用及び中学校

用教科用図書並びに令和５年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採

択については、原案のとおり可決されました。 

 

■日程第９ 議案第22号 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 

の一部改正について 

○水野教育長 日程第９ 議案第22号 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22号 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の一部

改正について。 

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（平成16年浦幌町教育委員会規則

第１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８月30日提出。浦幌町教育

委員会教育長。 

 次のページの「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、議案書19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、平成17年度より町民協働のボランティアにより浦幌町スポーツ活動施設ア

イスアリーナを自主的に管理していただいている浦幌町アイスホッケー連盟より競技人口や会員の減

少等の影響を受け、令和４年度以降における町外団体の管理については、対応できなくなることから、

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の一部改正を行うものです。 

２の改正の内容ですが、別表第１（第２条関係）中「休日」の次に（以下「休日等」という。）を

加え、同表に備考として、第１号では、「休日等においては、町内に住所を有する者以外の使用は認

めない。」を加え、第２号では、「休日等以外の日においては、町内のアイスホッケー団体を除き、



- 7 - 

 

使用時間は午後４時30分までとする。」を加える規定に改めるものです。 

３の施行期日は、公布の日から施行するものです。なお、新旧対照表は議案書20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。 

○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 ほかにありませんか。それでは、「議案第22号 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22号 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の一部改正については、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。 

○佐藤教育次長 （１）令和４年９月の行事予定は、議案書21ページから22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 ９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。 

（「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８回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後４時２５分 

 


