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令和４年第９回定例教育委員会 

 

令和４年１０月３日（月曜日） 

開会 午後 ４時００分 

閉会 午後 ４時５５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43号 諸般の報告 

日程第４ 報告第44号 教育長の職務を代行する委員の指名について 

日程第５ 報告第45号 令和４年第３回町議会定例会の結果について 

日程第６ 報告第46号 令和４年度全国学力・学習状況調査結果について 

日程第７ 報告第47号 令和４年度準要保護児童生徒の認定について 

日程第８ 議案第48号 浦幌町文化賞・スポーツ賞審議会委員の委嘱について 

日程第９ 報告第49号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について 

日程第10 議案第23号 令和４年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検

及び評価（令和３年度分）報告書について 

日程第11 議案第24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10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   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 

 

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９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。 

○杉山委員 はい。 

 

■日程第３ 報告第43号 諸般の報告 

○水野教育長 日程第３ 報告第43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43号 諸般の報告。令和４年８月30日から令和４年10月２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10月３日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

令和４年８月30日から令和４年10月２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 ９月３日に行われました浦幌学園主催のうらモンＧＯ！の内容について教えてください。 

〇佐藤教育次長 ９月３日に浦幌学園小中一貫ＣＳ委員会主催のうらモンＧＯ！が３年ぶりに開催され、

水野教育長と私も出席させていただきました。小さいお子さんから年配の方まで６０名ほどの参加が

ありました。当日はスポーツセンター前に集合し、会場の元木農場まで歩いて移動しました。会場に

到着した時にはウェルカムスープとして白いとうきびのスープをいただきました。午前中は３グルー

プに分かれ、地面にかまどを作り、元木農場の野菜を材料にカレーを作りました。午後からは元木農

場の裏にある川でザリガニや魚を採取し、その数を競いました。最後にはいもの収穫体験を行い、ひ

まわり畑で記念撮影を行いました。近年なかなか対面での開催が難しい中、ＣＳ委員の苦労のおかげ

もあり盛大に開催されました。 

〇背古委員 ありがとうございました。 

〇杉山委員 浦幌学園・上浦幌学園小中一貫ＣＳ合同研修会の内容について教えてください。 

〇佐藤教育次長 上浦幌学園主催の小中一貫ＣＳ合同研修会が数年ぶりに対面式で開催されました。東
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京の嘉悦大学の木幡先生を３年ぶりにお呼びして、９月５日に上浦幌学園で、９月６日に浦幌学園で

それぞれ小中一貫ＣＳ合同研修会が開催されました。上浦幌は50人くらいの参加者となりました。４

人１グループで15歳のこども達になにを期待するのかを話し合いました。そして話し合った結果を代

表３グループに発表いただいたというのが全体の大きな流れです。こども達がＣＳでどのような活動

をしているのか保護者も把握しきれていないものもありましたので、これまで数年の活動の映像を流

し、保護者や地域の方たちに見ていただきました。その映像を前段に見た後にグループ討議に入って

いきました。木幡先生については現在の色々な関わりの中でＣＳの活動も形を変えながら今にあった

形でこども達にどういった支援が必要なのかを地域全体で育んでいきましょうとご思案いただきまし

た。前段それぞれの学園でアンケート調査を行った結果を踏まえて、今後後期にどんな取り組みを行

っていくか各学園で評価委員会を行いまして、どんな課題があってどんな方向性で取り組んでいくの

かを見極めた上で後期の取組を行っていくところです。特に上浦幌学園は浦幌学園と比較すると人数

が少ないこともあり、個別最適な指導、オーダーメイドの教育が進められているところです。そうい

った特性を生かすためには、アンケートの割合では評価できないのではという木幡先生のご意見もご

ざいました。それぞれの児童生徒の抱えているものを踏まえた指導、支援をしていくのがいいのでは

ないかということを改めてお話しいただきましたので、上浦幌学園では評価委員会を中心としながら

後期に向けて取り組んでいくということを確認しました。３年ぶりに対面で熟議ができたということ

が大きな成果ではないかと思います。 

○杉山委員 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43号を終わります。 

 

■日程第４ 報告第44号 教育長の職務を代行する委員の指名について 

○水野教育長 日程第４ 報告第44号 教育長の職務を代行する委員の指名について を報告願います。

教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第44号 教育長の職務を代行する委員の指名について。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13条第２項の規定に基づき、次の者を教育長の職務を代

行する委員に指名したので報告する。令和４年10月３日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

教育委員会教育長職務代理者でありました背古宗敬委員におかれましては、令和４年９月30日をも

って教育委員の任期が満了となりましたが、９月開催の第３回町議会定例会で議会の同意を得て、令

和４年10月１日付けで浦幌町教育委員会委員に再任されました。 

つきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第２項で、教育長に事故あるとき、

又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うと規定されていることか

ら、令和４年10月１日付けで水野教育長が背古宗敬委員を教育長職務代理者として再指名いたしまし

たので、報告するものでございます。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44号を終わります。 
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■日程第５ 報告第45号 令和４年第３回町議会定例会の結果について 

○水野教育長 日程第５ 報告第45号 令和４年第３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45号 令和４年第３回町議会定例会の結果について。令和４年第３回町議会定

例会の結果を次のように報告する。令和４年10月３日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

第３回町議会定例会は、９月１日に招集され、会期を９月14日までの14日間とし議事に入りました。 

議案は、町長提出の報告３件（うち追加１件）、一般議案４件、補正予算11件（うち追加３件）、

令和３年度決算認定９件、同意２件、諮問１件のほか、議会提出の発委３件と発議２件でございまし

た。 

行政報告は、町長関係２件で、別紙の令和４年第３回浦幌町議会定例会報告資料の１ページから４

ページのとおり、「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」、「新型コロナウイル

スワクチン追加接種の実施について」で、内容は記載のとおりですので説明は省略させていただきま

す。一般議案の４件については、教育委員会関係はありませんでした。 

 補正予算は、一般会計ほか７特別会計で、一般会計は、歳入歳出それぞれ177,221千円を追加し、歳入

歳出の総額を7,328,636千円としました。 

 また追加議案として補正予算は、一般会計ほか２特別会計で、一般会計は、歳入歳出それぞれ54,508

千円を追加し、歳入歳出の総額を7,383,144千円としました。 

教育費関係補正予算は議案書６ページから７ページのとおりで、歳入の図書館係関係は、第８回定

例教育委員会で報告しました図書購入資金としてエコクラフト友の会より12,460円の指定寄附を採納

した分の追加補正です。 

歳出の学校教育係関係は、上浦幌中学校に設置している非常用放送設備について、消防用設備等の

保守点検において、音声放送や火災音の途切れが確認され、設置後22年の経過により劣化も進んでい

ることから、設備等の交換に要する修繕料を追加補正したものです。 

社会教育係は、上浦幌公民館調理室において、給水管の経年劣化により水道水が濁るため、給水管

取替に要する修繕料を追加補正したものです。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策

のため、上浦幌公民館、吉野公民館及び厚内公民館において、来館者用スリッパの衛生管理を可能と

する殺菌ロッカーの設置に要する備品購入費を追加補正したものです。 

図書館係は歳入にありましたとおり、先般、図書購入資金として指定寄附がありましたことから、

図書購入に係る経費を追加補正したものです。 

 社会体育係は、スポーツ活動施設アイスアリーナの温水循環ポンプが、経年劣化により使用不能、総

合スポーツセンターアリーナ床下換気設備のダクト用ファン（３箇所）のベアリングが、経年劣化に

より異音が発生し取替修理が必要となったため、修繕料を追加補正したものです。また、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、総合スポーツセンターにおいて、来館者用スリッパの衛

生管理を可能とする殺菌ロッカーの設置に要する備品購入費を追加補正したものです。 

次に、一般質問は４人の議員から４項目について通告がありました。教育委員会関連として伊藤議

員より、「浦幌町の住宅施策」の４点目、「町有住宅について」、安藤議員より、「物価高騰対策」

の４点目、「指定管理委託業務」についての一般質問がありましたが、教育委員会関係の教育長答弁

はありませんでした。 

令和３年度一般会計ほか８特別会計歳入歳出決算については、原案のとおり認定いただきました。 
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 以上の内容で今議会は、９月14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 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45号を終わります。 

 

■日程第６ 報告第46号 令和４年度全国学力・学習状況調査結果について 

○水野教育長 日程第６ 報告第46号 令和４年度全国学力・学習状況調査結果について を報告願い

ます。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第46号 令和４年度全国学力・学習状況調査結果について。 

令和４年度全国学力・学習状況調査結果を次のように報告する。令和４年10月３日提出。浦幌町教

育委員会教育長。 

４月19日、町内の全小・中学校の小学校６年生と中学校３年生を対象として行いました教科に関す

る調査（小学校：国語、算数、理科・中学校：国語、数学、理科）と生活習慣や学習環境等に関する

質問紙調査結果の概要を報告いたします。 

本町で調査対象となったのは、小学校６年生２校２学級26人、中学校３年生２校２学級37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。 

議案書10ページの「全国学力・学習状況調査の結果（平均正答率）の推移」をご覧ください。 

本町全体の教科に関する調査結果は、小学校６年生の国語では、令和４年度全国平均正答率65.6％、

北海道平均正答率64.0％に対して浦幌町平均正答率58.0％。算数では、全国平均正答率63.2％、北海

道平均正答率61.0％に対して浦幌町平均正答率54.0％。理科では、全国平均正答率63.3％、北海道平

均正答率63.0％に対して浦幌町平均正答率60.0％。で、国語・算数・理科いずれの教科も全国平均、

全道平均を下回りました。 

中学校３年生の国語では、令和４年度全国平均正答率69.0％、北海道平均正答率69.0％に対して浦

幌町平均正答率66.0％。数学では、全国平均正答率51.4％、北海道平均正答率49.0％に対して浦幌町

平均正答率39.0％。理科では、全国平均正答率49.3％、北海道平均正答率49.0％に対して浦幌町平均

正答率43.0％。で、国語・数学・理科いずれの教科も全国平均、全道平均を下回りました。 

次に質問紙調査の結果につきましては、議案書９ページの６調査結果の②に、主な質問紙の調査結

果を載せておりますので、ご覧ください。 

児童生徒質問紙の学校の授業以外で、１日当たり（平日）１時間以上勉強する児童・生徒の割合は、

小学校では、令和４年度全国が59.4％、北海道が56.6％に対して浦幌町は52.1％、前年度比8.9ポイン

トの増。中学校では、令和４年度全国が69.5％、北海道が63.6％に対して浦幌町は48.3％、前年度比

30.9ポイントの減となっており、小学校・中学校いずれも全国、全道の割合を下回りました。 

次に、週に１回以上新聞を読んでいる児童生徒の割合は、小学校では、令和４年度全国が13.8％、

北海道が13.4％に対して浦幌町は13.0％。中学校では、令和４年度全国が9.4％、北海道が10.4％に対

して浦幌町は22.6％と、中学校では全国、全道の割合を上回りました。 

近隣の小中学校と、教育課程の接続や教科に関する共通の目標設定など、教育課程に関する共通の

取組を行った割合は、小学校では、令和４年度全国が52.7％、北海道が68.4％に対して浦幌町は

50.0％。中学校では、令和４年度全国が61.1％、北海道が77.3％に対して浦幌町は100.0％で、中学校
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では全国、全道の割合を上回りました。 

国が定めた「全国学力・学習状況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、都道府県教育委員会では、

平成26年度から、域内の市町村教育委員会の同意を得た場合に、当該市町村名又は当該市町村教育委

員会が設置管理する学校名を明らかにした公表を行うことができるとされました。 

北海道教育委員会では、この実施要領に基づき一層きめ細かく分かりやすい調査結果を示す観点か

ら、市町村教育委員会の同意を前提として、12月を目処に公表を予定している令和４年度全国学力・

学習状況調査「北海道版結果報告書」に、教科の領域別にレーダーチャート等で作成した市町村の結

果を掲載し、公表することになっており、同意することについては、教育長決定しましたことをご報

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46号を終わります。 

 

■日程第７ 報告第47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７ 報告第47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47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10月３日

提出。浦幌町教育委員会教育長。 

記 １．申請件数２件、２世帯。２．認定件数２件、２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に関する教育委員会規程第５条第１号該当１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。第５条第２号該当、これは、「第

５条第１号に準ずる者」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14人。浦幌中学校10人。上浦幌中学校１人。

小中学校合計で25人でございます。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47号を終わります。 

 

■日程第８ 報告第48号 浦幌町文化賞審議会委員兼浦幌町スポーツ賞審議会委員の 

委嘱について 

○水野教育長 日程第８ 報告第48号 浦幌町文化賞審議会委員兼浦幌町スポーツ賞審議会委員の委嘱

について を報告願います。教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第48号 浦幌町文化賞審議会委員兼浦幌町スポーツ賞審議会委員の委嘱について。

浦幌町文化賞条例（昭和41年浦幌町条例第46号）第７条第３項及び第４項、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７条第２項の規定に基づき、浦幌町文化賞審議会委員兼
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浦幌町スポーツ賞審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10月１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10月３日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

この審議会は、文化賞及びスポーツ賞等の選考を行い、表彰の平等性を保つために置かれている審

議会で、任期満了に伴い議案書12ページに記載のとおり、令和４年10月１日に８名（再任６名・新任

２名）を委嘱したことから、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２号に規定する事務に当たり、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、任期は令和４年10月１日から令和６年９月30日までの２年間でございます。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48号を終わります。 

 

■日程第９ 報告第49号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について 

○水野教育長 日程第９ 報告第49号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について を報告願います。

教育次長。 

○佐藤教育次長 報告第49号 浦幌町文化財保護審議会委員の委嘱について。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、浦幌町文化財保護審議会委

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10月

１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10月３日提出。浦

幌町教育委員会教育長。 

文化財保護審議会は、浦幌町文化財保護条例の規定に基づき設けられている審議会で、任期満了に

伴い議案書13ページに記載のとおり、令和４年10月１日に８名（再任７名・新任１名）を委嘱したこ

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２号

に規定する事務に当たり、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、任期は令和４年10月１日から令和６年９月30日までの２年間でございます。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49号を終わります。 

 

■日程第10 議案第23号 令和４年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び 

執行の状況の点検及び評価（令和３年度分）報告書について 

○水野教育長 日程第10 議案第23号 令和４年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価（令和３年度分）報告書について を議題とします。説明を求めます。教育
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次長。 

○佐藤教育次長 議案第23号 令和４年度浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価（令和３年度分）報告書について。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26条の規定に基づき、浦幌町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を別冊のとおり作成し、これを浦幌町議会

に提出するとともに公表する。令和４年10月３日提出。浦幌町教育委員会教育長。 

本報告書は、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、町民に対する説明責任を果たすため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、令和３年度の教育委員会の活動状

況や主な事務事業の点検・評価を実施し、教育に関する学識経験者の意見を付して報告するもので、

十勝教育研究所長の山田 洋氏（前幕別小学校長）を学識経験者として委嘱したところでございます。 

個別の主な事務事業の評価についての説明を省略し、別冊の69～70ページの学識経験者の意見につ

いて申し上げます。 

１点目、整理番号３の「学校教育の充実（学校ＩＣＴ整備事業）」に関して、現在、ＧＩＧＡスク

ール構想が始まり２年目を迎えています。浦幌町では、一足早くタブレットを導入し、授業での活用

を始めているため、昨年参観した中学校の授業では、ＩＣＴ機器が効果的に活用され、子どもたちに

もスキルが定着している様子を見ることができました。今後は、児童生徒の個別最適な学習をサポー

トするためのＡＩ教材の導入等も検討されることと思いますが、文部科学省が整備を進めている公的

ＣＢＴプラットフォームであるメクビット（児童生徒が学校や家庭において、国や地方自治体等の公

的機関等が作成した問題を活用し、オンライン上で学習やアセスメントができることなどを目指して

いるもの）は、特に注目すべきであり、情報は学校と共有していく必要があると思われます。また、

2021年７月の「全国的な学力調査のＣＢＴ化検討ワーキンググループ最終まとめ」では、全国学力・

学習状況調査のＣＢＴ化は、令和６年度より段階的に進められるとのことですし、道教委では今年度

よりチャレンジテストのＣＢＴ化をすでに試験的に進めているとも聞いています。デジタル化は、整

った環境を用意して進めるものではなく、進めながら環境を整えていくものですので、さらに積極的

な取組が必要と思われます。とのご意見をいただきました。 

２点目、整理番号５の「心の問題への対応」に関して、コロナ禍によって全国的に不登校が増えて

いる中、令和３年度の不登校件数が「０」となったのは本当に素晴らしいことと思い ます。しかし、

安心している訳にはいきませんので、学校のハイフレックス型授業やオンラインでの教育相談を準備

するなど、危機に備える必要はあると思われます。とのご意見をいただきました。 

３点目、整理番号11の「文化財施設の整備充実」に関して、データベース化を進め、ホームページ

を活用した情報発信は時代のニーズに応える対応であり大変素晴らしいと思いま す。情報保護やセキ

ュリティの大きな問題もあるので焦らず進めてほしいと思います。また、近い将来は、浦幌町の「地

域学習のプラットフォーム」として、子どもから大人まで活用できるようになってほしいと思います。

特に、子ども用の学習教材の一つとして、小学校社会科副読本のデジタル化の中で一緒に検討を進め

ていくこともコスト削減につながり望ましいと思われます。とのご意見をいただきました。 

４点目、整理番号13の「文化財の活用」ですが、コロナ禍においても団体入館者数が増えるなどと

ても健闘していると思います。また、今年度より博物館法の登録博物館となったり、 Facebookでの活

発な情報発信やホームページを開設したりと、デジタル化の時代の波に乗った取組も確実に拡充され

ており、関係者の方々の努力が形になって表れてきていると思います。Facebookは、「かし和家」や
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博物館の活動の様子、絶滅危惧種移植の配信など、幅広く興味深い内容がリアルタイムで発信されて

います。町民のフォロアーが増えるように働きかけを強くしてはいかがでしょうか。また、ホームペ

ージには、町民の皆さんを巻き込んだ郷土文化の掲載や発信、国立アイヌ民族博物館など関係機関と

リンクした調査研究資料提供の充実なども図られるものと期待できます。とのご意見をいただきまし

た。 

５点目、整理番号14の「アイヌ文化の振興と伝承」に関して、道立博物館や国立アイヌ民族博物館

と共催企画展を実施し、コロナ禍にも関わらず来場者数等を増やしているのは大きな成果と思われま

す。現在、小・中学校ではアイヌに関する記述が拡充され、国立アイヌ民族博物館「ウポポイ」を修

学旅行コースにしている学校も増えています。今後、ラポロアイヌネイションやうらほろスタイルな

どの関係機関と連携した出前授業を定例化（学校の教育課程に位置付ける）するなど、地域への愛着

や地域の魅力の一つとして学習する地域教育として進めてはいかがかと思います。とのご意見をいた

だきました。 

６点目、整理番号16の「図書館の充実」に関して、開館日数が減っているにも関わらず貸出人数が

増えているのは、素晴らしいことと思います。しかし、子どもたちの全国的な現状 としては、コロナ

禍の為コミュニケーションの機会が減り、その結果国語力が低下していると強く叫ばれるようになり

ました。かつて、移動図書で来てくれる図書館司書さんに、子どもたちが、「こんな本が読みたい」

とリクエストすると、次に来るときには必ず候補の本を数冊持ってきてくれて、大変読書数が増えた

という経験もあります。例えば、「図書館司書さんとの相談コーナー」のような取組なども検討して

はいかがでしょうか。とのご意見をいただきました。 

７点目、整理番号17の「世代に応じた社会教育活動の充実」に関して、昨年度は、コロナ「第４波」

から「第６波」が押し寄せ、多くの事業が中止を余儀なくされたにも関わらず、事業参加述べ人数が

前年を上回ったのは関係者の努力の賜物と思われます。高齢者対象の事業は、様々な状況を考えても

対面が基本と思われますが、青年層を対象とした事業は、内容によってはオンラインを活用して、時

間、場所などを問わない配信と、formsなどを使ったアンケート調査によるニーズの把握なども手段と

して有効ではないかと思われます。この辺りは、急激に時代の変化を感じる部分です。とのご意見を

いただきました。 

８点目、整理番号21、22、23の「生涯スポーツの振興」に関して、少子高齢化による利用者減だけ

でなく、コロナや天候などが大きく影響する中でのスポーツ振興は、大変な苦労があると思います。

しかし、今年の浦幌マラソンなどは、このような施策からつながる大きな成果であり、努力の結実と

考えられます。施設の町民協働での維持管理や連携・協働したイベント開催などが、理由の一つであ

り、スポーツが盛んな浦幌町の強みの一つでもあると思われます。なかなか明るい展望が見えづらい

状況ですが、地道な努力を続けてほしいと思います。また、ＩＴを活用してニーズを把握したり、オ

リンピックで話題となった新しいスポーツや障がい者スポーツの体験教室も検討したりしてはいかが

でしょうか。 

以上８点のご意見等について検証を行い、今後の事務・事業の展開につなげてまいりたいと考えて

おります。 

以上で説明を終わりますので、よろしくご審議願います。 

○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） 
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○水野教育長 ほかにありませんか。それでは、「議案第23号 令和４年度浦幌町教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和３年度分）報告書について」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23号 令和４年度浦幌町教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和３年度分）報告書について」は、原案のとおり可

決されました。 

 

■日程第11 議案第24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11 議案第24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24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10月３日提出。

浦幌町教育委員会教育長。 

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、寿町の宮本 朝(あさ)美(み) 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。 

○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24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） 

○水野教育長 異議なしと認めます。よって、「議案第24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10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。 

○背古委員 博物館で検討いただきたいことが１点あります。 

 ９月にＮＨＫのカメラマンが浦幌町に滞在しまして、その様子を４週にわたって放送されました。 

 その内容が浦幌出身の若者が少年団を指導したりとか、うらモンＧＯ！のことであったり、事業を継

承したりとか、うらほろ部の活躍など、浦幌町を盛り上げていこうという流れそのままを調査、取材

をされ、今の浦幌町の進んでいる方向を記録してくれました。せっかくの記録ですので放送されたデ

ータを博物館で見れたりとか記録として保管できないかということを検討いただきたい。 

  要望があればＮＨＫも内部で協議するということでしたので、今回の取材に関することはまちづく
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り政策課が担当していたと思いますが、うらほろスタイルやＣＳの取組の成果が見えてきた今の浦幌

町の状況を記録してらったものなので、まちづくり政策課とも話していただいて、ＮＨＫと調整して

いただいて、できればデータを保存することを検討いただけないかということで要望します。 

○佐藤教育次長 博物館係長とまちづくり政策課を含めて内部で協議させていただき、活用できるよう

に進めてまいりたいと思います。 

○背古委員 お願いします。 

○水野教育長 ほかにありませんか。 

○関井委員 コロナ禍と言われるようになって３年ほどになると思います。感染予防対策もずっといま

まで続いていると思います。十勝も感染者数がだんだん減ってきていてこのまま下火に練ってくれる

といいなと思うのですが、集団で行動することの多い学校などは気を緩めることができないと思いま

す。マスク着用を１つとってみますと、こども達の登下校時は小学生の８割ほどはマスクを着用して

おり、放課後のスポーツの場面でも小学生はほとんどマスクを着用したままで活動している状況です。

中学生はしていない生徒もいます。 

  学校の中でそういった感染対策、特にマスクに関してはほぼ義務だと思うのです。朝登校から下校

するまでマスクを着用して、外すのは給食時、給食もマスクを外したら会話しないように指導されて

います。学校内でマスクをする重要性や必要性に関する指導はされていると思いますが、マスク着用

に関するリスクについての指導はされているのでしょうか。こどもを見るたびにあまりそこを感じな

いので、学校内で主にマスク着用に関してどのような指導をしているのか、わかる範囲で教えてくだ

さい。 

○原口次長補佐 指導の流れの部分に関してですが、まず国から通知があり、北海道教育委員会から国

の通知を学校に合わせた内容の通知が各市町村教育委員会に通知されます。そして各市町村教育委員

会から各学校へ通知する流れになっています。国からの通知が基になっておりますので、浦幌町教育

委員会の中で内容を変更したりすることはなく、こういった内容になっているので各学校で対応お願

いしますという内容で通知しています。各学校はそれを受けまして、保護者向けに必要な部分を抜き

出して通知し、各クラス担任は児童生徒に指導しています。 

  現在熱中症や二酸化炭素濃度の上昇などのリスクについての指導がされており、特に体育の授業や

体育祭の時期はマスクを外す指導も行っているようです。最初のころは低学年についてマスクの着用

が難しい状況でしたので、マスクを着用することについての指導を行っておりました。今学校に聞く

とマスクの着用が定着し、マスクを外す指導は行っているが、マスクを外していいような時について

も着用したままになっている状況です。 

  小学校中学年になるとマスクを外すのが恥ずかしい児童も増えています。指導、声掛けはしている

が無理に外すよう指示することはできなくなっています。学校現場でもマスク着用に関する指導につ

いて苦慮されているようです。指導はしているのですが、どこまで踏み込んで指導するかという線引

きが課題になっています。 

○関井委員 学校現場の様子がよくわかりました。今、世の中的にも逆にマスクを外せない、自分たち

もマスクをしていることで顔の半分が隠れている安心感など、大人も何のためにマスクを着用してい

るのか本来の目的が薄れているように感じます。 

  特に年齢の低いこども達はマスクを着用することで脳の成長に悪影響を及ぼす可能性もあるので、

マスクの着用が及ぼす様々な影響の事実を指導するべきではないかと思います。それを誰が指導する
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のか、誰がこどもに伝えるのか、それを学校にお願いするのがどうなのかはわかりませんが、こども

自身がそういったことを知らなければ自分の健康、命を守ることにはならないのかなと思います。教

育委員会でできることは限られていると思いますが、こどもに自分の健康を守る、命を守るというこ

とを伝えていく場が必要ではないかとこどもたちを見ていて思います。 

○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、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９回定例教育委員会を閉会します。 

 

 

閉会 午後４時５５分 

 


