
平成２９年留萌市教育委員会第２回定例会会議録 

 

 

１ 開 会 日 時   平成２９年２月１５日（水）午後１時００分から 

 

２ 開 催 場 所   留萌市役所 ３・４号会議室 

 

３ 出 席 者   教   育   長   早 川   隆 

              委       員   高 田   潔 

委       員   西 川 知 恵 

委       員   松 村 香 里 

              委       員   野 島   操 

 

４ 出 席 事 務 局 職 員   教 育 部 長   斉 藤 一 司 

              学 校 教 育 課 長   柏 原 俊 博 

生 涯 学 習 課 長   長 野   稔 

子 育 て 支 援 課 長   石 塚   隆 

              幼児療育通園センター長   佐 藤   薫 

学校給食センター長   本 間 泰 彦 

学校教育専門指導員   山 本   浩 

              学校教育課庶務係長   真 鍋   磨 

 

 

５ 傍   聴   者   なし 

 

６ 教育長の報告の要旨   別紙のとおり 

 

７ 議 事 日 程   別紙のとおり 

 

８ 議題及び議事の大要   別紙のとおり 



 

月　・　日 時　　間 場　　　　　所

１月２０日(金） 9:30 教育長室

13:00
留萌高等学校
東光小学校

13:00 第２委員会室

１月２３日（月） 10:00 潮静小学校

13:30 市長公室

１月２５日（水） 18:30 留萌産業会館

１月２６日（木） 18:00 幼児療育通園センター

１月３０日（月） 13:30 ３・４号会議室

18:00 蛇の目寿司

１月３１日（火） 10:00 第2委員会室

２月３日（金） 13:00 ３・４号会議室

２月４日（土） 14:00 留萌消費者センター

２月６日（月） 10:00 留萌小学校

11:00 港南中学校

13:00 潮静小学校

15:30 ３・４号会議室

２月７日（火） 10:00 港北小学校

11:00 北光中学校

13:00 留萌中学校

14:00 東光小学校

15:00 緑丘小学校

18:30 留萌市中央公民館

２月９日（木） 10:00 教育長室

15:00 第２委員会室

11:00 教育長室

13:00 教育長室

17:45 留萌市中央公民館

留萌市国際交流新年交礼会

通園センター保護者との懇談

ICT遠隔授業視察

平成２９年留萌市教育委員会第１回定例会

留萌市教育委員会視察（留萌高校、東光小）

校長との課題協議（港南中）

平成２８年度第８回留萌市校長会

平成２８年度校長会・教頭会合同研修会懇親会

理事者との政策ミーティング

平成２９年留萌市教育委員会第２回臨時会

平成２９年留萌市教育委員会第２回定例会　教育長業務報告

（　自　平成２９年１月２０日　～　至　平成２９年２月１４日　）

業　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　名

留萌教育局次長来庁（校務支援システムの導入検討）

留萌高校及び留萌千望高校の再編整備（統合）後の
現留萌高校校舎の利活用に関する情報交換会

留萌中学校19:00１月２４日(火）

北海道教育庁総務政策局教育政策課長来庁

平成２８年度町内会長会議

校長との課題協議（留萌小）

校長との課題協議（港北小）

校長との課題協議（北光中）

校長との課題協議（留萌中）

校長との課題協議（東光小）

校長との課題協議（緑丘小）

校長との課題協議（潮静小）

平成２８年度留萌市「いじめ根絶に向けた子ども会議」

フォーラム「特別支援教育を考える」

行財政改革推進本部会議

平成２８年度留萌地方特別支援教育研究連盟南部ブロック
第４回特別支援学級合同学習会「卒業を祝う会」

放送大学北海道学習センター所長退任挨拶

要望書に対する留萌市議会からの委員会審査報告書受理

北海道通信社取材

平成２８年度留萌管内退職校長会激励会

陳情第１号留萌幼児療育通園センターの新築移転に関する

「あかしあ大学卒業式」に係る体育協会との打合せ

市長室13:00２月１３日（月）

留萌市中央公民館10:15２月１０日（金）



平成２９年留萌市教育委員会第２回定例会 議事日程 

 

日 程 事 件 番 号 事     件     名 結果 

１ 議案第３号 平成２８年度教育費補正予算について 
原案 

可決 

２ 議案第４号 平成２９年度教育費予算について 
原案 

可決 

３ 議案第５号 平成２９年度教育行政執行方針について 
原案 

可決 

４ 議案第６号 
留萌市スポーツ合宿誘致助成金交付要綱制定に

ついて 

原案 

可決 

 



 

発言者 発言内容 

早川教育長 ただ今から、「平成２９年留萌市教育委員会第２回定例会」

を開催いたします。 

本日の議事署名委員は「松村委員」にお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

はじめに、教育長の業務報告になりますが、お手元に配布

しております資料に基づきまして、報告いたします。 

～ 業務報告 ～ 

只今の報告に対しまして、質疑等はございませんか。 

それでは、議案審議に入ります。 

日程１、議案第３号「平成２８年度教育費補正予算につい

て」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

柏原学校教育課長 日程１、議案第３号、平成２８年度教育費補正予算につき

まして、学校教育課分をご説明申し上げます。 

本補正予算は、学校教育課に係る一般会計歳入歳出予算の

補正であります。 

まず初めに予算資料３ページから７ページの各事業の概

要につきましてご説明いたします。 

３ページの教育委員会費をご覧ください。教育委員会運営

事業につきましては、新教育委員会制度移行に伴う委員長廃

止により委員報酬を１２万円、また、交通手段の変更などに

伴い旅費を１０万１千円、合わせて２２万１千円を減額する

ものであります。 

４ページの事務局費をご覧ください。嘱託職員配置事業に

つきましては、留守家庭指導員の正職員化に伴い３名の未配

置となりましたので、嘱託職員報酬を５７９万４千円、共済

費を６１万３千円、合わせて６４０万７千円を減額するもの

であります。臨時職員配置事業につきましては、１名の未配

置及び一部配置期間の短縮に伴い、共済費を７４万８千円、

臨時賃金を２６７万２千円、合わせて３５６万４千円を減額

するものであります。スクールバス運行事業につきまして

は、燃料単価の値下がりに伴い、需用費を３５万７千円減額

するものであります。英語指導助手配置事業につきまして

は、社会保険料において当初見込んでいた金額と確定した金

額に差が生じたことから共済費を１１万３千円減額し、ま

た、ＡＬＴの継続任用に伴い、自治体国際化協会負担金のう

ち新規雇用に係る渡航費用分の負担が不要となったことに

伴い、負担金補助及び交付金を１５万円、合わせて２６万３

千円を減額するものであります。 

５ページの学校管理費をご覧ください。教職員住宅解体工



事につきましては、入札差金の９７万９千円を減額するもの

であります。 

６ページの教育振興費をご覧ください。教育扶助事業につ

きましては、当初見込んだ対象人数からの減に伴い、学用品

等扶助費を１８０万８千円、学校給食扶助費を１９９万円、

合わせて３７９万８千円を減額するものであります。 

７ページの学校建設費をご覧ください。東光小学校整備事

業につきましては、入札差金の１６万６千円を減額するもの

であります。潮静小学校屋体耐震補強事業につきましては、

実施設計委託料における入札差金の１１万９千円を減額す

るものであります。 

８ページの教育振興費をご覧ください。教育扶助事業につ

きましては、当初見込んだ対象人数からの減に伴い、学用品

等扶助費を５５万円、学校給食扶助費を１５万円５千円、合

わせて７０万５千円を減額するものであります。遠距離通学

費補助金につきましても、当初見込んだ対象人数からの減に

伴い、負担金補助及び交付金を３０万円減額するものであり

ます。教師用指導書購入費につきましては、必要冊数の精査

に伴い３８万５千円を減額するものであります。 

９ページの学校保健費をご覧ください。学校保健事業につ

きましては、児童生徒数の減少に伴い、報酬を９万７千円、

教職員健康診断及び人間ドックにおける受診人数の減によ

り、委託料を２５万３千円、負担金補助及び交付金を９万６

千円、合わせて４４万６千円を減額するものであります。ま

た、委託料につきましては、児童生徒心電図検診において、

歳出予算額の補正はございませんが、へき地学校の区分に関

する区分の変更に伴い、新たに国庫補助金の対象となること

から、その財源の補正を行うものであります。 

次に、２ページ、歳出についてご説明いたします。教育総

務費の教育委員会費につきましては、教育委員会運営事業に

伴い２２万１千円を減額いたしまして、補正後の額を２４６

万６千円とするものであります。事務局費につきましては、

嘱託職員配置事業、臨時職員配置事業、スクールバス運行事

業、英語指導助手配置事業に伴い、１，０５９万１千円を減

額いたしまして、補正後の額を１億１，６６５万３千円とす

るものであります。小学校費の学校管理費につきましては、

教員住宅解体工事に伴い、９７万９千円を減額いたしまし

て、補正後の額を９，０３２万８千円とするものであります。

教育振興費につきましては、教育扶助事業に伴い、３７９万

８千円を減額いたしまして、補正後の額を４，５２５万８千

円とするものであります。学校建設費につきましては、東光

小学校整備事業及び潮静小学校屋体耐震補強工事に伴い、２

８万５千円を減額いたしまして、補正後の額を３億２，７０



４万６千円とするものであります。中学校費の教育振興費に

つきましては、教育扶助事業、遠距離通学費補助金、教師用

指導書購入費に伴い、１３９万円を減額いたしまして、補正

後の額を３，９４６万７千円とするものであります。保健体

育費の学校保健費につきましては、学校保健事業に伴い４４

万６千円を減額いたしまして、補正後の額を１，０７９万８

千円とするものであります。 

次に、資料１ページ、歳入につきましてご説明いたします。

国庫補助金の教育費補助金、小学校費補助金につきまして

は、東光小学校整備事業における大規模改造工事の事業費確

定に伴い、その財源であります国庫補助金を７１万９千円減

額し、補正後の額を４３０万１千円とするものであります。

保健体育費補助金につきましては、児童生徒心電図検診が新

たに国庫補助金の対象となることから、へき地児童生徒学校

保健事業費補助金を２３万２千円増額し、補正後の額を２３

万２千円とするものであります。市債の教育債、義務教育債

につきましては、教員住宅解体工事の事業費が減となったこ

とに伴う教員住宅解体事業債１００万円の減額及び潮静小

学校屋体耐震補強工事の事業費が減となったことに伴う潮

静小学校屋体耐震補強事業債１０万円の減額、東光小学校整

備事業における大規模改造工事の事業費確定に伴う東光小

学校整備事業債６０万円の増額により、合わせて５０万円を

減額し、補正後の額を３億２，９６０万円とするものであり

ます。 

以上、平成２８年度一般会計補正予算、学校教育課分につ

いてのご説明とさせていただきます。 

長野生涯学習課長 それでは、続きまして平成２８年度教育費補正予算、生涯

学習課関係分についてご説明させていただきます。 

はじめに、歳出から説明させていただきます。資料の４ペ

ージをお開きください。社会教育費の社会教育総務費でござ

いますが、補正前の額９４９万２千円に９９３万円を増額

し、補正後の額を１,９４２万２千円とするものでございま

す。その内容でございますが、社会教育統括事業におきます

芸術文化振興基金積立金として、留萌市応援寄付金分３５万

円を芸術文化振興基金に積み立てるほか、上限額の２,００

０万円とするため、１,０４３万４千円を積み立てるものご

ざいます。子どもたちの芸術文化体験事業でございますが、

伝統文化子ども教室委託料におきます事業清算分として７

万２千円を減額、また、子どもたちの芸術鑑賞事業におきま

しては、劇団四季の「こころの劇場」制度を活用したことに

よります芸術鑑賞委託料の減額分４３万２千円、事業終了に

よります不用額などを合わせまして、５４万８千円を減額す



るものでございます。子どもたちの体力アップ推進事業委託

料におきましては、「ＣＯＴを学ぶ会」で予定していました

ＪＣＯＴ講師との調整ができなかったため、留萌体育協会講

師による実施へ変更したことにより、３０万５千円を減額す

るものでございます。 

５ページをお開きください。中央公民館等費でございます

が、補正前の額８，４５７万２千円から２０２万７千円を減

額し、補正後の額を８，２５４万５千円とするもので、中央

公民館等管理事業におきましては、スポーツセンター床等補

修事業」に伴う休館に対します使用料補填分として、１９万

６千円を増額し、また、中央公民館等トイレ改修工事の契約

差金として、２２２万３千円を減額するものでございます。 

６ページをお開きください。佐賀番屋調査費でございます

が、補正前の額、５９６万２千円から３６万１千円を減額し、

補正後の額を５６０万１千円とするもので、旧佐賀家漁場母

屋屋根改修事業に伴います契約差金として、３６万１千円を

減額するものでございます。 

７ページをお開きください。体育振興費でございますが、

補正前の額、２１３万２千円に７９２１万千円を増額し、補

正後の額を１,００５万３千円とするもので、スポーツ振興

基金積立金として、留萌市応援寄付金分２０万円をスポーツ

振興基金に積み立てるほか、上限額の２,０００万円とする

ため、７７２万１千円を積み立てるものでございます。 

８ページをお開きください。体育施設費におきましては、

補正前の額３,７２９万２千円から１６５万６千円を減額

し、補正後の額を３,５６３万６千円とするもので、温水プ

ール管理事業におきましては、事業終了によります不用額、

また、年度内の管理・運営に必要な経費を差し引いた不用額

として、１４４万３千円を減額し、スポーツセンター床等補

修事業におきましては、契約差金２１万３千円を減額するも

のでございます。 

次に歳入でございますが、１ページにお戻りください。社

会教育費補助金の歴史活き活き史跡等総合活用整備事業費

補助金につきましては、旧佐賀家漁場母屋屋根補修事業に充

てる予定でございましたが、補助採択とならなかったため減

額するものでございます。寄付金の教育費寄付金につきまし

ては、留萌市応援寄付金を芸術文化振興事業分として３５万

円、スポーツ振興事業分として２０万円を補正するものでご

ざいます。繰入金でございますが、芸術文化振興基金繰入金

につきまして５４万９千円を減額、スポーツ振興基金繰入金

につきまして３０万５千円を減額するものでございますが、

これは、子どもたちの芸術文化体験事業、子どもの体力アッ

プ推進事業委託料の事業費変更によりまして減額となった



ところでございます。諸収入の雑入、指定管理委託料返還金

につきましては、中央公民館等指定管理委託料のうち、燃料

費に係る返還金として３２５万６千円、また、図書館指定管

理委託料のうち、燃料費に係る返還金として５７万８千円を

補正するものでございまして、これは燃料単価の変動による

清算となっているところでございます。市債の社会教育債、

中央公民館等トイレ改修事業債につきましては、契約差金分

の２２０万円を減額し、旧佐賀家漁場母屋屋根補修事業債に

つきましては、補助金でご説明申し上げました歴史活き活き

史跡等総合活用整備事業費補助金が補助採択とならなかっ

たため、２１０万円を増額するものでございます。保健体育

債のスポーツセンター床等補修事業債につきましては、契約

差金分の２０万円を減額するものでございます 

以上、平成２８年度教育費補正予算、生涯学習課関係分の

説明とさせていただきます。 

本間学校給食セン

ター長 

それでは、学校給食センター関係分について説明させてい

ただきます。 

まず、下段の歳出をご覧いただきたいと思います。学校給

食費、補正前の額９，２６０万３千円から、４５２万９千円

を減額し、補正後の額を８，８０７万４千円にしようとする

ものです。その内訳でございますが、給食センター運営管理

事業を４３万５千円減額しようとするもので、その内訳は、

臨時職員の欠員による賃金を４３万５千円減額するもので

す。次に、給食センター調理衛生環境等改善事業を３０７万

９千円減額しようとするもので、その内訳は、食器購入入札

差金による減額で、消耗品費を６９万６千円の減額、次にご

はん用容器購入入札差金による減額で、器具等購入費を５４

万７千円の減額、次に調理機器等購入入札差金による減額

で、１８３万６千円の減額でございます。次に、給食センタ

ー屋根改修工事を１０１万５千円減額するもので、これは、

給食センター屋根改修工事の入札差金による減額でござい

ます。 

次に上段の歳入をご覧いただきたいと思います。繰入金、

公共施設整備基金繰入金、補正前の額８１０万円から、同額

８１０万円を減額し、補正後の額をゼロにしようとするもの

で、これは、屋根改修工事費に公共施設整備基金から繰り入

れることとしていましたが、一般財源により工事を行うこと

としたため、その全額を減額するものです。次に、給食セン

ター調理衛生環境改善事業債を、補正前の額２，０２０万千

円から、１９０万円を減額し、補正後の額を１，８３０万円

にしようとするもので、これは、当初予定していた調理機器

等の入札差金が生じたことによる減額であります。 



平成２８年度学校給食費の補正予算の説明は以上でござ

います、よろしくご審議をお願いいたします。 

石塚子育て支援課

長 

続きまして、議案第３号、平成２８年度教育費補正予算の

うち、子育て支援課関係分について、ご説明いたします。 

今般の補正予算案は、平成２８年度事業の整理に伴うもの

であります。 

歳出からご説明いたしますので、２ページをお開き下さ

い。事務局費の私立幼稚園就園奨励費補助金につきまして

は、２４万５千円を増額し、補正後の額を２，８６０万４千

円としようとするもので、これは、補助単価の高い保護者世

帯の増加によるものであります。 

ページをお戻りください。歳入につきましては、歳出の増

額に伴う財源の補正でありまして、国庫補助金の私立幼稚園

就園奨励費補助金１９５万２千円を増額しようとするもの

であります。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、日程１、議案第３号「平成２８年度教育

費補正予算について」は、決定とさせていただきます。 

続きまして、日程２、議案第４号「平成２９年度教育費予

算について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

斉藤教育部長 それでは、当初予算の説明に入る前にＡ３で一般会計当初

予算という表があるんですけど、これが来年度の留萌市の歳

入歳出予算になります。 

右側の太線で囲ってあるのが教育費となっており、この部

分が教育委員会の予算になります。昨年と比べまして２億２

千３百万ほど金額としては下がっております。率にしますと

２３パーセントちょっとですが、減った理由と申しますの

は、右側に増減を書いていますけども、来年度、潮静小学校

の整備に５千７百万ほど、旧学校解体で１，５００万ほど、

これは礼受小学校の解体を予定しております。中央公民館等

の整備ということで、屋上防水ですとか、屋外の階段ですと

かいろんな部分で老朽化していますんで、１，４５０万ほど

積んでおります。減額になっておりますのが、東光小学校が

今年度で事業が終わりますので、３億ほど減額、中央公民館

のトイレ改修工事で１，３００万ほど減額、スポーツセンタ

ー床補修で１，１００万ほど減額となっております。総体で

２億２千万ほど減額になるということでございます。 

市全体予算の中で教育費の占めている割合というのが、今

年度が７．２パーセントと報告させてもらっているんですけ

ど、来年度は、事業費が少ない、事業量が少ないということ



もありまして５.５パーセントとなっております。 

なお、現在、財政部局との間で予算科目の組換え等の修正

ないか、確認しているところでありまして、多少の修正の可

能性がありますことをご了承していただければと思います。 

それでは学校教育の方から順に説明を申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

柏原学校教育課長 日程２、議案第４号、平成２９年度教育費予算につきまし

て、学校教育課分をご説明申し上げます。 

初めに、予算資料６ページから１３ページの予算科目ごと

の新規事業や予算配分などの見直しを行った事業を中心に

ご説明いたします。 

６ページの事務局費をご覧ください。特別支援教育支援員

配置事業につきましては、特別支援学級に在籍する新１年生

の人数の増加が見込まれることから、留萌小学校及び留萌中

学校に各１名の支援員の増員を行います。嘱託職員配置事業

につきましては、教職員の負担軽減等を目的に東光小学校及

び港南中学校に各１名の学校事務補助員を試行的に配置し、

また、道費での事務職員配置が見込まれず、閉校年度でもあ

る北光中学校にも１名の配置を行います。教育委員会事務局

統括事業につきましては、教職員が自主的に参加する研修に

対する支援及び留萌市教育研究協議会に対し、新たな教育課

題等に関する研究調査を委託してまいります。北光中学校閉

校事業実行委員会補助金につきましては、歴史と伝統を誇る

北光中学校の閉校にあたり、その歴史に幕を閉じる区切りを

付けるため式典等のセレモニーを行う事業実行組織に対し

基準に基づく補助を行います。 

７ページの学校管理費をご覧ください。小学校ＬＡＮ環境

改善事業につきましては、デジタル機器の活用推進と今後の

教育情報化に向けた通信環境を整えるため、緑丘小学校の校

内をカバーできるようＬＡＮ環境の改善を行います。また、

ＬＡＮ環境改善に伴い、災害時には避難者に対し無線環境を

提供することが可能となり、避難者の利便性の向上にも繋が

るものであります。小学校管理事業につきましては、平成２

９年度において、地域の特色を活かし各学校の創意工夫によ

る学校運営に取り組む「特色ある学校づくり」として、全て

の小中学校に対して校長裁量予算配分を実施してまいりま

す。本事業では、港北小においてホールからグランドに直接

出入りできるよう改修し、体力向上のための環境整備を進め

るものであります。教職員住宅解体工事につきましては、平

成２９年度は沖見町の１棟４戸及び潮静の１棟２戸、合わせ

て２棟を計画的に解体してまいります。旧学校施設解体事業

につきましては、旧礼受小学校施設を解体いたします。 



８ページの教育振興費をご覧ください。小学校教育振興事

業につきましては、「特色ある学校づくり」として、緑丘小

学校では外部講師を活用した授業の実施、研修会等への参

加、留萌小学校では先進校視察の実施、道徳性検査の実施、

東光小学校では体力向上のための体育用具類及び少人数学

習に対応するためのホワイトボードの購入、潮静小学校では

ＩＣＴ教育充実のためのノートパソコンの購入を行います。 

また、ＩＣＴを積極的、効果的に活用した授業改善や情報化

社会に主体的に対応していく教育を推進するため、デジタル

教材を有効に活用してまいります。さらに、学校図書館の標

準冊数に満たない留萌小学校、港北小学校、潮静小学校に対

し、図書購入費の増額を行うことにより図書の充実を図って

まいります。教育用ＩＣＴ機器更新事業につきましては、老

朽化している教育用パソコン１３５台、校務用パソコン１２

１台、ネットワーク機器等を更新し、セキュリティ対策を強

化するとともに次期学習指導要領の改訂を見据えたＩＣＴ

環境整備を行います。 

９ページの学校建設費をご覧ください。教職員住宅整備工

事につきましては、計画的な補修・整備として、潮静小学校

校長用住宅の屋根の葺き替えを行います。港北小学校屋内運

動場改修工事につきましては、腐食が著しく頻繁に雨漏りが

生じている屋内運動場の屋根の葺き替えを行います。潮静小

学校につきましては、老朽化対策として校舎の大規模改造工

事及び耐震基準を満たしていない屋内運動場の耐震補強工

事を実施いたします。 

１０ページの学校管理費をご覧ください。中学校ＬＡＮ環

境改善事業につきましては、港南中学校の校内をカバーでき

るようＬＡＮ環境の改善を行うとともに、留萌中学校におき

ましては現在、留萌高校校舎への移転の可能性を検討してい

ることから、最低限必要な通信環境の整備を行います。 

１１ページの教育振興費をご覧ください。中学校教育振興

事業につきましては、「特色ある学校づくり」として、留萌

中学校では研修会等への参加、校内美化による豊かな心の育

成と教育環境の整備、港南中学校では研修会等への参加、道

徳性検査の実施、北光中学校では複式校ならではの特色ある

展示方法の充実を行います。また、ＩＣＴを積極的、効果的

に活用した授業改善や情報化社会に主体的に対応していく

教育を推進するため、デジタル教材を有効に活用してまいり

ます。教育用ＩＣＴ機器更新事業につきましては、教育用パ

ソコン７２台、校務用パソコン５５台、ネットワーク機器等

の更新を行います。教育扶助事業につきましては、生徒会費

を新たに支給対象とし、就学援助制度の充実を図ります。 

１２ページの学校保健費をご覧ください。学校保健事業に



つきましては、フッ化物洗口剤の調剤専用の５００ｇ梱包の

製品が発売され、学校薬剤師による調剤が可能となったこと

から、安心してフッ化物洗口に参加できるようフッ化ナトリ

ウム試薬からフッ化物洗口剤に切り替えを行います。日本ス

ポーツ振興センター保護者負担金給付金につきましては、児

童生徒が安心して学校生活を送り、教職員等が安心して教育

活動を行うことができるよう、同災害共済掛金について保護

者の負担を軽減し、児童生徒の制度加入率１００％を維持す

ることを目的に、同共済掛金の保護者負担金額相当額を給付

してまいります。 

１３ページをご覧ください。先ほどご説明をいたしました

小学校及び中学校における教育用ＩＣＴ機器更新事業のう

ち、パソコン等の更新に要する費用が高額となるため、備荒

資金組合の制度を活用し当該費用の平準化を図るため、債務

負担行為を行うものであります。期間は平成２９年度から平

成３３年度までの５年間、限度額は小学校が１億４６０万２

千円、中学校が４，５８３万３千円でございます。 

次に、資料４ページ、歳出をご覧ください。教育費の教育

総務費、第１目、教育委員会費につきましては、２４１万６

千円を計上しております。新教育委員会制度移行に伴う委員

長廃止による委員報酬の減及び交際費を事務局費に計上し

たことなどから、前年比２７万１千円の減額となっておりま

す。 

第２目、事務局費につきましては、１億３，１７３万７千

円を計上しており、特別支援教育支援員配置事業における支

援員の増員、嘱託職員配置事業における学校事務補助員の新

規配置、北光中学校閉校事業実行委員会補助金などにより、

前年比６３１万３円の増額としております。 

次に、小学校費、第１目 学校管理費につきましては、９，

６１２万５千円を計上しており、緑丘小学校のＬＡＮ環境改

善事業、小学校管理事業における「特色ある学校づくり」、

教職員住宅や旧学校施設の解体事業などにより、前年比４８

１万８千円の増額としております。 

第２目、教育振興費につきましては、４，７４３万７千円

を計上しており、新たに「特色ある学校づくり」やデジタル

教材の有効活用、学校図書館の図書の充実、教育用ＩＣＴ機

器更新などに取り組む一方で、対象者の減少に伴い教育扶助

事業にて２３５万円の減額、平成２８年度で全ての小中学校

の整備が完了したデジタル教材活用推進事業にて２４０万

円の減額など、前年比１４１万９千円の減額となっておりま

す。 

第３目、学校建設費につきましては、７，２９５万４千円

を計上しており、東光小学校整備事業が完了したことから、



前年比２億３，２４７万７千円の減額となっております。 

次に、中学校費、第１目、学校管理費につきましては、５，

０２０万円を計上しており、中学校ＬＡＮ環境改善事業によ

り前年比５２２万２千円の増額となっております。 

第２目、教育振興費につきましては、３，８６２万１千円

を計上しており、新たに「特色ある学校づくり」やデジタル

教材の有効活用、教育用ＩＣＴ機器更新などに取り組む一方

で、平成２８年度で全ての小中学校の整備が完了したデジタ

ル教材活用推進事業にて１２０万円の減額、４年に一度の教

科書改訂に合わせた教師用指導書購入費３５０万円の減額

など、前年比２２３万６千円の減額となっております。 

次に、保健体育費の学校保健費につきましては、１，１８

９万３千円を計上しており、日本スポーツ振興センター保護

者負担金給付金などにより、前年比６４万９千円の増額とな

っております。 

次に、資料１ページ、歳入につきましてご説明いたします。 

保健体育費負担金につきましては、２万９千円減の５０万５

千円を計上しております。日本スポーツ振興センター保護者

負担金が児童生徒数の減少の影響により減少したことによ

るものであります。 

使用料及び手数料の教育使用料につきましては、学校体育

館の市民夜間利用に伴う料金となっており、利用団体や利用

頻度を見込み、微増の５２万円を計上しております。 

国庫支出金の教育費補助金、第１節、教育総務費補助金で

は、へき地児童生徒通学援助補助金にかかる経費に対する補

助金として６万６千円を計上しております。 

第２節、小学校費補助金では８，８０５万８千円減の１，

２９９万６千円を計上しております。その内訳といたしまし

ては、要保護生徒就学援助費補助金にかかる経費に対する補

助金として４万６千円、特別支援教育就学奨励費補助金にか

かる経費に対する補助金として７２万１千円、小学校ＬＡＮ

環境改善事業に係る経費に対する公衆無線ＬＡＮ環境整備

支援事業費補助金として１６０万円、潮静小学校整備事業に

かかる経費に対する補助金として１，０６２万９千円となっ

ております。 

第３節、中学校費補助金では１５１万６千円増の１８６万

２千円を計上しております。その内訳といたしましては、要

保護生徒就学援助費補助金にかかる経費に対する補助金と

して１１万１千円、特別支援教育就学奨励費補助金にかかる

経費に対する補助金として４１万８千円、中学校ＬＡＮ環境

改善事業に係る経費に対する公衆無線ＬＡＮ環境整備支援

事業費補助金として１３３万円３千円となっております。 

第５節、保健体育費補助金では、児童生徒心電図検診に係



る経費に対するへき地児童生徒学校保健事業費補助金２６

万２千円を新たに計上しております。 

道支出金におきましては、小学校費補助金として、スクー

ルガードリーダー配置事業にかかる経費に対する補助金と

して、前年度３千円減の１１万５千円を、小学校費委託金と

して、スクールソーシャルワーカー活用調査研究事業にかか

る経費に対する委託金として、前年度と同額の３０万９千円

を計上しております。 

財産収入の財産運用収入では、建物貸付収入につきまし

て、教職員住宅の教職員入居状況を勘案し、５万９千円減の

７２２万５千円を計上しており、基金運用収入につきまして

は、奨学基金運用収入として前年度５千円減の２千円を計上

しております。 

最後となりますが、市債の義務教育債につきましては、１

億３，５９０万円減の７，６３０万円を計上しております。

平成２９年度に予定しております事業のうち、小学校及び中

学校ＬＡＮ環境改善事業、教職員住宅解体事業、旧学校施設

解体事業、潮静小学校整備事業に対して、表にお示ししてい

る起債の借り入れを予定しているものであります。 

以上、平成２９年度教育費予算、学校教育課分についての

ご説明とさせていただきます。 

長野生涯学習課長 平成２９年度教育費予算、生涯学習課分についてご説明さ

せていただきます。 

はじめに歳出からご説明させていただきます。 

資料の３ページをお開きください。社会教育費、社会教育

総務費につきましては、前年度と比較して１５１万５千円を

増額し、８９５万７千円とするものでございます。 

その事業内容といたしましては、社会教育統括事業４３万

４千円、ＰＴＡ研究大会事業１２万円、審議会等事業２７万

６千円、成人式事業３０万４千円、公開番組誘致事業７３万

２千円、子どもの体力アップ事業委託料１０９万６千円、芸

術文化振興助成事業１００万円、留萌百年物語事業１０４万

円、子どもたちの伝統文化体験事業５１万１千円、音楽合宿

誘致事業２６４万３千円、芸術文化振興基金積立金１千円、

ＰＭＦ招致事業８０万円となっているところであり、その主

な内容でございますが、５ページをお開きください。審議会

事業におきましては、文化財審議会を開催するための経費及

び全国社会教育研修会への参加旅費などにつきまして、１３

万４千円を増額し、２７万６千円を計上するものでございま

す。新規事業となります公開番組誘致事業につきましては、

周年記念事業として、ＢＳプレミアで全国放送をしておりま

す、「みんなＤＥどーもくん！」の収録を、平成２９年６月



２５日（日）に実施するための予算として、７３万２千円を

計上するものでございます。芸術文化助成金につきまして

は、昨年と同様、小・中・高校におきます文化活動団体が全

道大会や全国大会に出場する場合についても、助成対象とす

る事業を継続してまいります。２年目となります留萌百年物

語事業につきましては、昨年に引き続き、１０４万円を計上

するものでございます。これまで子どもたちの芸術文化体験

事業として鑑賞事業と併せ、１本で実施していました、伝統

文化子ども教室と子どもたちの芸術鑑賞事業につきまして

は、分離をし、継続して実施するもので、子どもたちの伝統

文化体験事業と名称を変え、５１万１千円を計上するもので

ございます。なお、子どもたちの芸術鑑賞事業につきまして

は、指定管理事業に移行し、「巡回小劇場」を活用して実施

することとしております。 

６ページをお開きください。新規事業となります音楽合宿

誘致事業でございますが、音楽合宿を行う団体に対し、会場

使用料等の支援を行うもので、２６４万３千円を計上するも

のでございます。同じく新規事業となりますＰＭＦ招致事業

『留萌ゆめ・みらいコンサート』でございますが、パシフィ

ック・ミュージック・フェスティバル演奏者と留萌高校吹奏

楽部との合同によります『留萌ゆめ・みらいコンサート』の

開催を通じて、留萌市の節目の年を多くの市民と祝い、豊か

な心を育むことを目的に８０万円を計上するものでござい

まして、内容といたしましては、ＰＭＦ演奏者による留萌高

校吹奏楽部へのアウトリーチや合同のコンサートの開催を

予定しているものでございます。 

３ページにお戻りください。中央公民館等費につきまして

は、前年度と比較して１７６万６千円増額し、８,３１９万

４千円とするものでございます。その事業内訳としては、中

央公民館等管理事業、６,８６９万５千円、中央公民館等整

備事業、１,４４９万９千となっているところであり、その

主な内容としては、７ページに記載しておりますが、新規事

業の中央公民館等整備事業でございますが、留萌市社会教育

施設維持管理計画に基づき実施するもので、中央公民館講堂

の暖房用設備改修に４３３万１千円、文化センター等屋上防

水改修工事として４８６万５千円、中央公民階段補修工事と

して５３０万３千円を計上したところでございます。 

３ページにお戻りください。図書館費につきましては、前

年度と比較して１３１万８千円を増額し、３,３２７万９千

円とするものでございます。その事業内容といたしまして

は、図書館統括事業３万７千円、図書館運営管理事業３,２

２３万１千円、図書館整備事業２３２万９千円となっている

ところであり、その主なにつきましては、７ページに記載し



ております。新規事業の図書館整備事業におきましては、留

萌市社会教育施設維持管理計画に基づき実施するもので、図

書館受電設備改修工事として１７０万１千円、図書館屋上防

水改修工事として６２万８千円を計上したところでござい

ます。 

３ページにお戻りください。佐賀番屋調査費の佐賀漁場管

理事業につきましては、前年度と比較して、２６万６千円増

額し、１２８万３千円とするものでございます。その事業内

容といたしましては、佐賀漁場管理事業、１２８万３千円で

あり、その内容といたしましては、７ページに記載のとおり、

旧佐賀家漁場の維持・補修のための修繕料として２７万円を

増額するものでございます。 

４ページをお開きください。保健体育費の体育振興費でご

ざいますが、前年度と比較して、２１７万６千円を増額し、

４３０万８千円とするものでございます。その事業内容とい

たしましては、スポーツ振興助成事業１００万円、スポーツ

振興基金積立金１千円、スポーツ合宿誘致事業３３０万７千

となっているところであり、その主な内容として、８ページ

に記載をしている新規事業のスポーツ合宿誘致事業でござ

いますが、これまでの取り組みを踏まえ、留萌市で合宿を実

施するスポーツ競技団体への支援と、誘致するスポーツ教室

の開催や留萌市民との交流による競技人口の増加を図るた

めに、３３０万７千円を計上するものでございます。事業の

内容といたしましては、Ｖチャレンジリーグに所属する「つ

くばユナイテッドサンガイア」の合宿誘致と小・中・高校生

を対象としたバレーボール教室の実施に伴います謝礼金、ス

ポーツ合宿を希望する団体への助成と会場使用料の支援な

どとなっているところでございます。 

４ページにお戻りください。体育施設費でございますが、

全年度と比較して１,０７７万円を減額し２,６５５万２千

円とするものでございます。事業の内容といたしましては、

温水プール管理事業２,３４０万４千円、クロスカントリー

整備事業１７０万５千円、スポーツセンター等整備事業１４

１万３千円となっているところであり、その主な内容でござ

いますが、８ページに記載をしているところでございます。

温水プール管理事業といたしまして、今年度と同様の内容で

開設するほか、市民対象のアンケート調査や幼児・小学生を

対象とした水泳教室を実施する経費も含め、２,３４０万４

千円を計上するものでございます。新規事業でございますス

ポーツセンター等整備事業でございますが、留萌市社会教育

施設維持管理計画に基づき実施するもので、１４１万３千円

を計上したところでございますが、事業内容といたしまして

は、スポーツセンター屋上防水改修工事９１万６千円、弓道



場屋根葺替工事４９万７千円を計上したところでございま

す。 

９ページの市立留萌図書館情報システム借上料の債務負

担行為について、でございますが、平成２４年度から長期契

約をしていました図書館情報システムでございますが、平成

２９年７月での契約期間満了に伴い、現システムのサポート

期間が終了する平成３１年３月末までの期間で更新を行う

ものでございますが、複数年度にわたる契約のため債務負担

行為を設定するもので、限度額を２５６万７千円とするもの

でございます。 

続きまして、歳入のご説明申し上げます。資料の１ページ

をお開きください。使用料及び手数料、教育使用料、温水プ

ール使用料につきましては、平成２８年度の実績から、１０

万４千円を減額し、３１万６千円とするものでございます。 

行政財産使用料につきましては、留萌管内教育研究所に対

します行政財産使用料として２６万３千円を増額し、９５万

５千円を計上するものでございます。 

道支出金、社会教育費補助金の地域づくり総合交付金につ

きましては、留萌百年物語事業分として５０万円、公開番組

誘致事業分として３６万６千円、ＰＭＦ招致事業分として４

０万円をそれぞれ充てるもので、合計１２６万６千円を計上

するものでございます。 

財産収入、土地貸付収入につきましては、前年度と同額を

計上したところでございます。 

財産収入、基金運用収入につきましては、芸術文化振興基

金運用収入として１千円、スポーツ振興基金運用収入として

１千円を計上したところでございます。 

繰入金の芸術文化振興基金繰入金につきましては、前年度

と比較して６６万８千円を減額し１５１万１千円としたと

ころでございますが、これにつきましては、子どもたちの芸

術鑑賞事業を指定管理事業に移行したことによります減額

となったものでございます。また、スポーツ振興基金繰入金

につきましては、３万２千円を減額し、２０９万６千円とす

るものでございますが、これにつきましては、子どもたちの

体力アップ推進事業などの事業費の減により、減額となった

ものでございます。 

次に、諸収入の雑入、いきいきふるさと推進事業助成金に

つきましては、音楽合宿誘致事業とスポーツ合宿誘致事業に

それぞれ１００万円を充てるものでございます。 

以上で、平成２９年度教育費予算、生涯学習課分の説明と

させていただきます。 



本間学校給食セン

ター長 

それでは、学校給食センター関係分について説明させてい

ただきます。 

まず下段の歳出からご説明いたします。学校給食費は、本

年度予算額８,３９３万６千円、平成２８年度当初予算と比

較しますと５６万７千円の減となってございます。その内訳

でございますが、学校給食統括事業といたしまして、給食セ

ンター運営委員会委員報酬、事務用消耗品費などで１０５万

５千円を計上しております。 

次に、給食センター運営管理事業は５,４６６万２千円計

上しています。その内訳の主なものは調理員の賃金、燃料費、

電気料金などの高熱水費、給食配送委託料などでございま

す。 

次に、地元食材１００％給食事業は２４万１千円を計上し

ています。平成２９年度は、留萌産米を使った米粉パン、小

平産牛肉を使った牛肉ミートボールスープ、留萌産の鮭ザン

ギ、小平産ルルロッソを使用したパスタと合えたルルロッソ

マカロニサラダを予定しています。 

次に、調理衛生環境等改善事業は、２,７８１万４千円を

計上しています。更新する機器等は、スチームコンベクショ

ンオーブン１,３２８万４千円、自動フライヤー７３６万６

千円、プレハブ冷凍・冷蔵庫２５９万２千円、マイコンスラ

イサー１５９万８千円、サイノ目切機１０８万円、球根皮剥

機５６万２千円、軟水器交換３５万７千円、調理場内排水路

整備６３万６千円、乾燥室設置工事３３万９千円などでござ

います。 

最後に、給食センターに配属されています、軽自動車の公

用車のガソリン代などの経費として１６万４千円を計上す

るものでございます。 

続いて、上段の歳入は、給食センター調理衛生環境等改善

事業債として２,６４０万円を計上してございます。 

平成２９年度学校給食費の当初予算の説明は以上でござ

います。よろしくご審議をお願いいたします。 

石塚子育て支援課

長 

続きまして、議案第４号、平成２９年度教育費予算のうち、

子育て支援課関係分について、ご説明いたします。 

歳出からご説明いたしますので、２ページをお開き下さ

い。事務局費の私立幼稚園就園奨励費補助金につきまして

は、２，８３４万７千円とし、前年度と比較して１万２千円

の減としようとするもので、これは、対象者の減によるもの

であります。 

ページをお戻りください。歳入につきましては、歳出に伴

う財源でありまして、国庫補助金の私立幼稚園就園奨励費補

助金を８２２万円としようとするものであります。 



早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

高田委員 まず１点目ですけども、旧学校解体ということで学校教育

課関係分からの説明がありまして、礼受小学校の解体をする

ということで、老朽化した屋根の鉄板とかが、近隣とか道路

に飛散したら困るなあと思っていたところでして、このよう

な予算計上されたことにほっとして安心しました。 

もう１点ですけども、子育て支援課関係分ですけど、この

間から市内の幼稚園からの要望があって回答したことや本

日後から説明されると思いますけども、資料１１にも留萌市

の子ども・子育て会議についてというのがあります。こうい

うものとこれが関連しているのかというのが１点目です。 

それから、もう１点同じくこれに関して、歳出が２，８３

４万７千円で、国庫補助金が８２２万円とこの差額は、道の

補助金というものがあるのか、どういうところからこの差額

が支出されていくのか、それについて教えていただきたいと

思います。 

石塚子育て支援課

長 

まず、先日来、ご報告させていただいております幼稚園の

保育料の軽減につきましては、これは新しい制度へ移行され

ると幼稚園が判断されました３０年度からの話でございま

して、２８年度の整理予算、２９年度の当初予算は、まだ移

行になっておらず、これを支援するための補助金等に文科省

の補助金を入れているところであります。３０年度からは、

新制度に移行しますので、こちらの補助金は適用にならず、

今度は新たに内閣府からの子育ての支援の補助金ではあり

ませんが、交付金を受けることによって保護者等に支援をし

ていくものでございます。ですから２９年度と３０年度から

では予算のつくりも少し変わってくるということで、来年度

にはそのご説明をさせていただきたいと思います。 

また、国の補助金は約３分の１でありまして、ただ国の方

でお金がないのか、３分の１全部をくれませんで、３分の１

に調整率を掛けた額でいただいております。足りない部分に

つきましては、一般財源と言いまして市税から賄っていると

ころでございます。 

野島委員 教えていただきたいなと思ったんですけど、学校振興費の

中の教育振興事業の今年度の最初の補正予算の方でもあっ

たんですけど、対象人数が減ったことから教育振興事業費が

減っているということで、ご説明があったかと思うんですけ

ど、子どもの貧困とかで非常に話題になっている中で、減額

になっているのは、それだけの子どもさんの数自体が自然現

象という形だったのか、金額が大きかったのでもう一度詳し

くご説明いただければと思います。 



柏原学校教育課長 教育扶助の部分につきましては、平成２９年度の予算編成

では、推測実数ということで毎年変動しておりますので、こ

れまではどちらかと言いますと右肩上がりの傾向が続いた

んですが、今年度に限っては、推測した数がたまたまと申し

たらいいのか、実数から追って行った推計が少なかったこと

が実態でありまして、決して根本の問題であります、貧困の

問題が好転しているというふうには捉えていないところで

あります。 

また、扶助費の中身が、何年生かによって金額等も例えば

修学旅行等に行く学年でしたらその部分の支援があります

し、新入学生、中学に進級するときには、入学準備金のよう

な支援がありますので、その学年に在籍する構成比と言いま

すかそこでも金額的には大分変動してくる仕組みとなって

ございます。 

野島委員 来年度もだいたい去年と同じくらいの数で見積もったと

いうことですか。 

柏原学校教育課長 人数的には昨年度よりは、減っております。 

早川教育長 その他発言がなければ、日程２、議案第４号「平成２９年

度教育費ついて」は、決定をさせていただきます。 

続きまして、日程３、議案第５号「平成２９年度教育行政

執行方針について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

斉藤教育部長 それでは、私の方から平成２９年度教育行政執行方針につ

いて説明を申し上げます。 

前回ご説明をさせていただきましたあとに、前回いただい

た意見と内部で検討した結果、若干訂正がございますので、

説明をさせていただきたいと思います。 

まず１ページの下から４行目ですが、「総合計画の基本テ

ーマである みんなでつくる まち・ひと・きぼう・・・」

は総合計画の中で、きちっとうたわれているということで、

これは削除しております。 

２ページにいきまして、下から５行目の朱書き部分「タブ

レットとキーボードが一体化した」というのを加えておりま

す。 

続きまして７ページの下から４行目になりますが、「中央

公民館、市立留萌図書館などの・・・」を削除しております。

中段に「生涯学習プログラムの充実につきましては、・・・」

というところで、だぶる部分もあるということで、この部分

は削除しております。 

１０ページの下から６行目、前回ご説明をさせていただき

ましたけども、教職員住宅の建設が先延ばしになったという

ことで、この部分は削除しております。 



１２ページの上から６行目の「就学援助制度」のところの

文言を整理しております。 

最後１３ページですが、西川委員からご指摘のございまし

た内容でありますが「発達に遅れのある」という言葉をやめ

て「療育が必要な」に変えてございます。 

前回からの変更部分については以上でございますが、今後

市長部局の市政執行方針との文言の整合性等により、多少の

修正がある可能性がありますので、ご了承願いたいと思いま

す。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

高田委員 今部長から説明がありましたように加筆訂正されて、整理

されておりますので異議はありません。 

早川教育長 その他発言がなければ、日程３、議案第５号「平成２９年

度教育行政執行方針について」は、決定をさせていただきま

す。 

続きまして、日程４、議案第６号「留萌市スポーツ合宿誘

致助成金交付要綱制定について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

長野生涯学習課長 それでは日程４、議案第６号、「留萌市スポーツ合宿誘致

助成金交付要綱制定について」の提案理由につきまして、ご

説明申し上げます。 

この要綱につきましては、平成２９年度からスポーツ団体

等が行う合宿の誘致を促進し、本市におけるスポーツの振

興、地域の活性化を図るため、制定しようとするものでござ

います。その内容でございますが、次のページの留萌市スポ

ーツ合宿誘致助成金交付要綱案をご覧ください。 

第１条におきましては、この要綱の趣旨を定め、留萌市補

助金等交付規則に定めるもののほか必要な事項について定

める旨を記載したところでございます。 

第２条では、団体及び宿泊施設の定義を、第３条第１項に

おきましては、助成対象となる場合は、５人以上の市外の団

体が行う合宿であり、また、市内の宿泊施設を利用し、１人

２泊以上宿泊することや合宿期間中の練習の公開、要望があ

った場合の競技に対する教室の開催や指導等の活動を行う

ことを規定したところであり、第２項におきましては、助成

対象としない場合について定めたものでございます。 

第４条におきましては、助成の対象となる団体等は、第３

条第１項に規定する要件を満たした者とする旨を定め、第５

条第１項におきましては、助成対象経費、助成金額、限度額

について定め、第２項におきましては、留萌市及び留萌市教

育委員会が所管する施設を使用する場合の使用料は、教育委



員会が負担することを、第３項におきましては、同一団体に

対する助成回数について定めたものでございます。 

第６条では、交付申請に必要な書類と申請期日を、第７条

におきましては、交付の条件を定めたものでございます。 

第８条におきましては、申請に対します決定と指令書の送

付を、第９条におきましては、助成金の交付決定の全部又は

一部の取消と助成金の返還を命ずる場合がある旨を定め、第

１０条において実績報告の義務と提出書類について定めた

ものでございます。 

第１１条におきましては、実績報告に基づく審査と交付す

べき額の決定及び通知を、第１２条におきましては、助成金

の交付は事業の完了後に交付する旨を定めたものでござい

ます。 

また、第１３条におきましては、助成金の適正な運用を図

るための検査について定め、附則では、この要綱を平成２９

年４月１日から施行する旨を定めたものでございます。 

以上で、日程４、議案第６号の「留萌市合宿誘致助成金交

付要綱の制定について」のご説明とさせていただきますの

で、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

早川教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

高田委員 ３条にありますように助成金の交付の対象となるという

書き方と第２項では助成の対象としないという書き方で、非

常に分かりやすくて、具体的でいいなと感じました。異議は

ありません。 

早川教育長 その他発言がなければ、日程４、議案第６号「留萌市スポ

ーツ合宿誘致助成金交付要綱制定について」は、決定させて

いただきます。 

続きまして、各課からの報告事項に入ります。 

～ 各課からの報告 ～ 

以上をもちまして、平成２９年留萌市教育委員会第２回定

例会を閉会いたします。 

終了 午後３時１０分 

 

教 育 長   早 川   隆 

 

署名委員   松 村 香 里 


