
令和２年留萌市教育委員会第２回定例会会議録 

 

 

１ 開 会 日 時   令和２年２月１８日（火）午後１時００分から 

 

２ 開 催 場 所   留萌市役所 第３・４号会議室 

 

３ 出 席 者   教   育   長   武 田 浩 一 

委       員   西 川 知 恵 

委       員   松 村 香 里 

委       員   野 島   操 

  委       員   山 本   浩 

 

４ 出 席 事 務 局 職 員   教 育 部 長   遠 藤 秀 信 

              学 校 教 育 課 長   柏 原 俊 博 

生 涯 学 習 課 長   小 林 慶 一 

学校給食センター長   松 本   洋 

子 育 て 支 援 課 長   石 塚   隆 

              保 育 推 進 室 長   佐 伯 忠 昭 

              子ども発達支援センター長   松 下 高 広 

              学校教育課庶務係長   二 木 栄 吉 

 

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22日（水） 10:30 ３・４号会議室

1月28日（火） 14:00 市長室

15:30 ３・４号会議室 令和元年度いじめ根絶に向けた子ども会議

16:30 陸上自衛隊留萌駐屯地 令和元年度第２回二水会

1月29日（水） 9:30 ３・４号会議室 令和元年度第７回留萌市校長会

令和元年度留萌地方特別支援教育研究連盟南部ブロック
小中学校特別支援学級合同学習会「卒業を祝う会」

2月7日（金） 14:15 教育長室 放送大学北海道学習センター長　来庁

17:45 留萌市中央公民館 令和元年度留萌管内校長退職者激励会

2月8日（土） 15:00 留萌消費者センター 令和元年度第２回町内会長会議

2月10日（月） 10:30 東分庁舎１階会議室 令和元年度第８回留萌市校長会

2月12日（水） 10:00 ３・４号会議室 令和２年留萌市教育委員会第1回臨時会

11:00 ３・４号会議室

2月13日（木） 13:10 東分庁舎１階会議室 校長会来庁

留萌市中央公民館10:10

令和元年度第１回留萌市総合教育会議

令和２年留萌市教育委員会第2回定例会　教育長業務報告

（　自　令和2年1月22日　～　至　令和2年2月17日　）

業　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　名

令和２年留萌市教育委員会第1回定例会

第１３回キャリア教育優良団体等文部科学大臣表彰受賞報告

2月6日（木）

 



令和２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 ６ 号 令和元年度教育費補正予算について 
原案 

可決 

２ 議案第 ７ 号 令和２年度教育費予算について 
原案 

可決 

３ 議案第 ８ 号 令和２年度教育行政執行方針について 
原案 

可決 

４ 議案第 ９ 号 
留萌市学校教育専門指導員設置規則の一部を改

正する教育委員会規則制定について 

原案 

可決 

５ 議案第１０号 留萌市奨学生に係る貸付けの廃止について 
原案 

可決 

    

    

    

    

 



 

発言者 発言内容 

武田教育長 ただ今から、「令和２年留萌市教育委員会第２回定例会」

を開催いたします。 

なお、本日の議事署名委員は「野島委員」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１号「令和元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６号、令和元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。 

議案１ページ、事務局費をご覧ください。 

小中学校学習補助員配置事業につきましては、当初見込ん

でいた稼働日数の減により、共済費を５万円、賃金を８８万

８千円、合わせて９３万８千円を減額するものであります。 

特別支援教育支援員配置事業につきましては、当初見込ん

でいた賃金単価及び稼働日数の減により、共済費を４万８千

円、賃金を４７万２千円、合わせて５２万円を減額するもの

であります。 

スクールバス運行事業につきましては、当初見込んでいた

軽油使用量の減及び旧北光中学校地区通学支援の路線バス

回数券使用枚数の減、スクールバス運行委託料の入札差金に

より、需用費を１３万５千円、役務費を１１万６千円、委託

料を６４万円、合わせて８９万１千円を減額するものであり

ます。 

嘱託職員配置事業につきましては、当初見込んでいた嘱託

職員の１名減及び学校教育専門指導員など嘱託職員の一部

期間欠員により、報酬を５００万円、共済費を８０万円、合

わせて５８０万円を減額するものであります。 

２ページ、小学校費の学校管理費をご覧ください。 

教職員住宅改修工事につきましては、工法変更に伴い１３

１万７千円を減額するものであります。 

教職員住宅解体工事につきましては、入札差金の１０６万

２千円を減額するものであります。 

なお、教職員住宅改修工事及び教職員住宅解体工事の歳出



予算の補正に伴う歳入予算の補正につきましては、下段に記

載のとおりでございます。 

３ページ、小学校費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、当初見込んでいた対象児童

の減により、２００万１千円を減額するものであります。 

なお、本事業の歳出予算の補正に伴う歳入予算の補正につ

きましては、下段に記載のとおりでございます。 

４ページ、学校建設費をご覧ください。 

留萌中学校整備事業におきましては、実施設計委託料及び

旧千鳥町プール解体工事の入札差金により、委託料を２８２

万４千円、工事請負費を３００万円、合わせて５８２万４千

円を減額するものであります。 

なお、本事業の歳出予算の補正に伴う歳入予算の補正につ

きましては、下段に記載のとおりでございます。 

５ページ、教職員住宅建設費をご覧ください。 

教職員住宅改築事業につきましては、入札差金の４４１万

４千円を減額するものであります。 

なお、本事業の歳出予算の補正に伴う歳入予算の補正につ

きましては、下段に記載のとおりでございます。 

６ページ、学校保健費をご覧ください。 

学校保健費につきましては、教職員健康診断において当初

見込んでいた受診者数の減により、委託料を８２万６千円減

額するものであります。 

以上、「令和元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。 

小林生涯学習課長 続きまして、生涯学習課分についてご説明いたします。 

資料７ページ「社会教育総務費」をご覧ください。 

「子どもたちの伝統文化体験事業」につきましては、「伝

統文化子ども教室委託料」の事業清算に伴い、１２万５千円

を減額するものでございます。 

「子どもの体力アップ推進事業委託料」につきましても、

事業清算に伴いまして、５万２千円を減額するものでござい

ます。 

続いて８ページをご覧ください。 

「子どもたちの芸術鑑賞事業」につきましては、事業費の

確定に伴いまして不用額の９万６千円を減額するものでご

ざいます。 

「芸術文化振興基金積立金」につきましては、寄付者から

の留萌市応援寄付金について、１０万円を増額しようとする

ものでございます。 

なお、各事業の歳出予算の補正に伴う歳入予算の補正につ

きましては、各事業の下段に記載のとおりでございます。 



９ページ、「中央公民館等費」をご覧ください。 

「中央公民館等管理事業」につきましては、指定管理に関

する年度協定書に基づく燃料費単価の上昇に伴う指定管理

者への燃料費減収補填分の２０５万７千円を増額しようと

するものでございます。 

「中央公民館等整備事業」につきましては、「中央公民館

等ボイラー用軟水装置取替工事」「中央公民館等高圧設備改

修工事」の入札差金２７万円を減額するものでございます。 

なお、本事業の歳出予算の補正に伴う歳入予算の補正につ

きましては、下段に記載のとおりでございます。 

１０ページ、「図書館費」をご覧ください。 

「図書館運営管理事業」につきましては、指定管理に関す

る年度協定書に基づく燃料費単価の上昇に伴う指定管理者

への燃料費減収補填分の３５万５千円を増額しようとする

ものでございます。 

「図書館整備事業」につきましては、「図書館外構等改修

工事」の札差金１８万２千円を減額するものでございます。 

なお、本事業の歳出予算の補正に伴う歳入予算の補正につ

きましては、下段に記載のとおりでございます。 

以上、生涯学習課分の説明とさせていただきます。 

松本学校給食セン

ター長 

日程１、議案第６号、令和元年度教育費補正予算、学校給

食センター分につきましてご説明申し上げます。 

資料の１１ページをご覧いただきたいと思います。 

予算科目、学校給食費を、補正前の額、９,０２０万８千

円から、２８０万６千円を減額し、補正後の額を８,７４０

万２千円にしようとするものであります。 

その内容についてですが、給食センター運営管理事業につ

きましては当初見込んでいた臨時職員である給食調理員の

減少に伴い、賃金を１１８万円減額するものであります。 

給食センター調理衛生環境等改善事業につきましては、

「留萌市学校給食センター調理衛生環境改善及び調理機器

更新計画」に基づき更新いたしました、「グランドケトル」「検

食用冷凍庫」の入札差金１１０万８千円及び「屋根防水工事」

実施に伴う入札差金５１万８千円をそれぞれ減額し、あわせ

て、１６２万６千円を減額するものでございます。 

以上、令和元年度教育費補正予算、学校給食センター分に

係る補正予算の説明といたします。 

武田教育長 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、議案第６号は、このように決定させてい

ただきます。 

続きまして、日程２、議案第７号、「令和２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。 

遠藤教育部長 日程２、協議第７号、令和２年度教育費予算についてご説

明します。 

お手元の資料、Ａ３番の「令和２年度一般会計当初予算」

で説明します。 

最初に左側、一般会計当初予算の歳入についてですが、市

の歳入財源としては、市税や各交付金、地方交付金、分担金

及び負担金、国支出金、道支出金、寄付金、市債など２２の

款にわたっております。 

市税収入では約３，０００万円の減少を見込んでおり、一

方で借金である市債の発行は約５億円の増加となっている

ところです。 

令和２年度は、１３５億６１１万２千円の予算規模として

おり、平成３１年度当初予算と比較して、３億４，５１３万

１千円の増額となっております。 

次に右側の歳出予算ですが、歳入予算額と同じ規模となり

ます。 

主な増額では総務費で約２憶４，８００万円、民生費では

約６，０００万円、衛生費では約７，７７０万円、農林水産

業費では約１憶１，４００万円、土木費では約５，３００万

円、の増額となっておりますが、一方で、公債費や職員給与

費は減額となっているところです。 

歳出予算の太枠で囲んであります、第１０款、教育費につ

いては、平成３１年度と比較すると、２億７，７８９万４千

円の増額となっており、当初予算額は１１億４，６０９万円

となったところでございます。 

主な増減の理由については右側に記載のとおりです。 

各項の事業における内容と増減については各課長から説

明いたします。 

柏原学校教育課長 日程２、議案第７号、令和２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。 

学校教育課分につきまして、初めに、議案６ページから１

３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歳出からご説明いたします。 

６ページ、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、会議開催地の変更に

伴う費用弁償の減額により、前年比８万４千円の減額となる

２４２万８千円を計上しております。 

７ページ、事務局費をご覧ください。 

英語指導助手配置事業につきましては、ＡＬＴ１名の更新

が見込まれており、現ＡＬＴの任期が本年８月４日まで、新



規ＡＬＴの来日予定が９月１３日を予定しております。 

会計年度任用職員配置事業につきましては、学校給食セン

ター栄養士１名の減員及び学校用務員２名の減員を見込ん

でおります。 

教育委員会事務局統括事業につきましては、引き続き教職

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、教育課題等に関する研究調査を委託すると

ともに、職務上、日常的に児童生徒など子どもと接する職員

を対象に、子どもへのインフルエンザの蔓延を防ぐためにイ

ンフルエンザワクチンの公費負担による接種を継続いたし

ます。 

また、令和３年度から使用する中学校用教科書の採択を行

ってまいります。 

事務局費では、これらの事業を含め、前年比４６４万１千

円減額となる１億６，６５３万４千円を計上しております。 

８ページ、小学校費の学校管理費をご覧ください。 

小学校運営事業につきましては、教職員の負担軽減に向け

て令和元年７月から順次、全ての小学校に校務支援システム

のフルパッケージを導入し、令和２年４月から本稼働いたし

ます。 

教職員住宅改修工事につきましては、五十嵐町１丁目の東

光小学校校長住宅の屋根葺き替え及び外壁塗装を実施して

まいります。 

学校管理費では、これらの事業を含め、前年比１，１８２

万６千円減額の８，１５９万６千円を計上しております。 

９ページ、小学校費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、かずの子授業に係る

教材費や、「特色ある学校づくり」として、各学校において

研修会等への参加、道徳性検査の実施、外部講師を活用した

授業や研修の実施、共通教材の作成などを行います。 

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いくとともに、パソコンの運用管理

や授業支援を行うＩＣＴ支援員の学校への定期派遣を継続

することにより、教職員のパソコンの運用管理の負担軽減を

図ってまいります。 

さらに、学校図書館の標準冊数に満たない１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。 

教師用指導書購入費につきましては、小学校の教科書改訂

に伴い、教師用指導書を整備してまいります。 

教育用ＩＣＴアプリ設定委託料につきましては、教科書の

改訂に伴い、教科書のＱＲコードを読み取り資料を見て学び



を深める形式が採用されたため、ＰＣ教室及び公務用の端末

に、ＱＲコードを読み取るためのアプリケーションを設定し

てまいります。 

教育振興費では、これらの事業を含めて、前年比１，１６

３万４千円増額の８，６４０万９千円を計上しております。 

１０ページ、中学校費の学校管理費をご覧ください。 

中学校運営事業につきましては、小学校運営事業と同様

に、全ての中学校において令和２年４月から校務支援システ

ムのフルパッケージを本稼働いたします。 

港南中学校屋上改修工事につきましては、屋上防水の剥離

から雨漏りの発生が著しい、新校舎部分の屋上防水工事を実

施してまいります。 

学校管理費では、これらの事業を含め、前年比１，０５８

万６千円増額の５，７０４万５千円を計上しております。 

１１ページ、中学校費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、小学校教育振興事業

と同様に、かずの子授業の継続や「特色ある学校づくり」の

取り組み、デジタル教材の有効活用、ＩＣＴ支援員の学校へ

の定期派遣を継続してまいります。 

教育用ＩＣＴアプリ設定委託料につきましては、小学校教

育振興事業と同様に、ＰＣ教室及び公務用の端末にＱＲコー

ドを読み取るためのアプリケーションを設定してまいりま

す。 

教育振興費では、これらの事業を含めて、前年比１０１万

３千円増額の４，８９５万３千円を計上しております。 

１２ページ、中学校費の学校建設費をご覧ください。 

留萌中学校整備事業につきましては、老朽化した校舎と屋

内運動場の大規模改修を実施するとともに、ソフトテニスコ

ート２面を整備してまいります。 

学校建設費では、これらの事業により、前年比３億９，１

３０万６千円増額の４億１，８５５万８千円を計上しており

ます。 

１３ページ、学校保健費をご覧ください。 

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、児童生徒の制度加入率１００％を維持することを目

的に、引き続き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。 

学校保健費では、これらの事業を含めて、前年比９万円減

額の１，１２１万４千円を計上しております。 

次に、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、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に伴い、１万１千円減

額の４８万４千円を計上しております。 



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、５万５千円増の７０万６千円を計上しており

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にかかる経費に対する補助金と

して８万４千円を計上しております。 

第２節、小学校費補助金では、要保護生徒就学援助にかか

る経費に対する補助金として１０万８千円、特別支援教育就

学奨励費にかかる経費に対する補助金として８５万２千円、

合計で９６万円を計上しております。 

第３節、中学校費補助金では、要保護生徒就学援助費にか

かる経費に対する補助金として７万５千円、特別支援教育就

学奨励費にかかる経費に対する補助金として３０万８千円、

留萌中学校整備事業に係る経費に対する補助金として４，６

７８万５千円、合計で４，７１６万８千円を計上しておりま

す。 

第４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２３

万円を計上しております。 

２ページをご覧ください。 

道支出金につきましては、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、１１万３千円を計上しております。 

また、小学校費委託金では、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、３１

万８千円を計上しております。 

財産収入の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、１４５万９千円増額の７４２万６千円

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１千円を計上しております。 

雑入の日本スポーツ振興センター保護者支出分返還金に

つきましては、同センターの事務処理が変更になったことに

伴い、令和２年度から新たに予算計上するもので、１万８千

円を計上しております。 

３ページをご覧ください。 

市債の義務教育債につきましては、小中学校学習補助員配

置事業債として１，３８０万円、特別支援教育支援員配置事

業債として２，３８０万円、教職員住宅改修事業債として３

００万円、港南中学校屋上改修事業債として１，４５０万円、

留萌中学校整備事業債として３億７，１７０万円、合計で４

億２，６８０万円を計上しております。 

以上、「令和２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。 

小林生涯学習課長 続きまして、生涯学習課分につきまして、ご説明いたしま

す。 

それでは、資料の１４ページから２３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

に歳出からご説明させていただきます。 

１８ページの「社会教育費」の「社会教育総務費」をご覧

ください。 

２番目の新規事業から説明をさせていただきますが、「航

空自衛隊中央音楽隊招致事業」でございますが、市民に全国

トップレベルの優れた音楽鑑賞の機会を提供し、音楽を通し

て得られる活力や心の安らぎ、芸術文化に対する理解と関心

を深めてもらうため、５月２日に演奏会を実施いたします。 

最初にあげております「子どもたちの芸術鑑賞事業」でご

ざいますが、「航空自衛隊中央音楽隊招致事業」での演奏会

前日である５月１日に小学生全生徒を対象に実施をいたし

ます。 

次に、こちらも新規事業の「郷土歴史保存活用事業」でご

ざいますが、多くの方が犠牲となった三船殉難事件に関する

児童・生徒向け冊子の作成を通して、戦争の悲惨さ、平和の

大切さを後世に伝えてまいりますとともに、併せて平成３０

年度に旧佐賀家漁場資料保存活用事業において作成しまし

た「留萌のニシン漁と佐賀家漁場」についても冊子を増刷し、

継続した配布周知をいたします。 

「社会教育総務費」では、これらの事業を含め、前年比３

１８万９千円増額となる７００万４千円を計上しておりま

す。 

１９ページ、「社会教育費」の「中央公民館等費」をご覧

ください。 

「中央公民館等管理事業」につきましては、生涯学習の中

心施設として、多くの市民に利用していただける施設を目指

し、中央公民館、文化センター、スポーツセンター等の指定

管理者と連携を図りながら、適切な施設の運営管理等に努め

てまいります。 

「中央公民館等費」では、前年比７０８万７千円減額とな

る６，９１２万３千円を計上しております。 

２０ページ、「社会教育費」の「図書館費」をご覧くださ

い。 

「図書館運営管理事業」につきましても、指定管理者と連

携を図りながら、図書館の運営管理に努めてまいります。 

「図書館費」では、前年比１９９万９千円減額となる３，

６１８万３千円を計上しております。 



２１ページ「文化財保護費」をご覧ください。 

「旧佐賀家漁場管理事業」につきましては、国指定史跡や

重要有形民俗文化財の適切な管理に努めるとともに、佐賀家

の所有する約１万５千点の古文書の整理やデータベース化

の継続、史跡の公開などについて努めてまいります。 

「文化財保護費」では、前年比１７万円減額となる１１０

万８千円を計上しております。 

２２ページ「体育振興費」をご覧ください。 

「スポーツ振興助成金」につきましては、引き続き、スポ

ーツ団体における講演会やスポーツ大会等への開催助成を

通して、市民のスポーツ振興と健康増進に繋げていくと共に

子どもたちのスポーツ振興を図るため、クラブ活動等におけ

る全道及び全国大会出場参加費の一部助成を継続してまい

ります。 

「体育振興費」では、前年度と同額の１００万２千円を計

上しております。 

２３ページ「体育施設費」をご覧ください。 

「冬期ロッジ等管理事業」につきましては、これまで「ク

ロスカントリーコース整備事業」として実施していた事業の

うち、休憩所となる神居岩スキー場ロッジ等の冬季間の管理

を継続し、冬季スポーツ・レクリエーション活動の充実、市

民の健康増進等を図ってまいります。 

「冬季スポーツ環境整備事業」につきましては、新たに冬

季スポーツ活動やレクリエーション活動の充実を図るため

に圧雪車を整備し、市民の健康増進やクロスカントリーをは

じめとしたスキー競技における将来有望な人材の発掘・育成

につなげることに加え、陸上自衛隊留萌駐屯地の訓練環境整

備にも活用してまいります。 

「スポーツセンター等整備事業」につきましては、全国大

会に多くの子ども達が出場するなど、市内における卓球熱が

高まっているほか、令和４年には全道大会の開催も予定され

ていることから、留萌市社会教育施設維持管理計画に基づ

き、現在規格外となっている卓球台９台の更新を行ってまい

ります。 

「体育施設費」では、これらの事業のほか、昨年同様に７

月から９月までの３ヶ月間の開設期間を一般開放とする中

で、週２日間、開館時間を延長して実施をする「温水プール

管理事業」も含め、前年比３，７９４万２千円増額となる６，

６８２万円を計上しております。 

次に、１４ページの「歳入」につきましてご説明いたしま

すので、お開き頂きたいと思います。 

「使用料及び手数料」「教育使用料」につきましては、「温

水プール使用料」の令和元年度実績に基づき、前年比６万９



千円増額となる６６万１千円を計上しております。 

「行政財産使用料」につきましては、中央公民館及び図書

館等の他団体事務所などの使用料収入と、これまで「財産収

入」の「土地貸付収入」として計上しておりました、旧市民

スキー場土地使用料の電信柱本柱を加えまして、前年度比３

千円増額となる９０万９千円を計上しております。 

「財産収入」の「基金運用収入」につきましては、芸術文

化振興基金、スポーツ振興基金運用収入として前年度と同額

の４千円を計上しております。 

１５ページをご覧ください。 

「繰入金」の「基金繰入金」第２節「留萌市応援基金繰入

金」では、「子どもたちの芸術鑑賞事業」、「郷土歴史保存

活用事業」、「冬季スポーツ環境整備事業」、「スポーツセ

ンター等整備事業」の財源として、前年比５９１万４千円増

額となる６３９万４千円を計上しております。 

第６節「芸術文化振興基金繰入金」では、「子どもたちの

伝統文化体験事業」、「芸術文化振興助成金」、「航空自衛

隊中央音楽隊招致事業」の財源として、前年比５９万２千円

増額となる２１３万３千円を計上しております。 

第７節「スポーツ振興基金繰入金」では、「子どもの体力

アップ推進事業委託料」、「スポーツ振興助成金」の財源と

して、前年度と同額の１６１万３千円を計上しております。 

「諸収入」の「雑入」第１７節「いきいきふるさと推進事

業助成金」では、「航空自衛隊中央音楽隊招致事業」、「郷

土歴史保存活用事業」の財源として、新たに１０３万円を計

上しております。 

「市債」の「教育債」第３節「保健体育債」では、「冬季

スポーツ環境整備事業」の中の圧雪車購入に係る財源とし

て、新たに３，３４０万円を計上しております。 

以上、「生涯学習課分」についての説明とさせていただき

ます。 

松本学校給食セン

ター長 

日程２、議案第７号、令和２年度教育費予算、学校給食セ

ンター分をご説明いたします。 

資料の２５ページ、令和２年度一般会計当初予算、学校給

食センター関係分をご覧ください。 

はじめに、学校給食地元食材活用事業につきましては、４

８万９千円を計上し、留萌の名産品である「かずの子」を子

どもたちに提供し、郷土愛を深める「かずの子給食」を引き

続き実施するとともに、地産地消の観点から、積極的に地元

食材を活用した学校給食を提供いたします。 

学校給食統括事業につきましては、センター内の事務経費

として、給食センター運営委員会報酬、旅費、印刷に係る経



費、通信運搬費、ノロウィルス検査などの健康診断委託料、

電話機器賃借料など、１１６万７千円を計上しております。 

特に電話機器賃借料におきましては、現在使用している電

話機器に経年劣化による不具合が生じていることから、新た

に電話機器を更新する予定でございます。 

給食センター運営管理事業につきましては、施設等の維持

及び管理運営に係る経費といたしまして、給食調理員報酬、

重油、プロパンなどの燃料費、水道光熱費、排水水質分析な

どの各種手数料、除雪や配送にかかる委託料など、６，０５

７万６千円を計上しております 

特にこれまで賃金として計上しておりました臨時職員の

給食調理員を、令和２年度から会計年度任用職員として任用

することに伴い、新たに期末手当６９万６千円及び社会保険

料１５７万３千円を計上したところでございます。 

公用車管理事業につきましては、公用車の管理に係る経費

として、車両の保険代、ガソリン代、車検代など、１８万１

千円を計上したところでございます。 

給食センター調理衛生環境等改善事業につきましては、

２,９７０万円を計上し、「留萌市学校給食センター調理衛

生環境改善及び調理機器更新計画」基づき、令和２年度は「カ

ートイン消毒保管機」の更新、「テーブル型消毒保管機」の

増設を行い、安心安全な学校給食の提供に努めて参ります。 

歳入につきましては、資料２４ページとなりますが、歳出

予算に伴う財源として、給食センター調理衛生環境等改善事

業債として給食センター調理衛生環境等改善事業と同額の

２,９７０万円を計上してございます。 

以上、「学校給食センター」分の説明といたします。 

武田教育長 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、議案第７号は、このように決定させてい

ただきます。 

続きまして、日程３、議案第８号「令和２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。 

遠藤教育部長 日程３、協議第８号、令和２年度教育行政執行方針につい

てご説明します。 

２月１２日開催の第１回臨時会において、令和２年度教育

行政執行方針（原案）について、表現や記載内容、盛り込む

べき内容等の意見を受け、事務局で修正を行いました。 

また、追加内容もありましたことから、事務局で精査し、

お手元に修正後の内容のものを配布しております。 

修正した部分、追加の部分については、添付いたしました



別紙、「令和２年度教育行政執行方針 修正箇所表」のとお

りとなっております。 

修正後の箇所のみ説明させていただきます。 

２ページ下段、ＩＣＴ教育につきましては、「教育の情報

化に対応するため」、「授業改善や指導方法の工夫改善、情

報化社会に主体的に対応していく」、「子どもたち一人ひと

りに個別最適化され」などの文言を削除し、全体的に文章を

短くまとめ修正しております。 

３ページ上段、外国語教育の充実につきましては、切れ目

のない教育を行うとの視点から、「小中学校の学びの連続性

を踏まえ」の表現を追加するなどの修正をしております。 

４ページ中段、道徳教育の充実につきましては、「授業改

善を推進し、保護者などへ授業を公開するなど、家庭や地域

との共通理解を深め、相互の連携を図ってまいります。」の

部分を、「指導方法の工夫・改善を図り、保護者や地域への

授業の公開など、学校・家庭・地域社会との連携を図ってま

いります。」に修正しております。 

同じく４ページ中段、いじめ、不登校などへの対応につき

ましては、「子どもたちの学校以外の居場所づくりなどの支

援の充実を図ってまいります。」とし、学校に来ることがで

きない児童生徒に対して、関係機関と連携した学校以外での

居場所づくりなどの充実策を講じることを新たに追加して

おります。 

５ページ上段、子どもたちの体力の向上につきましては、

「一人ひとりの体力の状況を踏まえた体育の授業改善」の部

分を、「一人ひとりの体力の状況を踏まえ、運動の楽しさを

味わう体育授業の充実」とし、体育の授業改善から運動の楽

しさを知ることや体験するなどを主眼とする内容に修正し

ております。 

５ページ下段、教職員の資質・能力の総合的な向上につい

ての部分では、「教職員には、様々な今日的教育課題に迅速

的かつ的確に対応できる」の部分を、「教職員には、様々な

今日的教育課題に迅速かつ的確に対応できる」に、「小学校

で教科化となる英語教育」の部分を、「小学校５・６年生で

教科化となる英語教育」に修正しております。 

６ページ中段、コミュニティ・スクールにつきましては、

導入から３年を経過し、既に定着したものとして、「導入か

ら３年目を迎える」部分を削除し、「学校と地域の連携・協

働体制の構築・強化に向けた取り組みを進めてまいります。」

の部分を、「学校と地域の連携・協働体制の構築・強化に向

けた創意ある取り組みを進めてまいります。」とし、より地

域と密着した活動や地域からの協力が必要であるとして、Ｐ

Ｒや自校と地域とのつながり強化、各校の取り組みについて



期待する内容に修正しております。 

１４ページ下段、最後の部分に、「市民の皆様、市議会議

員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。」

とし、追加しております。 

以上、議案第８号の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。 

武田教育長 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、議案第８号は、このように決定させていた

だきます。 

続きまして、日程４、議案第９号「留萌市学校教育専門指

導員設置規則の一部を改正する教育委員会規則制定につい

て」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

柏原学校教育課長 日程４、議案第９号、留萌市学校教育専門指導員設置規則

の一部を改正する教育委員会規則制定につきまして、提案理

由をご説明申し上げます。 

今般、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行により、新たに会計年度任用職員が設けられることに

伴い、留萌市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例を制定したため、この規則の一部を改正しようとするも

のであります。 

新旧対照表をご覧ください。 

改正の内容といたしましては、第５条第１項の「１年」を

「任用された会計年度の末日まで」に改め、また、第６条第

１項の「非常勤の職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２２条の２第１項第１号に掲げる職員」に、

「非常勤職員の取扱いに関する規程（昭和５６年３月３１日

留萌市訓令第１号）によるものとする」を「別に定めるとこ

ろによる」に改め、さらに第２項を削ろうとするもので、そ

の施行日を令和２年４月１日とするものでございます。 

以上、議案第９号の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。 

武田教育長 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、議案第９号は、このように決定させてい

ただきます。 

続きまして、日程５、議案第１０号「留萌市奨学生に係る

貸付けの廃止について」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５、議案第１０号、留萌市奨学生に係る貸付の廃止に

つきまして、提案理由をご説明申し上げます。 



今般、留萌市奨学生に選定され、奨学金の貸し付けを受け

ております標記奨学生から、経済的余裕ができたことによる

奨学金の廃止申請があったところでございます。 

この奨学生からの申請に基づき、留萌市奨学基金条例第８

条の規定により、市長の同意を得て令和２年３月３１日をも

って奨学金を廃止しようとするものでございます。 

以上、議案第１０号の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。 

武田教育長 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、議案第１０号は、このように決定させて

いただきます。 

続きまして、事務局からの報告事項に入ります。 

それでは、事務局から報告をお願いします。 

～ 各課からの報告 ～ 

以上をもちまして、令和２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２時３０分 

 

教 育 長    

 

署名委員    


