
令和２年留萌市教育委員会第３回定例会会議録 

 

 

１ 開 会 日 時   令和２年３月２４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

2月18日（火） 13:00 3・4号会議室 令和2年留萌市教育委員会第2回定例会

2月19日（水） 16:00 2号会議室

2月25日（火） 13:00 東分庁舎1階会議室

2月26日（水） 9:30 3・4号会議室 令和元年度第9回留萌市校長会

2月27日（木） 11:00 東分庁舎1階会議 あかしあ大学卒業式打ち合わせ

2月28日（金） 10:00 留萌市中央公民館 令和元年度留萌市あかしあ大学卒業式・修了式

13:00 留萌教育局 新型コロナウイルス関係説明会

15:00 第2委員会室 社会教育委員の会議

16:30 東分庁舎1階会議室 令和元年度第10回留萌市校長会

3月2日（月） 14:00 留萌教育局 留萌教育局　テレビ会議

3月3日（火） 10:00 市議会議場 留萌市議会第1回定例会　開会

15:00 3・4号会議室

3月4日（水） 13:30 留萌教育局 北海道教育長とのテレビ会議

3月5日（木） 11:00 3・4号会議室

16:00 2号会議室 危機対策本部会議

3月9日（月） 10:00 市議会議場 留萌市議会第1回定例会　一般質問

3月10日（火） 10:00 市議会議場 留萌市議会第1回定例会　一般質問

15:30 留萌小学校 沿岸バス　ランドセルカバー贈呈式

3月11日（水） 10:00 市議会議場 留萌市議会第1回定例会　予算審査特別委員会

3月12日（木） 10:00 市議会議場 留萌市議会第1回定例会　予算審査特別委員会

13:00 市議会議場 留萌市議会第1回定例会　本会議

3月17日（月） 8:50 各小学校 校長との個別協議　（留萌小、東光小、緑丘小、潮静小、港北小）

3月19日（水） 13:00 各中学校 校長との個別協議　（留萌中、港南中）

3月23日（月） 9:30 2号会議室

令和元年度第12回留萌市校長会

庁議

令和２年留萌市教育委員会第３回定例会　教育長業務報告

（　自　令和2年2月18日　～　至　令和2年3月23日　）

業　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　名

庁議

留萌教育局教育支援課長来庁

令和元年度第11回留萌市校長会

 



令和２年留萌市教育委員会第３回定例会 議事日程 

日 程 事 件 番 号 事     件     名 結果 

１ 議案第１３号 
留萌市学校管理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 

２ 議案第１４号 
留萌市教職員住宅貸与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 

３ 議案第１５号 

留萌市立学校における学校運営協議会の設置等

に関する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 

４ 議案第１６号 
留萌市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る教育委員会訓令制定について 

原案 

可決 

５ 議案第１７号 留萌市社会教育委員の委嘱について 
原案 

可決 

６ 議案第１８号 
留萌市芸術文化振興基金助成金交付要綱の一部

改正について 

原案 

可決 

７ 議案第１９号 
留萌市スポーツ振興基金助成金交付要綱の一部

改正について 

原案 

可決 

８ 議案第２０号 令和２年度留萌市奨学生候補者の選定について 
原案 

可決 

９ 議案第２１号 
学校における働き方改革留萌市アクション・プ

ランの一部改正について 

原案 

可決 

１０ 議案第２２号 留萌市学校施設整備計画の更新について 
原案 

可決 

１１ 議案第２３号 留萌市教職員住宅整備計画の更新について 
原案 

可決 

１２ 議案第２４号 留萌市ＩＣＴ整備計画の更新について 
原案 

可決 

１３ 議案第２５号 
留萌市社会教育施設維持管理計画の更新につい

て 

原案 

可決 

１４ 議案第２６号 
令和２年４月１日付け留萌市教育委員会職員人

事異動について【当日配布】 

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３回定例会」

を開催いたします。 

なお、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１３号「留萌市学校管理規則の一部を改正

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１、議案第１３号、「留萌市学校管理規則の一部を改

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。 

昨年１２月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置法、いわゆる給特法の一部を改正する法

律」が公布され、学校における働き方改革を進めるための総

合的な取組の一環として、文部科学省が昨年１月に策定した

「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」

を法的根拠のある指針に格上げするための改正が行われ、こ

れに伴い本年１月、文部科学省は「公立学校の教育職員の業

務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委

員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべ

き措置に関する指針」を告示し、教育委員会においては、指

針を参考にしながら、「その所管に属する学校の教育職員の

在校等時間の上限等に関する方針」を定めることとされた状

況を踏まえ、所要の見直しを行うため、この規則の一部を改

正しようとするものであり、令和２年４月１日から施行しよ

うとするものであります。 

改正の内容といたしましては、第２９条の次に新たに第２

９条の２を加え、第１項として、在校等時間の上限を１カ月

４５時間、１年で３６０時間とし、第２項では、児童生徒等

に係る通常予見することのできない業務量の大幅な 増加

等に伴う場合の在校等時間の上限として、１カ月１００時間

未満、１年で７２０時間、６カ月の期間において１カ月あた

りの平均時間を８０時間、１年のうち１カ月４５時間を超え

て業務を行う月数を６カ月としようとするものであり、第３

項では第１項及び第２項に定めるもののほか、必要な事項に

ついては教育委員会が別に定めるとしております。 



以上、議案第１３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１３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１４号「留萌市教職員住宅貸

与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２、議案第１４号、留萌市教職員住宅貸与規則の一部

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。 

令和２年４月１日に民法の一部を改正する法律が施行さ

れることに伴い、保証人が支払いの責任を負う金額の上限と

なる「極度額」を明瞭に定める必要が生じたことから、本規

則の定める保証人について見直しを行うため、道北各市の状

況を確認したところ、多くの自治体で保証人について規定し

ていないことに加え（８市中７市）、当該住宅は教職員向け

のものであり、実態としても給与や退職手当など一定の収入

が保証されていることから、別記様式第１号 教職員住宅貸

与申請書から、４番の保証人に関する文言を削除しようとす

るものであります。 

なお、附則には施行期日のほか経過措置及び連帯保証債務

の免除を定めるものであります。 

以上、議案第１４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１４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１５号「留萌市立学校におけ

る学校運営協議会の設置等に関する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３、議案第１５号、留萌市立学校における学校運営協

議会の設置等に関する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。 

令和２年４月１日に地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、学校

運営協議会の設置等に関する同法の引用条項が繰り上がる

ため、この規則の一部を改正しようとするものであり、令和



２年４月１日から施行しようとするものであります。 

改正の内容といたしましては、新旧対照表をご覧くださ

い。 

第１条中、「第４７条の６」を「第４７条の５」に改める

ものであります。 

以上、議案第１５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１５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１６号「留萌市教育委員会事

務決裁規程の一部を改正する教育委員会訓令制定について」

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１６号、留萌市教育委員会事務決裁規程の

一部を改正する教育委員会訓令制定につきまして、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、この規程の一部を改正しようとするものであり、令和

２年４月１日から施行しようとするものであります。 

改正の内容といたしましては、新旧対照表をご覧くださ

い。 

別表第１「共通決裁事案」の４「支出負担行為・支出命令

関係」の表中（７）賃金を削除し、（８）報償費から（２９）

支出命令を一つずつ繰り上げるとともに、３ページ下段にな

ります、別表第２「個別決裁事案」の１「学校教育課」の表

中（２）の「臨時及び嘱託職員の任用に関すること」を「会

計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関すること」に

改めるものであります。 

以上、議案第１６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１６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１７号「留萌市社会教育委員

の委嘱について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

小林生涯学習課長 日程５、議案第１７号「留萌市社会教育委員の委嘱につい

て」、提案理由のご説明をさせていただきます。 



留萌市社会教育委員につきましては、社会教育法に定める

社会教育に関する諸計画の立案や教育委員会の諮問に応じ、

意見を述べる、また、その諸計画の立案や意見を述べたりす

るための調査・研究を行うほか、スポーツ基本法に定める地

方スポーツの推進に関する事項を調査・審議することなどを

目的に設置されている組織でございますが、令和２年３月３

１日をもちまして任期満了を迎えますことから、今回、改め

て社会教育委員の委嘱を行うものでございます。 

委嘱期間につきましては、令和２年４月１日～令和４年３

月３１日までの２ヶ年でございます。 

今回委嘱しようとする方たちでございますが、炭谷健治）

さん、貝森将之さん、熊澤秀子さん、渡辺辰二さん、松橋秀

和さん、岡崎弘徳さん、太田弘子さん、秋葉良之さんの８名

につきまして、社会教育委員に委嘱してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

なお、社会教育委員の定員につきましては、「１０名以内」

と定められてございまして、８名での運営でも差し支えない

ものと考えているところでございますが、空席となっており

ます２名につきましては、今後も募集をしてまいりたいと考

えております。 

また、委嘱状の交付につきましては、現在日程調整中でご

ざいます第 1 回目の社会教育委員の会議の冒頭で行いたい

と考えているところでございます。 

以上、議案第１７号の提案理由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。 

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１７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６、議案第１８号「留萌市芸術文化振興

基金助成金交付要綱の一部改正について」を議題といたしま

す。 

事務局からの説明を求めます。 

小林生涯学習課長 日程６、議案第１８号「留萌市芸術文化振興基金助成金交

付要綱の一部改正」につきまして、提案理由のご説明をさせ

ていただきます。 

本交付要綱の一部改正につきましては、経緯といたしまし

て、後ほど報告事項でもご説明させていただきますが、市教

委より令和元年度の留萌市社会教育委員の会議におきまし

て、本交付要綱の在り方についての諮問を行い、令和２年２

月２８日開催の第３回留萌市社会教育委員の会議におきま

して、助成を受けることのできる回数について、これまでの



要綱におきましては、当該年度内において１回となっており

ましたが、大会出場者派遣事業については、全道及び全国大

会出場につきそれぞれ１回の助成を受けられるようにする

ため、この要綱の一部を改正し、令和２年４月１日から施行

しようとするものでございます。 

議案３枚目の新旧対照表をご覧ください。 

第４条第３項、「同一事業への助成は、同一団体及び個人

につき、当該年度内において１回を限度とする。」に、「た

だし、大会出場者派遣事業については、全道、全国大会出場

につき、それぞれ１回の助成を受けられるものとする。」を

加えようとするものでございます。 

以上、議案第１８号の提案理由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。 

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１８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７、議案第１９号「留萌市スポーツ振興

基金助成金交付要綱の一部改正について」を議題といたしま

す。 

事務局からの説明を求めます。 

小林生涯学習課長 日程７、議案第１９号「留萌市スポーツ振興基金助成金交

付要綱の一部改正」につきまして、提案理由のご説明をさせ

ていただきます。 

本要綱につきましても、議案１８号「留萌市芸術文化振興

基金助成金交付要綱の一部改正」におけます説明と同様に、

大会出場者派遣事業におきまして、全道及び全国大会出場に

つきそれぞれ助成を受けられるとするただし書きを加える

ため、この要綱の一部を改正し、令和２年４月１日から施行

しようとするものでございます。 

議案３枚目の新旧対照表をご覧ください。 

第４条第３項に、「ただし、大会出場者派遣事業について

は、全道、全国大会出場につき、それぞれ１回の助成を受け

られるものとする。」を加え、別紙のとおり改めようとする

ものでございます。 

以上、議案第１９号の提案理由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。 

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１９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８、議案第２０号「令和２年度留萌市奨



学生候補者の選定について」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８、議案第２０号、令和２年度留萌市奨学生候補者の

選定につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

令和２年度の留萌市奨学生には×× ××さんから応募

があったところであります。 

留萌市奨学基金条例第３条第２号から第４号に規定する

選考基準につきましては、議案の後ろから２枚目をご覧くだ

さい。 

基準といたしましては「学資に乏しいこと（経済的理由に

より就学が困難な方）」としての収入基準を設けているほか、

「身体が健康であること」、「学業が優良で、性行が善良で

あること」として、学習成績の評定を全履修教科について、

平均した値が３．３以上であって優れた知的素質を有し、進

学後も優秀な学習成績を修める見込みがある者であること、

学校が作成する推薦書等を参考とし、学習活動その他の全般

を通じて、態度及び行動とも生徒にふさわしく、将来良識あ

る社会人として活動できる見込みがある者であることなど

が定められております。 

議案書２枚目、令和２年度留萌市奨学生採用候補者一覧を

ご覧ください。 

今般応募のあった×× ××さんは選考基準を満たして

いるところでございます。 

以上、議案第２０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２０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９、議案第２１号「学校における働き方

改革留萌市アクション・プランの一部改正について」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９、議案第２１号、学校における働き方改革「留萌市

アクション・プラン」の一部改正につきまして、提案理由を

ご説明申し上げます。 

先ほどの議案第１３号、留萌市学校管理規則の一部を改正

する教育委員会規則制定において提案理由をご説明いたし

ましたが、同様に理由により留萌市アクション・プランの一

部を改正しようとするもので、改正年月日を給特法改正の施

行日に合わせて令和２年４月１日とするものであります。 

改正の要旨といたしましては、「アクション・プランの性



格」「在校している時間を客観的に計測し記録するシステム

の導入」「業務を行う上限時間の原則」「教育委員会が行う

措置」の４点となっております。 

留萌市アクション・プラン２ページをご覧ください。 

１の働き方改革に関する国等の動きに、平成３１年１月以

降の国等の動きを追記しております。 

２の留萌市アクション・プランの性格に「教育職員の在校

等時間の上限等に関する方針として、必要な事項を定める」

ことを追加しております。 

３ページになります、４の（１）留萌市教育委員会の役割

に「教職員の在校等時間の上限等に関する方針などを定め

る」ことを追加しております。 

５の留萌市アクション・プランの目標及び期間の「当面の

目標」を「目標」に、（１）の勤務時間の目標を「週平均６

０時間を超える教職員をゼロにする」から「所定の勤務時間

を超える時間を１カ月で４５時間以内、１年間で３６０時間

以内とする」に改めております。 

４ページになります、８の具体的な取り組み「アクション

１」の（２）を、ＧＩＧＡスクール構想に合わせた内容に改

めております。 

６ページになります、「アクション３」の（４）は、在校

している時間などを統合型校務支援システムを活用して、客

観的に計測し記録する内容に改めております。 

また、新たに（５）として「留守番電話やメールによる連

絡対応等」を追加しております。 

７ページになります、「アクション４」の（３）に、新た

に「適正な勤務時間の設定」として２項目を加え、メンタル

ヘルス対策の推進から教職員の定数及び配置の適正化要望

までを一つずつ繰り下げております。 

また、新たに９番「留萌市立学校の教職員の在校等時間に

ついて」として方針を示し、（１）では対象者の範囲、（２）

では業務を行う時間の上限、（３）では留萌市教育委員会が

行う措置を示し、最後に（４）では「教職員が上限時間まで

勤務することを推奨するものではない」ことや「虚偽の記録

をしてはならないこと」などを留意事項として加えておりま

す。 

１１ページでは、これらの改正内容等を踏まえて「年度計

画表」を改めております。 

以上、議案第２１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２１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１０、議案第２２号「留萌市学校施設整

備計画の更新について」、日程１１、議案第２３号「留萌市

教職員住宅整備計画の更新について」、日程１２、議案第２

４号「留萌市ＩＣＴ整備計画の更新について」を一括して議

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１０、議案第２２号、留萌市学校施設整備計画の更新

について、日程１１、議案第２３号、留萌市教職員住宅整備

計画の更新について、日程１２、議案第２４号、留萌市ＩＣ

Ｔ整備計画の更新についての３件につきまして、一括して提

案理由をご説明申し上げます。 

留萌市学校教育振興計画の実施計画的な性質を持つ個別

計画につきましては、毎年度ローリング方式にて計画を更新

していくこととしており、その個別計画を更新しようとする

ものであります。 

初めに、「留萌市学校施設整備計画」をご覧ください。 

１ページ２番の計画の期間を令和２年度から令和４年度

に更新いたします。 

２ページの整備対象施設の小中学校整備事業では、令和２

年度に留萌中学校整備事業として校舎煙突改修工事、校舎大

規模改造工事、屋内運動場大規模改造工事、ソフトテニスコ

ート整備工事のほか、港南中学校の校舎屋上防水工事を、令

和３年度から令和４年度にかけて緑丘小学校の校舎及び屋

内運動場の大規模改造工事を記載しております。 

旧学校施設解体事業では、令和４年度事業として旧三泊小

学校の解体を記載しております。 

４ページの施策に要する経費等につきましては、令和２年

度から令和４年度に見込まれる事業費を記載しております。 

６ページから１１ページには、それぞれの事業等の詳細

を、最後に、１２ページに事業実績一覧表として、平成２９

年度以降に実施した実績を記載しております。 

次に、留萌市教職員住宅整備計画をご覧ください。 

１ページ２番の計画の期間を令和２年度から令和４年度

に更新いたします。 

２ページの整備対象施設の教職員住宅改築・整備では、令

和２年度事業として東光小学校校長住宅の屋根・外壁改修

を、令和３年度事業として東光小学校教頭住宅及び留萌小学

校校長住宅の屋根・外壁改修を、令和４年度事業として緑丘

小学校校長住宅の屋根・外壁改修を記載しております。 

４ページの施策に要する経費等につきましては、令和２年



度から令和４年度に見込まれる事業費を記載しております。 

６ページから７ページには、それぞれの事業等の詳細を、

最後に８ページに事業実績一覧表として、平成２９年度以降

に実施した実績を記載しております。 

なお、留萌市学校施設整備計画及び留萌市教職員住宅整備

計画に記載している事業等につきましては、現時点における

教育委員会としての基本的な方向性を示しているものであ

り、国の補助金の動向や市の財政状況の変化等により、毎年

度見直しを行っていくものであります。 

次に、留萌市ＩＣＴ整備計画をご覧ください。 

１ページ２番の計画の期間を令和２年度から令和４年度

に更新いたします。 

３ページの整備方針のうち⑧校務支援システムの全面導

入では、４月１日からの本稼働を見据えた文言修正を行って

おります。 

４ページの施策に要する経費等につきましては、ＩＣＴ機

器等更新及び無線ＬＡＮ整備等については平成２９年度に

完了しており、その際に北海道市町村備荒資金組合の制度を

活用したことに伴う償還金分を計上しており、実際に実施す

る事業としては、令和２年度の教育用ＩＣＴ機器アプリ設定

委託料となります。 

６ページから９ページには、それぞれの事業等の詳細を、

最後に１０ページ及び１１ページに事業実績一覧表として、

平成２９年度以降に実施した実績を記載しております。 

なお、留萌市ＩＣＴ整備計画においては、国が進めるＧＩ

ＧＡスクール構想に基づく留萌市の整備方針が決まり次第、

計画の改定を予定しているところでございます。 

以上、議案第２２号から議案第２４号までの説明とさせて

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２２号、議案第２３号、議案第２

４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１３、議案第２５号「留萌市社会教育施

設維持管理計画の更新について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

小林生涯学習課長 日程１３、議案第２５号、「留萌市社会教育施設維持管理

計画の更新」につきまして、ご説明申し上げます。 

本計画は、留萌市教育ビジョンを上位計画とする留萌市社

会教育振興計画に掲げた「教育環境部門」における社会教育

施設の環境整備について、前期計画５年間（２０１７年度か



ら２０２１年度）の「目指す姿」や「数値目標」に近づける

ため、３年の期間にどの程度の経費をかけ、具体的に事務事

業を実施して達成を目指していくのかを明らかにするため、

２０２０年度版を策定したところで、その期間を２０２０年

度から２０２２年度までの３ヵ年として、見直しを行ったと

ころでございます。 

対象施設につきましては、留萌市中央公民館ほか社会教育

施設等 7施設で、計画の概要につきましては、別添の「留萌

市社会教育施設維持管理計画（２０２０年度版）」としまし

て、計画的な施設整備を進めることにより、利用者の満足度

向上と施設の利用促進を図り、安心安全な施設環境を整備す

るため、「神居岩スキー場_圧雪車整備」「スポーツセンタ

ー卓球台更新」について予算要求を行ったところでございま

す。 

なお、各事業の詳細につきましては、第２回定例会の議案

事項３「令和２年度一般会計当初予算(生涯学習課分)」にお

きまして説明させていただきましたことから、割愛させてい

ただきますので、別添にてご確認いただければと思います。 

以上、議案第２５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２５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１４、議案第２６号「令和２年４月１日

付け留萌市教育委員会職員人事異動について」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１４、議案第２６号、令和２年４月１日付け留萌市教

育委員会職員人事異動について、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

人事異動案につきましては、お手元に配布のとおり、子育

て支援課長に、現保育推進室長の佐伯忠昭氏を任命しようと

するものでございます。 

以上、提案理由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。 



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２６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３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    


