
令和３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３年２月１７日（水）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   山 本   浩 

  委       員   室 本 直 俊 

 

４ 出 席 事 務 局 職 員   教 育 部 長   遠 藤 秀 信 

              学 校 教 育 課 長   佐 伯 忠 昭 

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   真 鍋   磨 

              子ども発達支援センター長   松 下 高 広 

学校教育専門指導員   冨 田 正 夫 

              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（月） 13:00 3・4号会議室 令和3年留萌市教育委員会第1回定例会

1月26日（火） 9:30 東分庁舎2階会議室 令和2年度第16回留萌市校長会

1月27日（水） 9:30 第2委員会室 政策ミーティング

15:00 3・4号会議室 第2回社会教育委員の会議

1月30日(土） 15:30 留萌産業会館

2月1日（月） 8:30 2号会議室 第20回新型コロナウイルス感染症総合対策本部会議

9:30 教育長室

2月2日(火） 13:00 東分庁舎2階会議室

2月7日（日） 9:10 3・4号会議室 留萌市職員採用試験面接

2月8日（月） 9:30 第2委員会室 留萌市行財政改革推進本部会議

2月10日（水） 13:00 3・4号会議室 令和3年留萌市教育委員会第1回臨時会

14:00 3・4号会議室

2月15日（月） 9:30 2号会議室 庁議

令和３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3年1月22日　～　至　令和3年2月16日　）

業　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　名

留萌青年会議所「新春の集い」

教育委員会職員異動辞令交付

教育局訪問

令和2年度学校経営に関する研修会
令和2年度留萌管内校長退職者激励会

令和2年度第1回留萌市総合教育会議

2月5日(金） 留萌中央公民館15:00

 



令和３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 ２ 号 令和２年度教育費補正予算について 
原案 

可決 

２ 議案第 ３ 号 令和３年度教育費予算について 
原案 

可決 

３ 議案第 ４ 号 令和３年度教育行政執行方針について 
原案 

可決 

    

    

    

    

    

    

 



 

発言者 発言内容 

武田教育長 ただ今から、「令和３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「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２号「令和２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。 

佐伯学校教育課長 日程１、議案第２号、令和２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。 

資料１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、当初見込んでいた

新規ＡＬＴの来日延期により、報酬を１４１万６千円、共済

費を２６万３千円、合計で１６７万９千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

でいた人数及び稼働日数の減により、報酬を２５８万８千

円、職員手当等を２４万１千円、共済費を５６万２千円、旅

費を１９万６千円、合計で３５８万７千円を減額するもので

す。 

本事業の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。 

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、五十嵐町１丁目東光

小校長住宅の屋根及び外壁改修工事の入札差金により２７

万５千円を減額するものであります。 

本工事の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。 

小学校教育振興事業につきましては、農業体験学習の中

止、各種会議の開催を市役所会議室にしたことなどにより４

０万８千円を減額するものです。 

教育用ＩＣＴ機器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、アプリケーションを設定予定でありましたが、導入

済みの授業支援ソフトに機能が追加され、当初見込んでいた

業務委託が不要となったことから、１３８万６千円を減額す

るものです。 

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

の減のほか、コロナウイルス感染症に伴う臨時休業で学校給

食提供日数が減少したことにより、３１７万４千円を減額す

るものです。 

下段の債務負担行為の設定につきましては、指導用電子教

科書購入費として年度当初から電子教科書を円滑に使用す

るため、あらかじめ令和３年度予算に１５４万円を設定する

ものです。 

４ページ、中学校費の学校管理費をご覧ください。 

港南中学校屋上改修工事につきましては、入札差金により

２４万２千円を減額するものであります。 

本工事の歳入予算の補正につきましては、下段に記載のと

おりございます。 

５ページ、中学校費の教育振興費をご覧ください。 

教育用ＩＣＴ機器アプリ設定委託料につきましては、小学

校費の説明と同様に、当初見込んでいた業務委託が不要とな

ったことから、５９万４千円を減額するものです。 

教育扶助事業につきましては、修学旅行の行程見直しやＧ

otoトラベルによる保護者負担額軽減のほか、コロナウイル

ス感染症に伴う臨時休業により学校給食の提供日数が減少

したことにより、２６６万８千円を減額するものです。 

下段の債務負担行為の設定につきましては、小学校費と同

様に指導用電子教科書購入費として、あらかじめ令和３年度

予算に６６万円を設定するものでございます。 

６ページ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、無線ＬＡＮ整備の見

直しや入札差金により、３，５６４万８千円を減額するもの

であります。 

本事業の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。 

７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８０万８千円を減

額するものであります。 

以上、「令和２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８ページ「社会教育総務費」をご覧ください。 

「ＰＴＡ研究大会事業」、「審議会等事業」につきましては、

新型コロナウイルス感染拡大による大会及び研修会の開催

中止などの事業清算に伴い、それぞれ１１万円、１５万９千

円を減額するものでございます。 

「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、２７万円を減

額するものでございます。 

続いて９ページをご覧ください。 

「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の、２５万円を増額しようとするもので

ございます。 

「子どもの体力アップ推進事業委託料」につきましては、

事業清算に伴いまして、３万６千円を減額するものでござい

ます。 

続いて１０ページをご覧ください。 

「子どもたちの芸術鑑賞事業」でございますが、新型コロ

ナウイルス感染拡大による事業中止に伴い、７１万９千円を

減額するものでございます。 

「郷土歴史保存活用事業」につきましては、事業完了に伴

う不用額、２万１千円を減額するものでございます。 

続いて１１ページをご覧ください。 

「航空自衛隊中央音楽隊招致事業負担金」につきまして

も、新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴い、９

８万２千円を減額するものでございます。 

なお、ご説明させていただいております事業の歳出予算の

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。 

１２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３３万３千円を増額しようとする

ものでございます。 

１３ページ、「図書館費」をご覧ください。 

「図書館運営管理事業」につきましても、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５万６千円を増額しようとするもの

でございます。 

１４ページ、「体育振興費」をご覧ください。 

「スポーツ振興基金積立金」につきましては、寄付者から

の留萌市応援寄付金の２万１千円を増額しようとするもの

でございます。 

１５ページ、「体育施設費」をご覧ください。 



「温水プール管理事業」につきましては、昨年６月の教育

費補正予算時にもご説明させていただきました通り、監視業

務について委託から変更して所管において直接雇用して実

施するにあたり、当初の会計年度任用職員６名の募集に対し

まして、応募者が４名であったことに伴い、その人件費分２

５万４千円を減額するものでございます。 

また、「冬季スポーツ環境整備事業」につきましては、圧

雪車購入に係る入札差金の３７４万５千円を減額するもの

でございます。 

続いて１６ページをご覧ください。 

「スポーツセンター等整備事業」につきましても、卓球台

購入に係る入札差金の３８万８千円について減額をするも

のでございます。 

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２号、令和２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。 

１７ページをご覧ください。 

はじめに、給食センター調理衛生環境等改善事業について

ですが、１４６万３千円を減額し、補正後の金額を２，８２

３万７千円としようとするものです。 

補正の内容といたしましては、「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、購入・

設置いたしました、「カートイン消毒保管機」、「テーブル型

消毒保管機」の入札による差金の金額を減額するものでござ

います。 

また、歳出の補正に合わせて、資料下段に記載のとおり歳

入予算を補正するものでございます。 

次に学校臨時休業対策補助金の補正につきましては、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用に伴

う財源内訳の補正でございます。 

以上、令和２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２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３号、「令和３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、議案第３号、令和３年度教育費予算についてご説

明します。 

教育委員会各所管課からの予算内容を説明する前に、留萌



市一般会計全体の当初予算についての概要をお手元の資料、

Ａ３番の「令和３年度一般会計当初予算」によりご説明いた

します。 

令和３年度留萌市一般会計予算は、１３７憶７，１５７万

円の予算規模としており、令和２年度当初予算と比較して、

２億６，５４５万８千円の増額となっております。 

表の左側は、一般会計当初予算の歳入になっております

が、市の歳入財源としては、市税や交付金、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２

２の款にわたっております。 

第１款の市税収入では前年度と比べて、６，６５０万円の

減少、第２款の地方譲与税では３，０５０万円の減少、第１

１款の地方交付税では６，８００万円の減少、また、第１４

款の住宅使用料をはじめとする使用料及び手数料収入、第１

６款の北海道からの負担金や補助金収入、第２１款の諸収入

においても減収が見込まれているところです。 

一方で第７款の地方消費税交付金では４，８００万円の増

額、第１５款の国庫支出金で約２億７，７００万円、また、

第１８款の寄付金では、約１憶９，３００万円の増収を見込

んでいるところでございますが、借金である市債の発行は昨

年度と比較し、約５，０００万円の減少となっているところ

です。 

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。 

主な増額では第２款の総務費で約２憶７万２千円の増、衛

生費では約６，５００万円の増、第８款の土木費では約５億

８，９００万円の増額となっておりますが、第３款の民生費

では、約２，５７０万円の減、第５款の労働費では３２万９

千円の減、第６款の農林水産業費では約１憶１千万円の減、

第７款の商工費では約３，５００万円の減、第９款の消防費

では７９９万円の減額となっております。 

一方で、第１２款の公債費や、第１４款の職員給与費の支

出は、増額となっているところです。 

太枠で囲んであります、第１０款教育費については、令和

２年度と比較すると、４億７，８７９万７千円減額し、当初

予算額では６億６，７２９万３千円となったところですが、

これは第２項の小学校費での減額、第３項の中学校における

「留萌中学校大規模改修」「港南中学校屋上改修」の終了、

また、第５項の保健体育費においては、「温水プール管理事

業」の見直し、「給食センター調理衛生環境」が終了したこ

となどにより減額となっているところです。 

前後しますが、子育て支援課、子ども発達支援センター所

管の予算事業は、第３款民生費、第５項の児童福祉費に含ま



れており、当初予算額は９億３，１８９万円となり、令和２

年度と比較すると２，０３０万円の増加となっております

が、その理由としましては、児童手当扶助の減少がありまし

たが、保育施設運営に係る事業費が増加したことが大きな要

因となっているものです。 

また、子育て支援課所管の青少年健全育成事業などについ

ては、第５項の住民振興費に含まれております。 

各款項の主な増減の理由については、歳入及び歳出の表の

右側に主な増減理由を記載しておりますので、ご参照願いま

す。 

なお、各項の事業における内容と増減については各課長、

センター長から説明いたします。 

佐伯学校教育課長 日程２、議案第３号、令和３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。 

はじめに、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２万９千円の減額となる

２３９万９千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７月３０日までと

なっており、新規ＡＬＴの来日予定が９月を予定しておりま

す。 

また、昨年度のＡＬＴがコロナウイルス感染症の影響によ

り来日延期となっていることから、渡航負担金、新型コロナ

ウイルス感染症対策に伴い増額するものでございます。 

特別支援教育支援員配置事業につきましては、１名の増員

に伴い報酬、手当、共済費を増額するものでございます。 

会計年度任用職員配置事業につきましては、留守家庭児童

会放課後児童支援員１名の増員と報酬、手当、共済費を増額

するものでございます。 

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、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公費負担による接種を

継続いたします。 

事務局費では、これらの事業を含め、前年比９７５万円の

増額となる１億７，６２８万４千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、児童１人１台のＧＩＧＡ

スクール構想に対応したプロバイダー変更に伴う通信運搬

費の増、校内ワックスがけ用のポリッシャーや動画編集用パ

ソコンの購入による備品購入費等を増額するものでござい

ます。 

小学校管理事業では、燃料単価の引き下げに伴い減額する

ものでございます。 

教職員住宅改修工事につきましては、住之江町４丁目の東

光小教頭住宅及び寿町３丁目留萌小校長住宅の屋根葺き替

え、外壁塗装を実施してまいります。 

東光小学校屋外トイレ整備事業につきましては、朽化して

いる東光小学校グラウンドの屋外トイレを解体し、リースに

よる洋式トイレを整備いたします。 

学校省エネ改修事業につきましては、潮静小学校の照明器

具をリースによりＬＥＤ化いたします。 

学校管理費では、これらの事業を含め、前年比４２１万円

の増額となる８，５８０万６千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。 

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、指導者用電子

教科書を購入いたします。 

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行きます。 

また、修学旅行等を引率する教職員の拝観料を公費で負担

いたします。 

教育用ＩＣＴ機器更新事業につきましては、備荒資金組合

の制度を活用し、平成２９年度から令和３年度の債務負担行

為事業でございます。 

ＧＩＧＡスクール支援委託料につきましては、ＧＩＧＡス

クール構想で整備した学習者用端末に関し、支援員を定期的

に派遣し、利活用を確実に進めるとともに、教職員の運用管

理の負担軽減を図るものでございます。 

スクールソーシャルワーカー活用事業につきましては、問

題を抱える児童生徒に対し支援を行うスクールソーシャル

ワーカー１名を配置し、家庭・地域と学校の連携の支援に取

り組むものでございます。 

教育振興費では、これらの事業を含めて、前年比１，０６

３万円減額の７，５７７万９千円を計上しております。 



１０ページ、小学校費の学校建設費をご覧ください。 

緑丘小学校整備事業につきましては、老朽化が進む校舎と

屋内運動場の屋根・外壁等の改修を実施するため、実施設計

を行うもので、６７２万１千円を計上しております。 

１１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、ＧＩＧＡスクール構想ネ

ットワーク整備に伴い Wi-Fi機器リース終了に伴う減額や、

生徒机・椅子の計画的な購入期間の終了に伴う備品購入費の

減額などにより、１，８１９万２千円の減額の３，８８５万

３千円を計上しております。 

１２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、小学校費と同様に、

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。 

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行きます。 

また、修学旅行等を引率する教職員の拝観料を公費で負担

いたします。 

教育用ＩＣＴ機器更新事業につきましては、備荒資金組合

の制度を活用し、平成２９年度から令和３年度の債務負担行

為事業でございます。 

ＧＩＧＡスクール支援委託料につきましては、ＧＩＧＡス

クール構想で整備した学習者用端末に関し、支援員を定期的

に派遣し、利活用を確実に進めるとともに、教職員の運用管

理の負担軽減を図るものでございます。 

教育振興費では、これらの事業を含めて、前年比１９４万

３千円増額の５，０８９万６千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。 

学校保健事業につきましては、学校医、学校歯科医、学校

薬剤師の委嘱、児童生徒・教職員、就学児童の健康診断、フ

ッ化物洗口など保健予防に関する業務を継続いたします。 

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２４万８

千円減額の１，０９６万６千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、使用料及び手数料、財産収入、雑入を

予算計上しているほか、先ほどご説明いたしました歳出事業

の財源として、国庫支出金等を予算計上しているところでご



ざいます。 

以上、「令和３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

との再掲を含みます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。 

それでは１８ページ、「社会教育費」の「社会教育総務費」

をご覧ください。 

「子どもたちの芸術鑑賞事業」でございますが、令和２度

は新型コロナウイルス感染症拡大防止により事業が中止と

なったところでございますが、令和３年度につきましては、

北海道巡回小劇場事業を活用して実施をいたします。 

なお、現時点での演目については未定でございますが、事

前に行っております各学校へのアンケート結果等を考慮し、

ミュージカルを予定しているところでございます。 

また、こちらも令和２年度の新規事業として掲げておりま

した「航空自衛隊中央音楽隊招致事業負担金」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頂くために、改めて６月３日に市民

向け演奏会を実施いたします。 

「社会教育総務費」では、これらの事業を含め、各事業に

おける消耗品費等の見直しに伴う増減や子どもたちの芸術

鑑賞事業の出演者謝礼金に伴う増、郷土歴史保存活用事業の

終了に伴う減などにより、前年比１２７万８千円減額となる

５７２万６千円を計上しております。 

１９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、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。 

「中央公民館等補修事業」につきましては、「留萌市社会

教育施設維持管理計画」に基づき、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「文化センター暖房

送風機モーター交換修繕」を行います。 

「中央公民館等費」では、前年比１０５万６千円増額とな

る７，０１７万９千円を計上しております。 

２０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２０５万４千円増額となる３，

８２３万７千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１万５千点にのぼる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、一般公開期間中におけます仮設ト

イレ借り上げ料の計上による増などにより、前年比４万７千

円増額となる１１５万５千円を計上しております。 

２２ページ「保健体育費」の「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、預金利率の引き下げに伴うスポーツ

振興基金積立金の減により前年比１千円減額の１００万１

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。 

「冬季スポーツ環境推進事業」につきましては、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令和

２年度において整備をしました圧雪車を活用し、小学校のス

キー授業など、子どもたちが冬の学びや遊びを体験できる環

境づくりのほか、市民の健康増進やクロスカントリーを始め

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、留萌駐屯地の訓練環境整備についても継

続して推進してまいります。 

また、「スポーツセンター等整備事業」につきましては、

スポーツセンター及び、勤労者体育センター床について、さ

さくれ等による事故を未然に防ぐ為の床のメンテナンスや、

留萌地区サッカー協会より要望のあったフットサル用ゴー

ルについて、留萌市社会教育施設維持管理計画に基づき、既

存ゴールの老朽化及び利用者の安全対策として更新を行っ

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」におけるプール監視委託料の見直し及び重油単価



の下落に伴う減や冬季スポーツ環境推進事業における圧雪

車の購入費の減などにより、前年比３，５７２万８千円減額

となる３，１０９万２千円を計上しております。 

次に、「歳入」についてご説明いたしますので、資料１４

ページにお戻り頂きたいと思います。 

歳入につきましては、歳出予算におきます各事業に要する

費用に対します財源等を計上しているところでございます。 

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３号、令和３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。 

はじめに歳出からご説明いたします。 

２５ページをご覧ください。 

教育費予算、学校給食費の主な内容といたしましては、学

校給食地元食材活用事業に２０万円を計上し、地元食材であ

る「かずのこ」を積極的に活用し、学校給食を通じて、児童・

生徒が食する機会を設けるなど、ふるさと留萌への愛着心の

醸成や消費の拡大を図ってまいります。 

学校給食統括事業につきましては、８７万８千円を計上

し、適切な事務処理を行ってまいります。 

給食センター運営管理事業につきましては、５，９５４万

６千円を計上し、安定した調理体制の確保をはじめ、施設の

運営・維持管理等に努めてまいります。 

公用車管理事業につきましては、１３万５千円を計上し、

車両の維持管理、安全運行に努めてまいります。 

給食センター調理衛生環境等改善事業につきましては、

１，１４４万円を計上し、令和３年度が計画の最終年度とな

ります「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、給食調理を衛生的かつ効率的に行

う上で、必要となる「真空冷却器」を購入・設置いたします。 

続きまして、歳入ですが、前ページの資料２４ページをご

覧ください。 

使用料手数料として、センター敷地内の電柱設置に伴う、

行政財産使用料、１千円を計上し、地方債として、給食セン

ター調理衛生等改善事業債、１，１４０万円を計上している

ものでございます。 

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３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４号「令和３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、議案第４号、令和３年度教育行政執行方針につい

てご説明します。 

２月１０日開催の第１回臨時会において、令和３年度教育

行政執行方針（案）についてご説明し、内容についての確認

や事業についての質問はありましたが、執行方針内容や文章

の修正箇所がないため、原案どおりとするものでございま

す。 

また、前回の教育委員会において、山本委員から質問のあ

りました校長裁量予算につきましては、関係資料を机上配布

しておりますので、ご確認ください。 

以上、議案第４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４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３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１０分 

 

教 育 長    

 

署名委員    


