
令和５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５年２月２０日（月）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   高 橋 一 浩 

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   柴 谷 理 意 

              教 育 政 策 課 長   佐 伯 忠 昭 

              生 涯 学 習 課 長   伯 谷 英 明 

              子 育 て 支 援 課 長   中 村 美 幸 

              子ども発達支援センター長   五十嵐 聖 哲 

              学校給食センター長   松 本   洋 

              学校教育専門指導員   長 尾   真 

              教育政策課企画総務係長   堺 田 直 樹 

 

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23日（月） 13:00 3・4号会議室

1月30日（月） 10:00 3・4号会議室

16:00 市長室 留萌高校スキー部　岩佐さん市長表敬訪問

2月9日(木） 9:30 東分庁舎2階会議室 令和4年度第7回校長会

2月10日（金） 13:00 3・4号会議室

14:00 3・4号会議室 令和4年度第1回留萌市総合教育会議

2月14日（火） 9:00 第2委員会室

2月17日（金） 10:00 3・4号会議室

令和５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4年1月23日　～　至　令和5年2月20日　）

業　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　名

令和5年留萌市教育委員会第1回定例会

令和5年留萌市教育委員会第1回臨時会

【web会議】教育局指導主事教育委員会訪問

行財政改革推進本部会議

庁議



令和５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 １ 号 令和４年度教育費補正予算について 
原案 

可決 

２ 議案第 ２ 号 令和５年度教育費予算について 
原案 

可決 

３ 議案第 ３ 号 令和５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 

高橋教育長  ただ今から、「令和５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「西川委員」にお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 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４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。 

佐伯教育政策課長  日程１、議案第１号、令和４年度教育費補正予算のうち、

教育政策課分につきまして、ご説明いたします。 

 １ページ、総務管理費の企画調整費をご覧ください。 

 河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業につ

きましては、留萌高校教育振興会に対して助成している学

校法人河合塾と連携したＡＩ学習教材プログラムの利用や

高校生に対する適性検査の実施料にかかる経費が確定した

ことから４４５万６千円を減額するものでございます。 

 次に、２ページの教育総務費の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少により８３万９千円を減額するも

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、当初見込

んでいた支援員が確保できなかったことや稼働日数の減少

により２３０万８千円を減額するものでございます。 

 スクールバス運行事業につきましては、入札差金として

１０４万６千円を減額するものでございます。 

 次に、３ページの小学校費の学校管理費をご覧ください。 

 小学校管理事業につきましては、電気料単価の上昇によ

る光熱水費の増額により２３０万２千円を増額し、潮静小

学校の照明ＬＥＤ化改修につきましては、リース方式から

工事方式に変更したことにより１２９万４千円を減額する

ものでございます。 

 小学校ＬＥＤ改修工事につきましては、先ほど申しあげ

た潮静小学校の照明ＬＥＤ化改修につきまして、国庫補助

事業の採択があったことからリース方式から工事方式に変

更したことに伴いまして、改めて１，７３５万８千円を計

上し、令和５年度予算として全額を繰り越すものでござい



ます。 

 次に、４ページの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、当初予定していた

農業体験学習や校外学習授業の中止などにより１８１万６

千円を減額するものでございます。 

 ＧＩＧＡスクール保守委託料につきましては、当初見込

んでいた保守対応の単価が減少したことにより２７万３千

円を減額するものでございます。 

 河合塾との連携による学習意欲向上支援事業につきまし

ては、当初見込んでいた児童数が減少したことにより３０

万９千円を減額するものでございます。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 教育扶助事業につきましては、当初見込んでいた対象児

童数の減少のほか、給食提供日数の減少などにより３４２

万４千円を減額するものでございます。 

 その他、指導者用電子教科書購入費につきましては、令

和５年４月当初から使用するため債務負担の設定をするも

のでございます。 

 次に、６ページの中学校費の学校管理費をご覧ください。 

 中学校ＬＥＤ改修工事につきましては、港南中学校の照

明ＬＥＤ化改修につきまして、国庫補助事業の採択があっ

たことから３，８３３万５千円を計上し、令和５年度予算

として全額を繰り越すものでございます。 

 次に、７ページの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、当初見込んでいた

修学旅行の拝観料費補助金の減少などにより２０万９千円

を減額するものでございます。 

 ＧＩＧＡスクール保守委託料につきましては、当初見込

んでいた保守対応の単価が減少したことにより１５万６千

円を減額するものでございます。 

 河合塾との連携による学習意欲向上支援事業につきまし

ては、当初見込んでいた生徒数が減少したことにより２５

万３千円を減額するものでございます。 

 教育扶助事業につきましては、当初見込んでいた対象生

徒数の減少のほか、給食提供日数の減少などにより３１７

万１千円を減額するものでございます。 

 その他、指導者用電子教科書購入費につきましては、令

和５年４月当初から使用するため債務負担の設定をするも

のでございます。 

 なお、歳入予算につきましては、それぞれの事業の下段

に記載のとおりでございます。 

 以上、教育政策課分の説明とさせていただきます。 



伯谷生涯学習課長  続いて、生涯学習課分について、ご説明いたします。 

 資料９ページ、社会教育総務費をご覧ください。 

 社会教育費全体といたしましては、６４９万８千円の減

額補正となります。 

 内訳といたしましては、社会教育統括事業につきまして、

当初予定していた備品、緑丘小学校のバレーボールの支柱

を購入しなかったことにより１２万２千円の減額、ＰＴＡ

研究大会事業につきましては、新型コロナウイルスの関係

で、市内で大会を実施しなかったことにより、事業費の全

額１０万７千円の減額、子どもたちの芸術鑑賞事業につき

ましては、会場費はリハーサルを含めて２日間押さえてお

りましたが、１日しか使用しなかったことによる事業費精

算に伴いまして２９万８千円の減額。 

 続きまして、１０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、芸術文化振興

基金は、条例上、「基金の額は２千万円とし」となっている

ことから６９２万５千を増額補正し、２千万円に増額する

のと、留萌市応援寄付金へ２件１０万円の芸術文化への指

定寄附がございましたことから、積立金として増額するも

のでございます。 

 続いて、１１ページをご覧ください。 

 ここからは中央公民館等費になります。 

 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として、スポーツセンター、中央公

民館、文化センター、勤労者体育センター、４館併せまして

４０４万円を増額するものでございます。 

 続いて、１２ページをご覧ください。 

 ここからは、図書館費になります。 

 図書館費全体といたしましては、７４万５千円の増額補

正となります。 

 内訳といたしましては、図書館運営管理事業につきまし

て、燃料費単価の上昇に伴う指定管理者への燃料費減収補

填分として７１万５千円の増額、留萌市応援寄付金へ図書

館の図書購入費として指定寄附が３万円ございましたこと

から、３万円の増額でございます。 

 続いて１３ページをご覧ください。 

 ここからは、文化財保護費になります。 

 収蔵資料情報発信事業につきましては、クラウド収蔵資

料管理システムへのデータの移行・体系化に時間を要しま

して導入が遅れたことにより、月額使用料６万６千円の減

額補正でございます。 

 続いて、１４ページをご覧ください。 



 ここからは、体育振興費になります。 

 これも先ほどの芸術文化振興基金と同じですが、スポー

ツ振興基金も、条例上、「基金の額は２千万円とし」となっ

ていることから８５０万円を増額補正し、２千万円に増額

するものでございます。 

 歳出は、以上でございまして、ご説明いたしました事業

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。 

 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 

 続きまして、学校給食センター所管分、学校給食費につ

いて、説明いたします。 

 資料１５ページをご覧ください。 

 補正の内容ですが給食センター運営管理事業を、給食調

理員の減少に伴い報酬及び職員手当等を合わせて、１３９

万３千円を減額しようとするものであります。 

 以上、日程１、議案第１号、令和４年度教育費補正予算の

説明といたしますので、よろしくご審議のほどお願いいた

します。 

高橋教育長  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。 

室本委員  学校給食センターで、年度当初１４人で、１１月末現在

１０人となっていますが、これは仕事が無いのか、それと

も人がいないのか、どちらなのでしょうか。 

松本学校給食セン

ター長 

 お答えいたします。 

 年度当初１４名で調理員の確保を考えていたところでご

ざいますが、採用募集をしても欠員は埋まらないという状

況で、必要人数として１４名が必要であったことから、現

在１０名でやっておりますので、その４名の欠員分が現在

働いている調理員に負担になっているというのが現状でご

ざいまして、引き続き確保に努めているところでございま

す。 

室本委員  何とか、まわっているのでしょうか。それとも、かなり負

担になっているのでしょうか。 

松本学校給食セン

ター長 

 お答えいたします。 

 今、少ない１０名ということで、調理を実施しているの

ですが、比較的長く勤めていただいている調理員、いわゆ

るベテランの調理員が複数名残っているものですから、な

んとかやり繰りをしながら給食を出しているという状況で

ございますけども、やはり様々な事情でお休みととったり

する場合などにおいては、非常にバタバタしながら調理を

している状況で、たいへん所管として苦慮しているところ

でございます。以上でございます。 



高橋教育長  その他ございませんか。 

 今の点で確認ですが、１１月末現在で１０名ということ

で、この分を減額されていると思いますが、募集は、引き続

き行っていますか。 

松本学校給食セン

ター長 

 調理員の募集につきましては、通年で募集をかけている

状況でございます。 

高橋教育長  それと、説明を少ししていただきたいのですが、教育政

策課の１ページ目の河合塾等との連携による地元高校教育

振興支援事業が４４５万６千円の減額ですけども、主に減

額される主なものは、どのようなものになるのでしょうか。 

佐伯教育政策課長  減額の主な理由ですが、適性検査は、いくつか内容がご

ざいまして、全学年１年生から３年生までで全部を実施す

るような見積もりを取っていたのですが、実際に適性検査

を実施したのは１・２年生のみで、更には適性検査の項目

の一部実施となったことから、こちらの利用料等が下がっ

たということでございます。 

高橋教育長  続けて、２ページの小中学校学習補助員配置事業と特別

支援教育支援員配置事業の関係で、それぞれ何人見込んで

いたものが、結果的に何人になったのかということと、そ

こについての影響等があるのであれば、説明していただき

たい。 

佐伯教育政策課長  お答えいたします。 

 どこの学校に何人配置させていただいているのかという

ものが、手持ちに資料が無い状況でお答えさせていただき

ます。 

 まず学習補助員につきましては、中１ギャップですとか、

小１プロブレムといった主に小学校１年生、中学校１年生

に対する学習補助する、そこに対する補助員ですが、希望

される配置基準にある学校全て配置されている状況にある

ということで、稼働日数の減による減額補正とさせていた

だいております。どこの学校に配置しているかは、すぐに

お答えできない状況でございます。後ほど、別な資料でお

示しさせていただきます。 

 同じく特別支援教育支援員配置事業でございますが、主

に留萌小学校で３名の欠員が生じているところでございま

して、その欠員によって減額補正するというところでござ

います。それ以外の学校につきましては、全て配置要望の

あるところには、配置させていただいているというところ

でございます。 

 それぞれの配置状況につきましては、別途、別な資料で

お示しさせていただきたいと思います。 

高橋教育長  最後に１つだけなのですけども、これも教育政策課の関



係で、小学校のところと、中学校のところにも、指導者用の

電子教科書の購入という言葉が出てきますけども、子ども

の電子教科書がどうなるのかという情報があれば、お願い

したいのですが。 

佐伯教育政策課長  お答えいたします。 

 指導者用電子教科書につきましては、小学校では、英語

の５・６年生用、国語に関しては１年生から６年生、算数に

関しては１年生から６年生となっております。 

 中学校については、主要５教科において、導入している

というところです。 

 児童生徒用の電子教科書に関しましては、まだ実証段階

というところで、英語に関しましては、小学校５年生以上

と中学校１年生から３年生で、それ以外の部分は、一部の

みしか入れていないところで、道教委で希望を取って１教

科のみとなってございまして、全道的にバランスをとらな

ければならないということで、留萌市としては国語で導入

しているという状況であったと思います。 

高橋教育長  そのほか、皆さんから確認やご意見はございませんか。 

 発言がなければ、議案第１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２号「令和５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。 

佐伯教育政策課長  日程２、議案第２号、令和５年度教育費予算のうち、教育

政策課分につきまして、ご説明いたします。 

 令和５年度当初予算として歳入歳出の一覧表を添付して

ございますが、歳出予算のうち主要事業予算につきまして、

参考資料をもとにご説明いたします 

 参考資料の１ページをご覧ください。 

 教育支援センター設置・運営事業につきましては、令和

５年度、新たに教育支援センターを設置し、不登校または

不登校傾向にある児童生徒に対して、学校生活への復帰や

社会的に自立できるように支援を行うことを目的するもの

で、指導員の配置に係る報酬や備品整備などの経費として

７２１万円を計上するものでございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 河合塾等との連携による地元高校教育振興支援事業につ

きましては、留萌高校教育振興会に対して、ＡＩ学習支援

ツールの活用などにより、進路実現に向けた取り組みを支

援するほか、模擬試験及び検定を受ける費用の２分の１を

補助いたしまして、大学進学希望者に対するオンラインに

よる特別講義や進路講演会に対して講師を派遣する事業の



ほか、ＪＡＬとの連携により情報ビジネス科及び電気・建

築科の生徒を対象に、マナーセミナーを開催する経費とし

て１，３３３万６千円を計上するものでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 北海道留萌高等学校１００周年記念事業協賛会補助金に

つきましては、創立から１００周年を迎える留萌高校の記

念事業協賛会に対し、式典、祝賀会、記念誌の作成などの費

用を補助する経費として２００万円を計上するものでござ

います。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 緑丘小学校擁壁補修事業につきましては、緑丘小学校の

北側通路擁壁の一部に傾斜が発生したことから、設計及び

補修整備を行う経費として１，２７５万３千円を計上する

ものでございます。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 緑丘小学校屋内運動場暖房設備改修工事につきまして

は、緑丘小学校の屋内運動場温風暖房の更新整備、地下貯

蔵灯油タンクを撤去し、代替タンクの設置を行う経費とし

て１，７９８万５千円を計上するものでございます。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 教育用ＩＣＴ機器更新事業につきましては、平成２９年

度に導入した全小中学校の校務用パソコン及び校内ネット

ワークにつきまして、耐用年数を経過したことから更新を

行う経費として４０３万３千円を計上するものでございま

す。 

 なお、本事業につきましては、備考資金組合の譲渡事業

を活用するもので、総額として１億７，７００万円程度を

見込むものでございます。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 河合塾等との連携による学習意欲向上支援につきまして

は、河合塾との包括連携に基づくＡＩ学習支援ツール「Ｑ

ｕｂｅｎａ」を活用し、教職員の負担軽減と児童生徒の学

力向上を目指すとともに、中学生の英検検定料の２分の１

を補助する経費も合わせまして９３５万８千円を計上する

ものでございます。 

 ８ページをご覧ください。 

 部活動の地域移行実証事業につきましては、国が推進す

る中学校の部活動の地域移行に向けて、「留萌市部活動の在

り方検討委員会」から提出された提言書の趣旨を踏まえた

課題の整理を行い、準備が整った種目から段階的に地域移

行を進める経費として１千２８９万６千円を計上するもの

でございます。 

 次に、９ページをご覧ください。 



 中体連参加費補助金につきましては、中体連活動におけ

る管内･全道大会への生徒参加費に対する一部補助として

補助金を交付しておりますが、交通費や大会参加費等の活

動経費が増額しており、保護者負担や学校負担が増加して

いる実態を踏まえ、令和５年度より補助金を拡充すること

として３７０万円計上するものでございます。 

 以上、教育政策課分の説明とさせていただきます。 

伯谷生涯学習課長  続いて、生涯学習課分、主要事業予算につきまして、ご説

明いたします。 

 資料の１０ページをご覧ください。 

 全国大会等遠征費助成金事業につきまして、この事業は、

令和４年度は、全国大会等遠征費助成金、合宿誘致助成金

を併せまして、「子どもの夢チャレンジ支援事業」としてお

りましたが、それぞれ目的が違う事業でございますので、

独立した事業名で計上いたしました。 

 中身といたしましては、令和４年度と対象事業、対象者

等は同じでございまして、事業費が令和４年度は７７４万

７千円でございましたが、令和４年度の実績額を参考に積

算し、３００万円としたところでございます。 

 次に、資料１１ページになります。 

 図書館ＬＥＤ改修工事につきましては、蛍光灯が今後入

手できなくなってくることや、ＬＥＤ化により電気料の大

幅削減が見込めることから、留萌市社会教育施設等個別施

設計画及び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ため、図書館の照明設備をＬＥＤ

にするもので、事業費につきまして１,８３３万７千円を計

上したところでございます。 

 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 

 続きまして、学校給食センター関係分につきましてご説

明いたします。 

 議案第２号の資料１２ページをご覧ください。 

 学校給食費予算につきましては、学校給食統括事業に６

２万６千円、給食センター運営管理事業に６，７４６万８

千円、公用車管理事業に１３万２千円の合計６，８２２万

６千円とし、適切な施設の運営・維持管理等に努めてまい

ります。なお、前年比増額分につきましては、燃料費・電気

料の単価の上昇によるものでございます。 

 なお、歳入につきましては、資料１１ページに記載のと

おりでございます。 

 以上、日程２、議案第２号、令和４年度教育費予算の説明

といたしますので、よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 



高橋教育長  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。 

 私から、今の状況について確認をお願いしたいのですが、

教育政策課の２ページ、河合塾等との連携による地元高校

教育振興支援事業ですが、実施内容の一番上に模擬試験及

び検定試験を受けるときの２分の１補助が書かれています

が、まだ今年度、全部実績が終わっていないので、何とも言

えないでしょうが、どのような実施状況になっているのか、

感覚的なことになってしまうかもしれませんが、お聞きし

てもよろしいでしょうか。 

佐伯教育政策課長  お答えいたします。 

 実績報告等を持ち合わせておりませんので、感覚的なも

のになってしまいますが、従来、保護者負担で行っていた

ものを半分、市のほうから補助しているということでござ

いますので、必要とされる資格のための検定料ですとか、

英検の受験料などに対して、あるいは模擬試験なども従来

は全額、保護者負担で行っていたものを半分、助成すると

いうことですので、それによりまして学習意欲の向上です

とか、検定・模擬試験を受ける回数の増加につながってい

るものと考えております。 

高橋教育長  模擬試験及び検定試験の補助に関する令和４年度・令和

５年度の予算は、いくらになりますか。 

佐伯教育政策課長  その数字については、持ち合わせてございませんので、

後ほど、先ほどの積み残した内容等も含めまして、お示し

させていただきたいと思います。 

高橋教育長  同じ教育政策課の７ページですけども、ＡＩ学習支援ツ

ールの活用と、英語力の向上の２つの項目を合わせて、９

３５万８千円だと思いますが、それぞれの事業費がわかれ

ば教えてほしいのですが。 

佐伯教育政策課長  こちらにつきましても、後ほどお示しさせていただきた

いと思いますが、英語検定料につきましては、令和４年度

から補助させていただいておりまして、受験される数が非

常に増えているというところでございます。英検に関しま

しては、年３回の受験機会がありますが、延べ１４２名の

生徒が助成を使って検定を受けられているというところで

ございます。 

 予算の内訳は、後ほどお示しさせていただきたいと思い

ます。 

高橋教育長  ＡＩ学習支援ツールについては、当初の導入する時に、

進んでいけば、それぞれの家庭で購入されている学習ドリ

ル等も将来的に削減になるのではないかとの話があったか

と思いますが、今、どのようになっているでしょうか。 



佐伯教育政策課長  お答えいたします。 

 Ｑｕｂｅｎａにつきましては、令和４年度から導入した

ところもございまして、当初から紙のドリル等を減らすこ

とはないかとは思います。 

 今年１年を通じて、相当利用が広がっているとお聞きし

ておりますので、令和５年度の教材選定で、保護者負担の

軽減が図られているか、改めて各学校にも聞き取り調査を

行っていきたいと考えております。 

高橋教育長  そのほか、確認やご意見はございませんか。 

 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３、議案第３号「令和５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。 

柴谷教育部長  日程３、議案第３号、令和５年度教育行政執行方針につ

いて、ご説明します。 

 先般、２月１０日開催の第１回臨時会において、令和５

年度教育行政執行方針（原案）について、ご説明し、内容に

ついての質問・確認等をいただいたところでございますが、

その際いただいたご意見を反映するとともに、改めて内容

全体を確認した上で、事務局において一部表現や字句の修

正、整理等を行ったところでございます。 

 なお、資料につきましては、令和５年度教育行政執行方

針」にあわせ、別紙、令和５年度教育行政執行方針修正箇所

表を添付してございますので、そちらをご覧いただければ

と思います。 

 初めに、２ページ中段のＩＣＴ教育の部分として、原案

では河合塾の記載のみとなっておりましたが、こちらを「大

手予備校」を加えるとともに、「地域包括連携」を「包括連

携協定」に修正したものでございます。 

 次に、３ページ中段となりますが、特別な教育的支援の

部分として、文章の中で「教育的ニーズに応じた学びの」と

いった部分を一部削除し、簡略化した表現とし、６ページ

上段につきましても、教職員の資質や能力向上の部分とし

て、文章の中で「確保するための環境を整備し」の部分につ

いて、「確保するため」として字句を整理してございます。 

 また、同じく６ページ上段となりますが、部活動の地域

移行の部分として、後段、地域の人材や「スキルの活用を図

りながら」といった表現を「ご協力をいただきながら」とい

った、やわらかい表現に修正をさせていただきました。 

 次に、修正箇所表の裏面になりますが、７ページ中段の

生涯スポーツの部分でございます。前段の文章に後段の総



合型地域スポーツクラブの表現も合せて、ひとつの文章と

して組み入れ、整理しております。 

 ７ページ下段の地域スポーツ活動の部分につきまして

は、文章表現の統一のため、「また、」を削除したものでござ

います。 

 次に１０ページ上段、学校給食の部分でございますが、

「アレルギーを持つ児童生徒への対応、給食費の管理徴収

業務における教職員の業務負担軽減」の部分につきまして、

先般、臨時会における委員からのご意見を踏まえまして、 

アレルギーの部分につきましては、現在、未対応となって

いる代替食の提供といった表現に修正し、教職員の業務負

担軽減の部分につきましては、削除させていただきました。 

 最後、１１ページ中段の地元高校に対する支援の部分と

なりますが、河合塾の記載について、先ほどご説明いたし

ました２ページの部分で「大手予備校」と先にうたってお

りますので、この部分では削除し、河合塾のみの記載とさ

せていただいたものでございます。 

 以上、第１回臨時会でお示しをいたしました原案からの

修正箇所の説明により、令和５年度教育行政執行方針のご

説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

高橋教育長  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、事務局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、令和５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５３分 

 

教 育 長    

 

署名委員    


