
令 和 元 年 度

石狩市教育委員会会議（３月定例会）議案

石 狩 市 教 育 委 員 会



日 程

日 時 令和２年３月 25 日（水） 13 時 30 分

場 所 市役所本庁舎 市議会第２委員会室

日程第１ 署名委員の指名

日程第２ 議案審議

議案第１号 新・石狩市教育プランについて

議案第２号 新・石狩市民図書館ビジョンについて

議案第３号 第Ⅳ期石狩市子どもの読書活動推進計画について

議案第４号 石狩市立学校管理規則等の一部改正について

議案第５号 石狩市スクールバス管理運営規程の一部改正について

議案第６号 石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部改正につい

て

議案第７号 石狩市学校運営協議会規則の一部改正について

議案第８号 石狩市教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制

定について

議案第９号 石狩市立学校管理規則の一部改正について

議案第 10 号 石狩市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例施行規則の一部改正について

日程第３ 教育長報告

日程第４ その他

日程第５ 次回定例会の開催について

令和２年 ４月 日（ ） 時 分開催
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議案第１号

新・石狩市教育プランについて

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり決定したいので、石狩市教育委員会事務委

任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第１号の規定に基づき議決

を求める。
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議案第２号

新・石狩市民図書館ビジョンについて

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり決定したいので、石狩市教育委員会事務委

任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第１号の規定に基づき議決

を求める。
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議案第３号

第Ⅳ期石狩市子どもの読書活動推進計画について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり決定したいので、石狩市教育委員会事務委

任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第１号の規定に基づき議決

を求める。



- 4 -

議案第４号

石狩市立学校管理規則等の一部改正について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり一部改正したいので、石狩市教育委員会事

務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に基づき

議決を求める。
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議案第５号

石狩市スクールバス管理運営規程の一部改正について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり一部改正したいので、石狩市教育委員会事

務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に基づき

議決を求める。
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議案第６号

石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部改正について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり一部改正したいので、石狩市教育委員会事

務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に基づき

議決を求める。
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議案第７号

石狩市学校運営協議会規則の一部改正について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり一部改正したいので、石狩市教育委員会事

務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に基づき

議決を求める。
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議案第８号

石狩市教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制定について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり制定したいので、石狩市教育委員会事務委

任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に基づき議決

を求める。
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議案第９号

石狩市立学校管理規則の一部改正について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり一部改正したいので、石狩市教育委員会事

務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に基づき

議決を求める。
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議案第 10 号

石狩市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例施行規則の一部改正について

令和２年３月 25 日提出

教育長 佐々木 隆 哉

このことについて、別紙のとおり一部改正したいので、石狩市教育委員会事

務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第３号の規定に基づき

議決を求める。



教育長報告
（教育委員会事務局の主な動き）

令和２年３月２５日

教育委員会会議提出

２月１３日 「学校ヒアリング」（１４、１８、１９、２０日も） 教育長室

１４日 「第３回市民図書館協議会」 市民図書館

「児童生徒教育奨励賞授与」 サンビレッジいしかり

１５日 「平和の灯 作品コンクール表彰式」 市役所

「三岸太郎氏との懇親会」 美食工房「花」

１７日 「厚田学園教育委員視察」 厚田学園

「新型コロナウィルス感染症対策本部会議」（以後随時開催） 庁議室

「児童生徒教育奨励賞授与」 石狩南高校

１８日 「定例校長会議（2 月）」 ４０２会議室

１９日 「第３回社会教育委員の会議」 公民館

２０日 「定例教頭会議（２月）」 ４０２会議室

２１日 「石狩管内市町村別教育推進会議」 ４０１・４０２会議室

「家庭教育講座(仲間づくりから始まるあったか子育て)」 りんくる

２５日 「令和２年第１回市議会定例会」 議場

２７日 「小中学校臨時休業（～３/４）

２８日 「小中学校臨時休業期間延長（～３/２４）

３月２日 「令和２年第１回市議会定例会（行政報告）」 議場

「校長会役員との協議（臨時休校の延長について）」

「新型コロナウィルス対応に関する市町村教育長との意見交換会」 石狩教育局

３月３日 「臨時校長会議（新型コロナウィルス対応）」 ４０１・４０２会議室

３月４日 「新型コロナウィルス対応に関する市町村教育長との意見交換会」 石狩教育局

３月５日 「教育委員勉強会」 教育長室

「教育委員会会議３月臨時会」 教育長室

「臨時校長会議」 ４０２会議室

３月９日 「令和２年第１回市議会定例会（代表質問）」 議場

３月１０日 「令和２年第１回市議会定例会（一般質問）」 議場



３月１２日 「教育委員会管理職会議」 庁議室

３月１３日 「令和２年第１回市議会定例会（建設文教常任委員会）」 議場

３月１７日 「NPO ひとまちつなぎ石狩寄贈本受贈式」 教育長室

３月１８日 「令和２年第１回市議会定例会（予算特別委員会）」 議場

３月１９日 「臨時教育委員会会議（３月）」 教育長室

「教育委員勉強会」 教育長室

３月２３日 「北海道公立学校教職員永年勤務者表彰伝達式」 ４０３会議室

「定例校長・教頭合同会議（３月）」 ４０１・４０２・２０１会議室

３月２４日 「令和２年第１回市議会定例会（最終日）」 議場

「行政改革推進本部会議」 庁議室

３月２５日 「学校支援地域本部事業報告」 教育長室

「教育委員会会議３月定例会」 第２委員会室



建設文教常任委員会質疑（2年2月）

①本市の児童生徒の肥満とゲーム時間の関
係性についてうかがいたい。

肥満とゲーム時間の関係性に特化した調査は行っ
ていないが、関係性がないということではないと
認識している。

②朝食を食べていない児童生徒について、
食べていない原因について調査をしている
のか。

市教委としては、食べていない原因に特化した調
査は行っていない。各学校において、朝の健康調
査や生活に係るアンケート等により実態把握を
し、それを基に、保護者との懇談会等で改善を
図っていくよう促している。

③各学校では、オリンピックに係る取組み
計画、例えばオリンピックを見るなどの計
画はあるのか。

現在のところ聞き及んでいない。

【本委員会】
上村委員＠改革市民会議

■全国体力・運動能力、
運動習慣等調査結果につ
いて

①スマートフォンの視聴等、全国には条例
を策定している所があるようであるが、条
例を策定すればよいということではない
が、条例化の考えはなるか。

現時点ではそのような考えはない。「いしかりふ
れあいDAY」の取組を含め、検討していきたい。

②中学校女子の一週間の総運動時間が上
がっているのはなぜか。

地域のスポーツクラブの所属が全国と同等である
ことが一つの要因として考えられると分析してい
る。

質 問 の 趣 旨
質問者＠党会派
■質問事項

答 弁 要 旨

【本委員会】
三崎委員＠共産党

■全国体力・運動能力、
運動習慣等調査結果につ
いて
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建設文教常任委員会質疑（2年3月）

【本委員会】
佐藤委員＠石政会

■登校渋りの対策につい
て

休み明けに学校は再開するが、児童生徒の
中には休校中の生活スタイルが染みつき、
登校を渋る者が出るかもしれない。登校で
きるような対策を講じているか？

学校は分散登校時に児童生徒の心身の健康状態な
どの把握と、欠席する児童生徒には家庭に連絡し
生活状況の確認を行っている。休校中の不規則な
生活リズムから登校渋りの兆候を示す児童生徒が
いないとも限らないが、必要に応じ学校とｽｸｰﾙ
ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰやｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰが連携を図り、その解
消に取り組む。

【本委員会】
三崎委員＠日本共産党

■新型コロナウイルス感
染症対策に伴う学力テス
ト、分散登校について

①新型コロナの影響で学校の休業時期が長
いことを鑑みて、4月の学力テストを中止
した方がよいのではないか。
②分散登校の対応もあり、先生方が苦労し
ていることは何か。

①令和２年度全国学力・学習状況調査については
現在4月16日（木）に実施予定とされているが、
新型コロナの影響で、今後の予定は未定となって
いる。
②体育館で子ども同士の間隔を保持することや、
その際の行動に注視すること、分散登校の前後に
消毒等を実施するなどの対応に苦労していると聞
いている。

■臨時休業時における学
校給食の提供について

長期の臨時休業のため、学校給食で栄養を
摂取している児童生徒の免疫力が低下する
恐れがある。給食は再開しないのか。

必要な栄養の摂取は各家庭において賄われるもの
と考える。夏季休暇、冬季休暇と同様に提供しな
い。

【本委員会】
上村委員＠改革市民会議

■新型コロナウイルス感
染症予防対策について

①市内で保健所等の相談窓口に相談した
ケースを市教委で把握しているものはある
か？
②分散登校の際にマスクを着用していない
児童生徒へ災害用の備蓄マスクを活用して
はどうか？
③スクールバス利用後の消毒状況は？

①相談ケースがあったという連絡は、現時点では
無い。
②ほとんどの児童生徒はマスクを着用している。
マスクを着けていない児童生徒への配付等につい
ては、今後の状況を見ながら所管部と協議し、必
要に応じて対応する。
③スクールバス使用後は、委託業者が消毒を行っ
ている。

④各家庭へ児童生徒の健康観察をお願いし
ているが、感染が疑われる症状の児童生徒
について、学校から情報はあるか。また感
染が確認された場合「帰国者・接触者相談
センター」から連絡がくるのか。
⑤入学式について現時点の考えは。（保護
者の準備・負担もあるので早めに情報を伝
えてほしい）
⑥所管は違うが幼稚園の卒園・入園式の状
況は把握しているか。

④学校から感染が疑われる児童生徒の情報は入っ
ていない。また、感染が確認された場合は北海道
（保健所）等から自治体に連絡があるものと認識
している。
⑤日々状況が変わっているため、今後の状況を見
つつ、道教委から通知があり次第適切に対応して
いく。
⑥幼稚園の卒園・入園状況は、現時点では把握し
ていないが、関係機関との情報共有に努める。

質 問 の 趣 旨
質問者＠党会派
■質問事項

答 弁 要 旨
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予算特別委員会質疑（2年3月）

佐藤委員＠石政会

■学校トイレの改修工事
について

学校トイレ改修工事（南線小・紅南小）の
概要と、市内全体の洋式化率（Ｒ１末時点
or改修工事後）について伺う。

南線小は旧校舎１・２階の計３箇所の改修と、
１・２階に多目的トイレを新設する。
紅南小は校舎１・２・３階の児童用トイレ、１階
多目的トイレ、２階職員トイレの計８箇所を改修
する。
便器や手洗い場のレイアウト変更、大便器を全て
洋式化、床をドライ仕様に変更など、衛生的で不
安なく使いやすいトイレにするため、夏休みから
秋にかけての大規模（リニューアル）工事を行
う。
当工事により、洋式化率は、平成30年度末の約
58％から約69％となる見込み。

松本委員＠日本共産党

■石狩中学校トイレにつ
いて

石狩中のトイレ洋式整備の現状について 簡易水洗のため、以前にトイレの臭いが気になる
旨の声があり、その後消臭対策を講じ、現在は学
校からの更なる改善要望は受けていない。
石狩中学校のトイレ洋式率は現在約80％である。

■変形労働時間制の導入
について

長時間労働を助長しかねない同制度の導入
には反対する
①今後のスケジュールは、どのようになっ
ているのか
②学校現場の声を聞いているのか
③教職員の勤務時間を管理するためのタイ
ムカード等は学校に取り入れられているの
か
④本制度の導入に対し、市から道へ意見を
出すことは考えているか
⑤各学校の置かれている状況を市教委は把
握しているのか

①現在、国において省令の制定や指針を作成して
いるところであり、まだ、制度の詳細が示されて
いないため、現段階では検討は行っていない。
②非公式に、本市教職員組合と意見交換を行って
いるが、教員の中で慎重意見があることは承知し
ている。
③現在は、校務支援システムを利用し職員が手入
力しているが、令和２年度からはＩＣカードリー
ダーを全校に導入し勤怠管理を行う。
④国から制度の詳細が示されていないので、その
段階にはない。
⑤給特法の改正時には、全ての教員に対して画一
的に導入するのではなく、個別事情に応じて適用
するよう求めるなど、多数の附帯決議が挙げられ
た。市教委としては、今後も、在校等時間の管理
やＩＣＴの活用などに取り組んでいくと共に、各
学校の状況を把握しながら丁寧に検討していく。

■就学援助費目の追加に
ついて

就学援助費の対象費目に、新たにメガネを
加える考えはないか

本市の支給費目は、基本的に国の要保護児童援助
費補助金の補助項目に準じている。本補助金は国
において毎年見直しが行われていることから現時
点では支給の考えはないが、今後の国の動向を注
視していく。

■男女混合名簿について 男女混合名簿の本市の現状について 男女混合名簿の導入状況は、小学校全校、中学校
は８校中３校。未導入校では、体育や各種統計な
どで男女別が求められるものがあるため導入して
いないとのこと。

上村委員＠改革市民会議

■収蔵資料データベース
整備事業について

①事業の概要について
②事業は直営で行うのか、それとも業者に
外注するのか？

①石狩小学校校舎利活用プランに基づき、複数箇
所に保管している収蔵資料約50,000点を石狩小学
校校舎に集約するための準備として、数年かけて
収蔵資料のデータベースの整理を行う。
②事業は業者に委託せずに直営で行い、会計年度
任用職員を採用して整備事業を行う。

質 問 の 趣 旨
質問者＠党会派
■質問事項

答 弁 要 旨
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予算特別委員会質疑（2年3月）

質 問 の 趣 旨
質問者＠党会派
■質問事項

答 弁 要 旨

金谷委員＠改革市民会議

■図書館の臨時休館につ
いて

現在、小中学校が臨時休校しているが、図
書館を開館する考えは無いか

子ども達が時間をもてあましている状況は承知し
ているが、市全体の方針として新型肺炎感染拡大
防止措置をとっている。近隣の図書館などの動向
を踏まえつつ、図書館サービスの提供について適
切に判断していく。

花田委員＠石政会

■図書館２０周年記念事
業について

記念事業はどのようなものを予定している
のか？具体的に決まっているなら教えて欲
しい。

図書館で例年実施している図書館まつりなどのイ
ベントについては、冠事業として実施し、講師を
招き、図書館設立時や今後の図書館について特別
講演を実施する。

上村委員＠改革市民会議

■市民図書館の運営につ
いて

①開館から20年経つ中で、より市民のため
となるサービス面の課題と今後について

②図書館ビジョンのパブコメで市民の声を
取り入れる仕組みがないなどの意見もあっ
たが、図書館として市民の声を取り上げる
方法について考えているのか

①課題として、図書資料の充実は基より、H29の
アンケートにより読書離れの実態が見えるととも
に高齢化等への対応も必要と考えており、これら
市民の意見を踏まえ、新図書館ビジョンに盛り込
み、魅力ある図書館を目指す。
②図書館はこれまで窓口、電話、インターネット
などで市民の声を聞く体制を持っており、又、図
書館ビジョン策定をする中でもボランティア、関
係団体から声を多数頂いている。今後も市民の声
を伺い、市民の図書館として運営していく。

松本委員＠日本共産党

■学校給食費の無償化に
ついて

①道内の自治体でも学校給食費の無償化を
行っているところがあるが、本市で無償化
を行う考えはないか。

②定住促進などの施策の一環として、いず
れかの時期に無償化を行うべきなのではな
いか。

①保護者の経済状況や給食費の納付状況に関わら
ず、児童生徒が学校給食を食べることができてい
る。無償化となると毎年2億8千万円の市税を投入
する必要があり、これまでどおり保護者に負担し
ていただきたい。
②市の財源には限りがあり、優先順位を付けて事
業を実施している。そのような中、現在保護者負
担で行っているものを、あえて市税を使う形に振
り替えるというのは、本市の財政状況を鑑みると
非常にハードルが高いものと考える。

金谷委員＠改革市民会議

■特認校など、通学区域
が多様な学校の災害時の
対応について

特認校の生振小学校や開校する厚田学園な
ど、多様な地域からの通学となる学校につ
いては、災害時などにスクールバスを柔軟
に運用することなどが必要と考えるが市教
委の考え方を伺いたい。

今回の感染症対応では、急遽、分散登校及び学校
での子どもの居場所確保対策（一時預かり事業）
を実施した。下校後における児童一人一人の動向
や過ごし方が様々であることがわかり、今回の対
応を検証し、災害時のスクールバスの運行等につ
いて所管部と協議していく。
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