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市立学校における個人情報の遺漏について

日時

令和２年 10 月 19 日(月)

概要

市内中学校において、宿泊行事に向けた準備のため、教師用に作成された生

徒の持病やアレルギー等を記載した一覧表を、担任が誤って、個人情報が記載

された６人のうちの１人の生徒に配布したことにより個人情報が遺漏する事故

が発生しました。

学校は、一覧表を受け取った生徒の保護者から相談受けた別の保護者からの

連絡により、個人情報の誤配布を把握するに至り、その後、個人情報の記載のあ

った生徒の家庭に謝罪するとともに、誤配布のあった家庭から一覧表の回収を

しました。

・事故の流れ

10 月 19 日（月） 誤配布

10月 19日-23日 ６人のうち複数の生徒の保護者間による情報の共有あり

10 月 23 日（金） 保護者からの連絡により学校が把握

10 月 26 日（月） 学校からの連絡により市教委が事態を把握

※６人の家庭以外への情報の流出はありません。

再発防止に向けた対応

市内小中学校長等に対し、個人情報の漏洩防止に向けた対応及び個人情報の

適切な管理の徹底について通知を発出しました。
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石狩映像アーカイブ配信事業について

新型コロナウイルス感染症の蔓延が未だ収束していない中で、“＃おうち時間”を有効

に活用し、石狩のまちをより知ってもらう学びのきっかけにしてもらうため、記録映像

を YouTube で配信する。

１ タイトル 石狩の記録映像で“＃おうち時間”を充実させよう！ on YouTube

２ 配信映像 全 51 本（作品 13 本、映像記録集 38 本）

※視聴者が見やすいよう、5分前後に編集したものを公開。

①作品

・海浜学校 １９２５年（大正１４年）

・花畔自警団消防出初式 １９３１年（昭和６年）

・花川尋常高等小学校籠球部 １９３３年（昭和８年）

・石狩紀行 １９３３年（昭和８年）

・砂と闘う １９５０年（昭和２５年）

・水と闘う １９５２年（昭和２７年）

・石狩と鮭 １９５２年（昭和２７年）

・いしかり １９６９年（昭和４４年）

・わたしたちのふるさと石狩町 １９９０年（平成２年）

・石狩町 明日への躍動 １９９５年（平成７年）

・いしかり歴史野外劇 １９９６年（平成８年）

・札幌圏と世界を結ぶ～石狩湾新港～ １９９８年（平成１０年）

・ポートフォリオいしかり ２００１年（平成１３年）

計 13 本

②映像記録集

・１９８２年度～２０１９年度 計 38 本

全 51 本

３ 実施方法 ①YouTube チャンネル「まなびぃ」【石狩市教育委員会社会教育課】に

て週 3本ずつ配信する。

②配信の順番はインパクトや内容、動画の長さ等を考慮し、①作品②

映像記録集（20 世紀）③映像記録集（21 世紀）の 3本立てを基本と

し配信する。

        ➂また、YouTube へのアクセス方法及び URL は、市ホームページのト

ップに掲載（期間未定）、市教委ホームページのバナーからも視聴で

きるようにする。

４ 公 開 令和 2年 11月 11 日（水）から

５ そ の 他 ①YouTube で動画を観ることが出来ない方のために、全 51 本配信後、

市民図書館のエントランスで流すことを予定している。合わせて市

民図書館に所蔵されている関係資料や図書の展示も行う予定。

②上記の映像のほかに「ニュース映像にみる石狩の今昔」が納品され

ている。ＨＢＣ北海道放送の報道ニュース映像が使用されているた

め、YouTube での配信はできないが、①のように扱う場合は使用でき

る。



＜報告事項③＞

１ 実施の目的

  様々な地場産物を使用できる秋期に、石狩の伝統的な食事や普段よりも多くの地場産物を

 使用した給食を提供することで、児童及び生徒に地場産物への関心を高め、地元石狩の良さ

 や食文化についてより深く理解してもらう。

２ 実施日程

  令和２年９月14日（月）から18日（金）までの５日間

３ 実施献立（※厚田学校給食センターは別献立）

実施日 献立名 使用した地場産物

・イエスクリーン米 ・米

・たこ団子汁 ・たこ、大根、人参

・かぼちゃの天ぷら ・⼩⻨粉

・望来豚とごぼうのごまみそ煮 ・望来豚、人参

・ピリ辛みそラーメン ・ラーメン、人参、玉ねぎ、キャベツ

・望来豚ぶたまん ・⼩⻨粉、望来豚

・枝豆

・浜益牛そぼろ丼 ・米、浜益牛、玉ねぎ、人参

・きのこのみそ汁 ・なめこ、椎茸、大根

・ミニトマト ・ミニトマト

・ソフトフランス丸パン ・⼩⻨粉（春よ恋）

・キャロットポタージュ ・人参、玉ねぎ

・トマトソースハンバーグ ・トマトジュース

・りんごドレッシングサラダ ・ブロッコリー、玉ねぎ、りんごジュース

・イエスクリーン米 ・米

・石狩鍋 ・人参、玉ねぎ、キャベツ

・石狩野菜さつま揚げ ・かぼちゃ

・メロン ・メロン

４ 学校への資料配付

・A３サイズのポスターを各学級分用意して学校に配付

  ・「献立のひとくちメモ」として放送資料を配付

５ アンケートの実施（※結果は裏面）

・実施対象：栄養教諭配置校（花川小、双葉小、花川北中、厚田学園）の児童生徒

  ・調査内容：献立への評価、地場産物への興味・関心度

９月18日

（金）

学校給食「いしかりウィーク」の実施状況について

９月14日

（月）

９月15日

（火）

９月16日

（水）

９月17日

（木）

-３-



●アンケート結果 ★９月14日実施献立

■栄養教諭配置校を対象にアンケートを実施

対象校 在籍数 回答数 回答割合

花川小学校 272 268 98.5%

双葉小学校 268 256 95.5% たこ団子汁、かぼちゃの天ぷらなど

花川北中学校 276 251 90.9% ★９月15日実施献立

厚田学園 34 32 94.1%

計 850 807 94.9%

■アンケート集計結果

質 問 回答数 回答割合 ピリ辛みそラーメン、望来豚ぶたまんなど

328 40.7% ★９月16日実施献立

410 50.8%

68 8.4%

1 0.1%

61 7.6%

653 80.9% 浜益牛そぼろ丼、きのこのみそ汁など

67 8.3% ★９月17日実施献立

26 3.2%

395 49.0%

122 15.1%

240 29.7%

38 4.7% キャロットポタージュ、トマトソースハンバーグなど

12 1.5% ★９月18日実施献立

571 70.8%

206 25.5%

23 2.8%

7 0.9%

石狩鍋、メロンなど

Ｑ１

石狩でとれた食べ物

の名前はわかりまし

たか？

Ｑ２

石狩でとれたものを

使っていたのは次の

うちどれでしょう？

Ｑ３

一番おいしかった

メニューはどれです

か？

Ｑ４

今回の注目食材で

ある「浜益牛」は

どうでしたか？

ねぎ

にんじん

はくさい

無回答

浜益牛そぼろ丼

キャロットポタージュ

トマトソースハンバーグ

りんごドレッシングサラダ

無回答

おいしい（また食べたい）

ふつう

あまりおいしくない

無回答

回 答

わかった

すこしわかった

ぜんぜんわからなかった

無回答

-４-
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■システム更新等による市民図書館の臨時休館について

・臨時休館期間：１１月２３日（月）～１１月３０日（月）

※図書館システムの更新及び館内照明のＬＥＤ化工事のため

■返却用ブックポストの増設について

・⑫紅南小学校、⑬ビッグハウス花川店に返却用ブックポストを新設する

（１１月１７日設置予定）

設置個所 住所 返却可能時間

①本館 花川北 7-1-26 ２４時間

②花川南分館※
花川南 6-5-27-2

花川南コミセン内

南コミ開館時間 : 9:30～21:00

第 1･3 月曜休館

③八幡分館※
八幡 2-332-12

八幡コミセン内

八幡コミ開館時間 : 9:30～21:00

第 2･4 月曜休館

④浜益分館※
浜益区浜益 630-1

浜益コミセン内

浜益コミ開館時間 : 9:30～21:00

第 2･4 月曜休館

⑤あいかぜとしょかん※
厚田区厚田 171-1

厚田学園内 1 階

火～金 10:30～17:00

土日祝 13:00～17:00 月曜休館

⑥ぽぽらーと※
花川北 3-2-198-1

花川北コミセン内

北コミ開館時間 : 9:30～21:00

第 2･4 月曜休館

⑦南線小学校
花川南 3-1

職員・来客用玄関内
24 時間

⑧緑苑台小学校
緑苑台東 3-1

児童玄関前
24 時間

⑨いしかり砂丘の風

資料館
弁天町 30-4

開館時間：9:30～17:00

火曜日休館

⑩厚田保健センター 厚田区厚田 45-5 開館時間内

⑪浜益小学校
浜益区柏木 1-17

児童用玄関前
稼業時間内

⑫紅南小学校
花川北 1-6-１

職員・来客用玄関前
24 時間

⑬ビッグハウス花川店 樽川 6-1 店内 営業時間内

※返却ポストは、施設内（コミセン等）

石狩市民図書館 石狩市花川北 7-1-26 Tel 0133-72-2000
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令和２年度 石狩市教職員研修「ウインターセミナー」 開催要項

１ 目的

市の教育目標の達成及び今日的教育課題を解決するため、専門的知識や実践的指導力を磨き、教職員に

求められる資質の向上を図る。

２ 主催

石狩市教育委員会

３ 日時

令和２年12月28日（月）13：30～15：30（受付 13：15～）

４ 会場

石狩市総合保健福祉センター「りんくる」２Ｆ交流活動室

５ 対象

教職経験８年以下の市内小中学校全教諭（養護教諭、栄養教諭、事務職員、期限付き教諭含む）

６ 日程及び内容

(1) テーマ 「変化の時代に生きる教職員に求められること」

(2) 日程

13：15 13:30 13:40 14:05 14:20 15:20 15:30

受

付

開

会

式

＜講座１＞

提言
休

憩

＜講座２＞

５つのブース（15分間×４回）

ア
ン
ケ
�
ト

閉

会

式

(3) 講座

□総合司会 花川南小主幹教諭 加 藤 圭 介 氏

ア 講座１について

提言 樽川中主幹教諭 青 柳 真 光 氏

「変化の時代に生きる教職員に求められること」

イ 講座２について

□交流活動室内に以下の５つのブースを設け、15分間の提言を４回行います。

□参加者は、ソーシャルディスタンスを保ちながら自由に移動し参観します。

＜５つのブース＞

紅南小主幹教諭 長 坂 文 彦 氏「ＧＩＧＡスクール構想について」

緑苑台小主幹教諭 宮 本 賢 一 氏「新型コロナウイルス感染症予防の取組について」

南線小主幹教諭 相 原 恒一朗 氏「生徒指導(保護者対応)について」

花川南中主幹教諭 稲 澤 健 氏「生徒指導(不登校児童生徒対応)について」

花川中主幹教諭 小 川 琢 治 氏「教育相談について」

７ 申込み方法

学校で参加者を取りまとめ、12月１日（火）までにメールで別紙にて市教委 山田（参事）に提出願い

ます。

８ その他

・当日体調が悪く(発熱、かぜ)欠席する場合は、教頭を通して市教委学校教育課教職員係に連絡

願います。（電話：72－3142）

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、マスクを着用して参加願います。
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令和３年 石狩市成人式の開催について （案）

１．趣旨 成人としての節目を迎える市民の前途を祝福するとともに、将来の社会を支

える一員としての責任を自覚する機会とし、厳粛で温かみのある式典とする。

２．主催 石狩市・石狩市教育委員会

３．期日 令和 3 年１月 10 日（日）

４．会場 花川北コミュニティセンター（花川北３条２丁目 198 番地）

５．対象者数 【現在調査中】

※平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれの市内在住者

（令和２年１１月１日現在の住民基本台帳登録データの数値）

６．日程

※ 参加者並びに運営スタッフの安全を最大限確保するため、２部制とする。

（午前の部） 【石狩中・花川中・花川南中・市外中学校卒業生】

10：30 新成人受付、ホール開場

11：00 オープニング、開式のことば

式辞

来賓祝辞、祝電披露

恩師からのビデオレター ※平成 27 年度の各中学校３年担任が出演

成人の誓い

閉式の言葉

＝＝＝＝＝＝＝除菌作業＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（午後の部） 【花川北中・樽川中・聚富中・厚田中・浜益中学校卒業生】

13：30 新成人受付、ホール開場

14：00 オープニング、開式のことば

式辞

来賓祝辞、祝電披露

恩師からのビデオレター ※平成 27 年度の各中学校３年担任が出演

成人の誓い

閉式の言葉

（参考）過去５ヵ年の出席者数の推移）

平成２８年 出席者数 ４３４名（ 対象者 ４８７名 参加率 ８９．１％）

平成２９年 〃 ３９６名（ 〃 ４８８名 〃 ８１．１％）

平成３０年 〃 ４２０名（ 〃 ５２６名 〃 ７９．８％）

平成３１年 〃 ４１５名（ 〃 ５５６名 〃 ７４．６％）

令和 ２年 〃 ３８６名（ 〃 ５１２名 〃 ７５．４％）
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