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【開会  午前１０時００分】 

 

◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、令和２年第１２回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様で

す。 

本日の出席者は３名です。定足数の出席を認めます。よって、令和２年第１２回八雲町

教育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員に、福田浩子委員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 協議第１号 

○教育長 日程第２ 協議第１号「八雲町立学校設置条例の一部を改正する条例」を議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 協議第１号八雲町立学校設置条例の一部を改正する条例についてご説明

いたします。議案書１ページからになります。 

今回の条例改正につきましては、山崎小学校について、児童数が現在６年生の２名のみ

であり、現６年生が卒業後は、３年程度入学者がいない状況となっており、地域の方々と

の意見交換を行い、住民の意向が今年度末の閉校に向かって一致していることも確認でき

たことから、令和３年３月３１日をもって閉校とし、４月１日から八雲小学校に統合しよ

うとするものであります。 

それでは、２ページの新旧対照表により改正内容をご説明いたします。 

条例第２条第１項で定める別表第１から「八雲町立山崎小学校」の項を削るものであり

ます。 

附則として、施行期日を令和３年４月１日としております。 

以上、協議第１号八雲町立学校設置条例の一部を改正する条例についての説明といたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、協議第１号は協議済みとします。 

 

 



◎日程第３ 協議第２号 

○教育長 日程第３ 協議第２号「令和２年度教育費補正予算」を議題といたします。事

務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 協議第２号「令和２年度教育費補正予算について」説明いたします。議

案書３ページからになります。 

本件は、令和２年度教育費補正予算を９月１０日開会予定の町議会第３回定例会に要求

することについて、協議するものであります。 

最初に、学校教育課の所管部分についてご説明いたします。 

歳入からご説明いたします。議案書４ページになります。 

１５款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金１千

３９１万６千円、同じく２節中学校費補助金８１３万７千円、合計２千２０５万３千円は、

ＧＩＧＡスクール構想に係る公立学校情報機器整備費補助金であります。なお、この歳入

予算については、既に国から交付決定を受け、予算計上済みの小学校５・６年及び中学校

１年の３学年分以外の６学年分に対する補助金であり、この度、国からの交付決定により

新たに予算計上するものであります。 

次に、歳出についてご説明いたします。議案書５ページからになります。 

最初に増額する歳出予算についてご説明いたします。 

１０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、１０節需用費１２万及び１１節役務費

２４８万７千円は、それぞれＧＩＧＡスクール構想に係る端末修繕料及びＬＴＥ通信料で

あります。 

次に７ページをご覧願います。 

１０款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、１０節需用費８万及び１１節役務費１

３１万６千円は、小学校費と同様にＧＩＧＡスクール構想に係る端末修繕料及びＬＴＥ通

信料であります。 

ＧＩＧＡスクール構想により整備する一人一台端末については、学校での活用はもとよ

り、端末を用いた校外学習や家庭学習、新型コロナウイルス感染症対策等による臨時休業

時のオンライン学習においても、全ての児童生徒が活用できるようにするため、全台のＬ

ＴＥ通信費及び修繕料について補正予算を計上するものであります。 

ページ戻りまして、５ページをご覧願います。 

 １０款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、１０節需用費、山崎小学校閉校事業消

耗品費４万８千円、６ページの同じく１１節役務費山崎小学校閉校事業運搬料４万５千円、

同じく１８節負担金補助及び交付金山崎小学校閉校記念事業実行委員会助成金５０万円は、

先程の協議第１号でご説明申し上げました、山崎小学校の閉校に係る補正予算であります。 

次に減額する歳出予算について、ご説明いたします。 

この度減額しようとする歳出予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を



中止又は縮小する事業に係るものであります。 

学校教育課所管の１つ目は、小牧市・八雲町児童学習交流事業の中止によるもので、５

ページの１０款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、７節報償費から、６ページ同じ

く１８節負担金補助及び交付金まで、説明欄記載のとおり計２００万６千円を減額するも

のであります。 

２つ目は、ＧＩＧＡスクール構想の一人一台端末の前倒し実施により、教育用コンピュ

ータ用備品の更新を中止するもので、６ページの１０款教育費、２項小学校費、２目教育

振興費、１７節備品購入費３１４万２千円を減額するのであります。 

 ３つ目は、中文連・中体連の渡島支庁大会・全道大会・全国大会の一部競技の中止によ

るもので、７ページの１０款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、１８節負担金補助

及び交付金２００万円を減額するのであります。 

以上、学校教育課所管分についての説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○社会教育課長 教育長。 

○教育長 社会教育課長。 

○社会教育課長 続いて社会教育課所管分について説明いたします。議案書８ページにな

ります。 

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響により、現時点で事業を中止または一

部変更したことに係る歳出の減額補正です。 

補正の内容について説明します。 

１０款教育費、４項社会教育費、１節社会教育総務費で、説明欄記載のとおり八雲町平

和学習事業と八雲山車行列開催事業の２件です。 

内訳としては、八雲町平和学習事業については、当初予定していた８月の中学生４名と

引率１名、職員１名の派遣を中止したことから、８節旅費及び１８節負担金補助及び交付

金をあわせた１０２万円の減額です。 

また八雲山車行列開催事業については、第３８回八雲山車行列は中止したものの、今後 

の山車行列につなげていくために、当初の計画を一部変更して本町通りへのミニあんどん

の設置、実行委員会が所有する山車の補修、山車行列をＰＲするあんどんの新規制作など

の事業実施のために必要な６２万９千円を実行委員会に補助金として支出することにより、

当初予定していた２４５万円の補助金から差し引いた１８節担金補助及び交付金１８２万

１千円の減額です。 

以上、合わせて２８４万１千円を減額しようとするものです。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 続いて体育課所管の補正予算案についてご説明申し上げます。議案書９ペー

ジをご覧ください。 

１０款教育費、５項保健体育費、１目保健体育総務費、１８節負担金補助及び交付金１

３４万１千円の減額は、いずれも新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本年度中の事業



実施が困難であることから、減額しようとするものです。 

１件目は、八雲町体育協会７０周年記念事業補助金６２万５千円で、本年度創立７０周

年を迎えることから、その記念事業として６月に実業団選手を招へいした町民参加型のマ

ラソン大会、１０月１０日に記念式典及び記念誌の発行等の記念事業の開催を計画してい

たもので、記念事業を１年間延期したことによります。 

２件目は、日本ハムファイターズ八雲後援会支援事業補助金７１万６千円で、日本ハム

ファイターズが北海道移転後、初めて組織された自治体後援会活動を活性化するため、札

幌ドームでの試合観戦などを通じて、観るスポーツの普及など様々な形で町民に対しスポ

ーツ機会を提供する予定でありましたが、プロ野球等のイベントについても入場制限解除

の見通しが立たないことなどから、本年度の後援会活動を一時見合わせたことため、両事

業ともに全額を減額しようとするものです。 

以上、協議第２号令和２年度一般会計補正予算についての説明とさせていただきます。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

○羽田委員 教育長。 

○教育長 羽田委員。 

○羽田委員 ６ページの小学校費１７節備品購入費の減額ですが、教育用コンピュータと

いう説明がありましたが、ＧＩＧＡスクールネットワークの端末が子どもたちひとりひと

りにいき渡った後に、この教育用コンピュータの活用はどのようになるのでしょうか。 

○教育長 質問の確認ですが、パソコン室にある既存のコンピュータをどう活用するのか

という質問でよろしいでしょうか。 

○羽田委員 教育長。 

○教育長 羽田委員。 

○羽田委員 はい。その通りです。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 現在、パソコン室に設置しているパソコンについては、導入から年数が

経過しているということもあり、この度ＧＩＧＡスクール構想でひとり１台端末があたる

予定です。当初はそのパソコンを活用して新しいソフトの更新を予定してございましたが、

そればせずに端末整備により今後順次廃棄する計画をしています。以上でございます。 

○教育長 よろしいでしょうか。他に質問はございませんか。 

○福田委員 教育長。 

○教育長 福田委員。 

○福田委員 体育協会の７０周年の記念行事は、同じ内容で１年延期でしょうか。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 委員質問の通り、現時点では記念事業をそのまま１年繰り越すことを体育協

会内で予定しておりますが、９月以降に開催予定の体育協会役員会で、記念事業内容を再



度協議し、補助金を令和３年度に予算計上できるよう町へ要望することとしてございます。 

○教育長 よろしいでしょうか。 

 ＧＩＧＡスクール構想のＬＴＥ通信料の関係は、家庭に持ち帰っても使えるように整備

するもので、八雲町独自の考えで進めるものです。 

 他に質問はございませんか。 

  （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、協議第２号は協議済みとします。 

 

◎日程第４ 報告第１号 

○教育長 日程第４ 報告第１号「八雲町学校環境衛生調査実施要領の制定について」を

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 報告第１号八雲町学校環境衛生調査実施要領の制定についてご説明いた

します。議案書１０ページからになります。 

本件は、学校保健安全法施行規則第１条で定める学校の環境衛生調査について、新たに

実施要領を定めましたので、報告するものであります。 

要領の内容につきまして、議案書１１ページをご覧願います。 

１は、目的を定めており、学校の環境衛生の維持・改善、医薬品や保健管理用具等の管

理に関し必要な指導及び助言等行うことを目的としております。 

２は、調査員の構成で、学校薬剤師及び学校教育課職員としています。 

３は、実施概要で、町内すべての小中学校を対象とし、原則夏季休業期間中に実施する

こととしております。 

４は、実施方法で、教育委員会は日程調整を行い、調査後学校薬剤師より学校に調査結

果を通知し、学校は基準に照らして適正を欠く事項があり、措置を講ずることができない

ときは教育委員会に申し出し、教育委員会は申し出をもとに施設の修繕等について検討を

行うこととしております。 

５は、留意事項で、調査の実施の際は学校の管理職又は教諭１名以上が同行することと

しております。 

６は、その他で、環境衛生調査はこの要領の決定をもって実施することとしております。 

附則として、この要綱は、令和２年８月１日から施行するものであります。 

 以上、報告第１号八雲町学校環境衛生調査実施要領の制定について の説明といたしま

す。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

○福田委員 教育長。 

○教育長 福田委員。 

○福田委員 薬剤師というのは、どのような方が担当するのでしょうか。 



○学校教育課長 昨年度までは、八雲総合病院と熊石国保病院の薬局長にお願いしており

ました。この度、この要領を定めて全ての学校に出向いて実施するにあたり、６名の薬剤

師を委嘱してございます。内訳としては、八雲総合病院の薬剤師２名、熊石国保病院の薬

剤師１名、町内の調剤薬局の薬剤師２名、町内の自営で薬局を開業している薬剤師１名の

合計６名です。以上でございます。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第１号は報告済みといたします。 

 

◎日程第５ その他 

○教育長 日程第５ その他ですが、事務局から何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

 

◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま

した。これをもちまして、令和２年第１２回教育委員会会議を閉会いたします。大変お疲

れ様でした。 

 

 

 

     【閉会  午前１０時２２分】 

 

 


