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○学校教育課長  

 ただ今より、平成 26年度第 10回教育委員会

議を開催します。さて、福島町議会 9月会議に

おいて、任期満了に伴う委員の任命同意があり、

本日、午前中に町長から辞令が交付されており

ますので、再任となりました阿部委員にご挨拶

をよろしくお願いします。 

○委員  

 引き続き 4 年間任務にあたらせていただく

ことになりました。僭越ながらこれからも任務

にあたらせていただきますのでよろしくお願

いします。 

○学校教育課長  

 ありがとうございました。次に委員長が決ま

るまでの間、会議を進めていくため、出席委員

のうち年長者であります佐々木委員に進行役

をお願いしたいと思いますがよろしいでしょ

うか。 

(「異議なし」との声あり) 

○学校教育課長  

 それでは佐々木委員お願いします。 

○委員  

 ただいま指名を受けました佐々木です。委員

長が決まりますまで、私が進行役を務めさせて

いただきます。 

 

 

会議成立・開会 

○委員  

 ただいまの出席委員は 5名で、在任委員の半

数に達しておりますので、会議は成立いたしま

す。よって平成 26年第 10回福島町教育委員会

会議を行います。 

 

会議日程 

 

○委員  

 今回の会議日程は、皆さんに配布の会議日程

にしたがって行いますので、よろしくお願いま

す。 

 

会議録署名委員の指名 

 

○委員  

 日程第 1、会議録署名委員の指名を行います。

会議録署名委員に、佐藤委員を指名いたします。 

 

 

 

 

 

平成２６年 第１０回福島町教育委員会 会議録 

◇開催日時   平成 26年 10月 1日（水）午後 6時 08分～午後 6時 54分 

◇開催場所   福島町役場 庁議室 

◇出席委員   委員長 平沼 竜平  委 員 佐々木幸夫   

 委 員 阿部  透  委 員 佐藤 節子   

教育長 盛川  哲 (５名) 

◇委員以外の出席者 

学校教育課長  飯田 富雄   生涯学習課長  阿部 憲一 

学校教育課長補佐 星野 優司  給食センター次長 太田 徳浩 

生涯学習係長  福原 貴之 
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会期の決定 

 

○委員  

 日程第 2、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本委員会の会期は本日一

日といたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員  

 異議なしと認め、会期は本日一日と決定いた

します。 

 

議案第 1号 福島町教育委員会委員長の 

選挙について 

 

○委員  

 日程第 3、議案第 1号 福島町教育委員会委

員長の選挙についてを議題といたします。事務

局より選挙について説明を求めます。学校教育

課長お願いします。 

○学校教育課長  

 それでは議案の 1ページをお願いします。議

案第 1 号 福島町教育委員会委員長の選挙に

ついて。福島町教育委員会委員長の任期満了に

つき、福島町教育委員会会議規則第 2条の規定

により、選挙を行うものとする。平成 26年 10

月 1日提出。福島町教育委員会。教育委員会委

員長につきましては、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１２条第２項において、任

期は１年とされており、9 月 30 日をもって任

期満了となっております。議案では選挙となっ

ておりますが、福島町教育委員会会議規則第 2

条第 2項において、委員に異議がないときは指

名推薦とすることが出来る旨の規定がありま

す。その点もお含みのうえ、委員長の選出をお

願いしたいと思います。 

○委員  

 ただいま事務局より説明がありましたが、皆

さんにご異議がなければ指名推薦にいたした

いと思いますが、これにご異議ございませんで

しょうか。 

（全員より「異議なし」との声あり） 

○委員  

 ご異議なしと認め、指名推薦の方法によるこ

とと決定いたしました。それでは、委員長の推

薦をお願いいたします。 

○委員  平沼委員に委員長を務めていただ

くよう、推薦いたします。 

○委員  

 ただいま平沼委員との推薦がありました。委

員の皆さまにお諮りいたします。平沼竜平委員

を委員長選挙の当選人と定めることに、ご異議

ございませんか。 

（全員より「異議なし」との声あり） 

○委員  

 それでは、ただいま全員の同意がありました

ので、平沼竜平委員を委員長選挙の当選人とす

ることに決定いたしました。これで、私の進行

役を終了させていただきます。平沼委員長は、

委員長席にお着きのうえ、議事の進行をお願い

致します。 

○委員長  

 改めまして、皆さんお晩でございます。ただ

いま指名推薦をうけまして委員長にさせて頂

きました。平沼でございます。本日は阿部委員

の教育委員としての再任もあり、これからまだ

色々皆さんと協議して決めていかなければな

らない議題が山積しております。今後とも皆さ

んのお力をお借りいたしまして、福島町の教育

委員として頑張っていきたいので、よろしくお

願いします。 
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委員長職務代理者の指定 

 

○委員長  

 それでは議事を進行させていただきます。日

程第 4、委員長職務代理者の指定を行います。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

12 条第 4 項、及び福島町教育委員会会議規則

第 2条第 4項の規定により、委員長職務代理者

に、佐々木委員を指定いたします。 

 

事務報告 

 

○委員長  

 日程第 5、事務報告を行います。最初に教育

長から重点報告をお願いします。 

○教育長  

 会議日程のある資料の 1 ページをお願いし

ます。事務報告をいたします。 

 1つ目、全国学力学習状況調査について。北

海道教育委員会から「北海道版結果報告書」へ

の掲載に係る同意について照会がありました。

これにつきましては、その可否について本委員

会に議案を提出しておりますので。後ほどご審

議方願います。 

 2つ目、奨学資金制度の見直しについて。教

育委員の協議会で出した創案をもとに、9月 2

日及び 9日の両日、町長部局と協議しておりま

す。内容につきましては、後ほど報告いたしま

すので協議をよろしくお願いします。 

 3つ目、議会対応及び委員活動の中間報告に

ついて。平成 26年度 5月から 9月までの議会

対応及び教育委員会の活動等をまとめ、参考資

料としたので後ほどご参照願います。 

 以上でございます。 

○委員長  

 続いて、事務局から事務報告を求めます。学

校教育関係を、学校教育課長補佐お願いします。 

○学校教育課長補佐  

 2ページをお開き下さい。8月 29日から本日

までの事務報告をいたします。8 月 28 日から

29 日まで道南ブロック教育長研修会が道立函

館美術館で行われ、教育長が出席しております。

9月 2日は奨学資金に関する協議。9日も同様

です。福島町役場で行われ、町長と副町長、教

育長ほかで出席しております。5日に池田香代

子氏教育講演会が七飯町文化センターで行わ

れて、教育長が出席しております。7日は福島

小学校地域参観日が開催されました。9日は校

長会、10 日には教頭会が行われております。

20 日の敬老会は福島小学校で行われました。

28 日、福島中学校において福島中学校祭が開

催され、教育長が出席しております。29 日教

育ファーム 5年生で福島小学校 20名、吉岡小

学校 6名、場所は三岳の黒米圃場で稲刈りを行

いました。29 日東京農業大学の出前講座を福

島小学校で行われ、福島小学校の 6年生が講座

を受けております。貝と環境ということで、生

のホタテ貝の解剖を行いました。10 月 1 日本

日は阿部委員の辞令交付式が開催されました。

今後の主な行事予定ですが、8 日に平成 26 年

度教職員人事推進会議で教育長が出席する予

定です。渡島合同庁舎の方に行きます。14日、

渡島学校教頭会第 1 ブロック研修会が松前町

で開催されます。16日から 17日にかけて、渡

島檜山教育委員会教育長会議が今金町で開催

される予定で教育長が出席する予定です。次の

2 つにつきましては、18 日は福島小学校、19

日には吉岡小学校で学習発表会が開催されま

す。出席できる方はよろしくお願いします。当

日は 8時 45分までに校長室の方に待機してい

て下さい。21日、平成 26年度渡島教育委員会

教育委員研修会が森町で開催されます。22日、

これは現在の予定ですが教育委員と学校との
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懇談会を開催したいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長  

 続いて、生涯学習関係を生涯学習係長お願い

します。 

○生涯学習係長  

 生涯学習関係です。前委員会から本委員会ま

での事務報告を行います。3ページをお願いし

ます。8月 29日水中運動教室、合計で 10回お

こないまして、この日は 18名参加しました。

今までの合計で 102名参加しております。続き

まして 9月 5日から 6日にかけまして町指定の

文化財の一般公開を福祉センターにて行って

おります。43名の来館者となりました。7日の

渡島スポーツ推進委員研修会、渡島管内の 6

市町からたくさんの方が福島町に来て研修会

を行っております。続きまして 7日松前神楽現

地調査で、国指定にむけた調査がいよいよ入っ

て参りました。9月 12日には松前神楽の視察、

13日にはお祭りの見学、また 16日には常磐井

家文書を調査しております。次に 26日になり

ます。通学合宿実行委員会を役場の方で行って

おります。次に主な行事予定になりますが 10

月3日から4日にかけまして高齢者学級視察研

修ということで高齢者 19名が森町ほかに視察

研修する予定です。10 月 6 日に松前神楽現地

調査、これも資料編で常磐井家文書を調査員 2

人と道教委の担当者 1名で調査する予定です。

13 日には町長杯パークゴルフ大会を行います。

19 日松前神楽北海道連合保存会合同公演を函

館市の千代台のほうで行います。最後に 10月

21日から 22日にかけまして教育長杯ソフトバ

レーボール大会を総合体育館で開催する予定

です。 

 以上です。 

○委員長  

 次に、学校給食センター関係を学校給食セン

ター次長お願いします。 

○給食センター次長  

 それでは 4ページをご覧ください。前委員会

から本日までの学校給食センター関係の事務

報告をいたします。最初に 9月 2日は福島小学

校 3年保護者試食会、4日には吉岡小学校保護

者試食会が行われました。11 日に研究授業方

式による衛生管理研究会が知内町で行われて、

安部栄養教諭が出席しております。22 日には

福島小学校 2 年生保護者試食会が行われまし

た。29 日には渡島檜山地区学校給食普及充実

授業研修会が北斗市で行われ、安部栄養教諭が

出席しております。主な行事予定につきまして

は10月27日には渡島保健所衛生管理実地調査

が給食センターで行われる予定となっており

ます。28 日には福島小学校 5 年保護者試食会

が行われる予定です。11 月 7 日にはセンター

長・栄養教諭・栄養職員合同研修会が七飯町で

行われる予定でございます。 

 以上で事務報告を終わります。 

○委員長  

 事務報告が終わりました。ご質問はございま

せんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長  

 質問がないようですので、事務報告を終結い

たします。 

 

議案第２号 平成２６年度全国学力・学習 

状況調査「北海道版結果報告書」への結果の

掲載について 

 

○委員長  

 日程第 6、議案第 2 号 平成 26 年度全国学

力・学習状況調査「北海道版結果報告書｣への

結果の掲載についてを議題といたします。提案

者から提案理由の説明を求めます。学校教育課
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長お願いします。 

○学校教育課長  

 それでは議案の 2 ページをお願いいたしま

す。議案第 2号 平成 26年度全国学力・学習

状況調査「北海道版結果報告書」への結果の掲

載について。北海道教育委員会が市町村の結果

を北海道版結果報告書に記載し公表すること

に伴い当町の結果については、掲載に同意しな

いこととしたいので意見を求める。平成 26年

10 月 1 日。福島町教育委員会。これにつきま

しては、道教委が各教育委員会の同意を前提と

して、「北海道版結果報告書」にそれぞれの調

査の結果を載せたいとのことで、各教育委員会

に掲載していいかとの同意を求めて来ており

ます。それが 9月 4日に道教委から照会が来て

おります。それで中身的には別添 3をご覧くだ

さい。これが道教委の方でイメージしている市

町村名を明らかにした公表の基本フォーマッ

トでございます。それぞれの国語 A と国語 B、

算数 Aと算数 Bの点数を全国 100とした場合に

北海道はいくつ、そして福島町はいくつという

ふうに、それぞれのテストの結果をレーダーチ

ャートで載せたいとのことです。それで今まで

数字での公表はしないと合意を得ておりまし

たので、今年度の北海道版でも公表はしないと

いうことで議案として提案いたしました。 

○委員長  

 提案理由の説明が終わりました。何かご質問

はございませんでしょうか。 

○委員  

 公表しないことに反対はしないですが、我々

が家庭学習とかの時間を増やしていかなけれ

ばならないとか、通学学習においてその時間を

増やしていくとか。それによって生活習慣等が

変わって行ってくれたらなという期待感があ

ります。公表することによって、良い点と悪い

点が出てきますよね。公表しないことを前提と

した根拠をもう少し教えて頂きたいです。 

○学校教育課長  

 公表しないというのは平成 19年度から毎年

のようにやられてきて、１回は道独自でやられ

た経緯もありますが、その当時から数字的なも

ので公表した場合に果たしてその年度ごとで

波があるということです。子供の事を考えた場

合にはこれからの学力を向上させていく場合

の対策をどうしていくかを考えなければなら

ない。ということで数字的な公表はしませんと。

ただし各学校で保護者なり地域の方に文書表

現で全国平均や道の平均との比較というふう

にお知らせしていくと。また教科が小学校であ

れば算数と国語の 2つしかやりませんから、一

度理科をやったことありますけれども。その 2

つの成績だけで判断できるのかどうかと。また

福島町の場合は受ける子どもたちの人数が少

ないと。学校も中学校であれば 1か所しかない

というそれぞれの事情等もありまして、数字的

な公表はしないで今までどおり学校が分析し

た結果を保護者に知らしめるという方向で今

までやってきましたので今年度については道

教委に同意しないということで議案を提出い

たしました。 

○委員長  

 暫時休憩いたします。 

≪休憩  18：34～18：52≫ 

○委員長  

 休憩を取り消して、会議を再開いたします。

他にご質問はございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長  

 質問がないようですので質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます、議案第 2号について原案どおり決定する

ことにご異議ございませんでしょうか。 
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(「異議なし」との声あり） 

○委員長  

 異議なしと認め、議案第 2号は原案どおり決

定いたしました。 

 

閉会宣言 

 

○委員長  

 以上で本委員会に付議された条件は全て終

了いたしました。 

 よって平成 26年第10回福島町教育委員会会

議を閉会いたします。本日はどうもありがとう

ございました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


