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会議成立・開会 

 

○委員長  

 皆さんご苦労様です。これより平成 26年第

9回福島町教育委員会会議を行います。 

ただ今の出席委員数は 4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

した。よって平成 26年第 9回福島町教育委員

会会議を開会いたします。 

 

会議日程 

 

○委員長  

 本日の議事は、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 

 

○委員長  

 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、佐々木委員を指名いたしま

す。 

 

会期の決定 

 

○委員長  

 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。今期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

ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長  

 異議なしと認め、会期は本日一日と決定いた

しました。 

 

事務報告 

 

○委員長  

 日程第 3、事務報告を行います。まず教育長

から重点報告をお願いします。 

○教育長  

 ご苦労様です。事務報告をいたします。それ

では会議日程の 1ページ目でございます。 

 1つ目は教育委員会事務の点検・評価につい

てでございます。7 月 25 日の前回の教育委員

会会議において 2次評価をいただきました、教

育委員会事務の点検・評価の件について、8月

19 日に開催された外部評価委員会で最終評価

を得ましたので、本委員会にて報告いたします。 

 2 つ目、全国学力学習状況調査について。4

月 22日に実施された標記調査の全国・全道の
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結果が 8月 25日に発表され、本日の新聞にも

大きく載せられています。当町の結果としては

「課題がある」との評価になりました。けれど

も、この分析内容及び課題解決のための方策等

につきましては、後日学校との懇談の中で説明

を受けることといたします。 

 3つ目、道立福島商業高等学校の存続対策に

ついて。町の存続検討委員会が 8月 6日に開催

をされました。本年度の当町からの、福島中学

校からの進学率が低いことなどが危惧され、新

たな対策等が求められました。教育委員会の立

場として、町の奨学資金制度の見直しにより福

商高の有利性を高めたいとの意見を述べてい

ます。 

 4つ目、三市町中学生友好交流事業について。

8月 5日から 8日まで木曽町の中学生 8名を受

け入れました。その他引率 2名が来ています。

8 月 8 日から 11 日まで長崎県松浦市へ当町福

島中学校の生徒を 6名派遣しております。それ

に引率 2名をつけております。当時は台風の影

響が危ぶまれましたが、それぞれ無事に終了す

ることができました。 

 5 つ目、第 44 回全国中学校相撲選手権大会

についてでございます。7 月 27 日の中体連北

海道選手権大会団体の部を制し、8 月 23 日、

24 日に徳島県で開催されました全国大会に出

場した福島中学校相撲部は、善戦空しく予選で

敗退いたしましたが、生徒たちはよく奮闘した

と報告を受けています。 

 6つ目、成人式の実施について。8月 14日、

福祉センターにおいて福島町成人式を挙行い

たしました。本年度の新成人対象者は 47名で、

その内 40名が出席され、多くの来賓が見守る

中、厳粛のうちに終了いたしました。 

 最後の 7つ目は通学合宿の実施について。今

年で 2回目となる通学合宿は、8月 24日（日）

開講式を行い、14 名の児童が参加をしており

ます。合宿は 28日までの予定で福祉センター

に泊まり込み、そこから各学校に通学しますが、

その間、北海道函館教育大学等の生徒 3名が学

生ボランティアとして参加をし、子どもたちの

生活や学習指導にあたることとなっておりま

す。 

 以上で事務報告を終わります。 

○委員長  

 続きまして、事務局から事務報告を求めます。

まず学校教育関係を学校教育係長お願いしま

す。 

○学校教育係長  

 それでは 2ページ目をお開き下さい。学校教

育関係の前委員会から本日までの事務報告を

いたします。7 月 25 日に海開き安全祈願祭が

海峡ビーチで開催され教育長が出席しており

ます。27日から 31日までイングリッシュキャ

ンプ・メインキャンプがネイパル森で開催され、

当町からは中学生 2名が参加しております。29

日に自民党北海道第八区移動政調会が役場で

行われ、町長と教育長が出席しております。31

日には、新しく来た 2名の ALTへ教育長から辞

令を交付しております。この 2名の ALTにつき

ましては、福島小学校と福島中学校にそれぞれ

配置して町内の各学校・保育所等で英語の指導

助手として活動しております。8月 4日に長崎

県松浦市派遣団結団式が役場で行われて、町長

と教育長と福島中学校の信田校長先生が出席

しております。5日には木曽町から来ました中

学生8名と引率2名の歓迎式が役場で開催され、

佐藤委員が出席しております。6日は校長会・

教頭会が役場で開催されております。同じく 6

日、福島商業高等学存続検討委員会が役場で開

催されております。8 日、平成 27 年度北海道

公立学校教員採用候補者選考面接が函館市で

行われ、教育長が面接員として出席しておりま

す。同じく 8日に木曽町の中学生の送別式が役
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場で行われております。8 日から 11 日まで長

崎県松浦市友好町訪問ということで、中学生 6

名と福島中学校長と私の 8 名が友好町の交流

に参加をしております。11 日、議会 8 月会議

が開催されております。19日、平成 26年度福

島町教育委員会外部評価委員会が役場で開催

されております。20 日、コミュニティスクー

ル勉強会が知内町の公民会で開催され教育長

が出席をしております。25 日、第 1 ブロック

校長研究会が役場で開催され、松前から木古内

までの 4町の教育長と各小・中学校の校長先生

が出席をしております。今後の主な行事予定と

いたしまして、8月 28日から 29日に道南ブロ

ック教育長研修会が道立函館美術館で開催さ

れる予定でございます。9月 5日、池田香代子

氏教育講演会が七飯町文化センターで開催さ

れる予定です。8日、旧吉小跡地等利用調査特

別委員会が開催される予定です。18日から 26

日まで、議会 9月会議が開催される予定でござ

います。 

 以上で学校教育課関係の事務報告を終わり

ます。 

○委員長  

 続いて生涯学習関係を生涯学習課長お願い

します。 

○生涯学習課長  

 3ページの方をご覧ください。主なものを説

明させていただきます。30 日の 3 つ目ですけ

ども、第 32回南北海道駅伝競走大会の第 2回

実行委員会を開催いたしました。実は警察の方

からコースも含めて安全面に指摘がありまし

て、その警察の方からのコース変更案を示し、

実行委員会に臨んだ訳ですけども、実行委員会

の中からも早急に対応は出来ないという部分

の話で結論といたしましては今年度は現コー

スということになりました。来年度に向けて、

実行委員会の中で部会を分けて、安全面・距離

面も含めて検討していくというような形にな

りました。それから 8月 9日から 17日まで町

民プールの無料開放を実施しております。それ

で 9日間で 376名の入り込みがありました。例

年のものと比べますと、例年が 189名でだいた

い倍ぐらいの数値となっております。それから

13日、14日には成人式・成人祭を開催してお

ります。14 日にはプール祭りも開催して、模

範泳法とイベント等を開催しております。それ

から 15日は千代の富士杯のパークゴルフ大会

が行われ 77名出席しております。24日には渡

島スポーツレクリエーションソフトバレーボ

ール大会とうことで混合チームが 21 チーム

111 名、女子が 5 チーム 27 名という参加の中

で行われております。それから先ほど教育長か

ら説明ありましたが 24日から通学合宿が行わ

れております。今後の主な予定ですけども、9

月 5日・6日に指定文化財の一般公開を開催す

る予定でございます。それから 9 月 12 日で 1

番下ですけども、国指定に向けた松前神楽の調

査が行われます。調査員が 9 月 12 日、13 日、

16日、10月 6日に訪れまして、当町の神楽の

方を調査するということになっております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長  

 続いて学校給食センター関係を学校給食セ

ンター長の方からお願いします。 

○給食センター長   

 それでは 4ページお願いします。学校給食セ

ンター関係の事務報告をいたします。7 月 29

日に渡島檜山管内学校給食センター調理員・業

務職員等研修会が七飯町で行われまして、当町

からは調理員 4 名と太田給食センター次長と

私が出席しております。同じく 29日には渡島

檜山地区牛乳・乳製品料理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。8月

7 日には渡島檜山管内の学校給食研究協議会



~ 4 ~ 
 

総会が七飯町でありまして、太田給食センター

次長が出席しております。それから 8月 7日か

ら 8 日まで北海道学校給食研究大会が小樽市

で開かれまして、安部栄養教諭が出席しており

ます。そして 20日から 2学期の始業式で小学

校・中学校の給食を開始しております。今後の

主な行事予定ですけども、9月 4日には道南給

食施設等管理栄養士・栄養職員研修会が函館市

で開かれる予定です。9 月 11 日には渡島檜山

管内学校給食センター衛生管理研究会が知内

町で行われる予定でございます。 

 給食センター関係につきましては以上でご

ざいます。 

○委員長  

 暫時休憩いたします。 

≪休憩  18：14～18：24≫ 

○委員長  

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。事

務報告が終わりました。ご質問はございません

か。 

（「なし」との声あり） 

○委員長  

 質疑なしと認め、事務報告を終了いたします。 

 

報告第 1号 平成 26年度福島町一般会計補正

予算案(教育費関係)について 

 

○委員長  

 続きまして、日程第 4、報告第 1号 平成 26

年度福島町一般会計補正予算(教育費関係)に

ついてを議題といたします。報告内容の説明を

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 ページをお願いいたしま

す。報告第 1号 平成 26年度福島町一般会計

補正予算(教育費関係)の承認について。平成

26 年度福島町一般会計補正予算(教育費関係)

を町と協議のうえ、平成 26年度福島町議会定

例会 8月会議に上程したので、承認を求めます。

平成 26年 8月 26日提出。福島町教育委員会。

記。提出済補正予算(事項別明細書)別紙のとお

り。ということで別冊の報告第 1号平成 26年

度一般会計教育費関係補正予算の 3 ページを

お願いします。歳出の方でございますけれども、

3ページの上段の教育総務費、１目教育委員会

費 2 番の教育関係団体大会参加助成金という

ことで、補正前は 3,606,000円でしたけれども、

補正額が760,000円で4,366,000円になります。

これにつきましては 8月 23日、24日に徳島県

にて開催されました全国相撲大会の大会参加

助成金として、760,000円を補正いたしました。

8 月 11 日の議会によって補正を可決されてお

ります。それで 5ページをお願いします。5ペ

ージの教育費の合計が 176,766,000 円に補正

額 760,000 円 を 加 え ま し て 、 合 計 で

177,526,000円になります。これに伴いまして

歳入の補正はございません。 

 以上簡単ですけれども報告を終わります。 

○委員長  

 報告が終わりました。ご質問はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長  

 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます報告第 1号について、原案どおり承認する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長  

 異議なしと認め、報告第 1号は原案どおり決

定いたしました。 
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報告第 2号 教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行状況の点検及び評価に関する

報告書(平成 25年度事務事業分)について 

 

○委員長  

 日程第 5、報告第 2号 教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行状況の点検及び評

価に関する報告書(平成 25年度事務事業分)に

ついてを議題といたします。学校教育課長お願

いします。 

○学校教育課長  

 議案の 2 ページをお開き下さい。報告第 2

号 教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行状況の点検及び評価に関する報告書(平

成 25年度事務事業分)について。地方教育費行

政の組織及び運営に関する法律第 27条の規定

により、福島町教育委員会外部評価委員会から

の意見を取りまとめ別添のとおり作成しまし

たので報告します。平成 26年 8月 26日提出。

福島町教育委員会。記といたしまして。福島町

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行状況の点検及び評価に関する報告書、別冊の

とおり。ということで報告書の別冊をお願いい

たします。それの 1ページをお願いします。1

ページの点検評価結果表で、外部評価につきま

しては 2 次評価と全く同じ評価を頂いており

ます。Bが友好町交流事業と奨学資金貸付費と

保健体育総務費と町民プール運営費で、あとは

全部 A評価を頂いております。それと参考まで

に 5ページをお願いします。5ページの下段を

お願いします。担当課評価ということで、評価

が Aで、説明の欄で 1次・2次評価を念頭にさ

らに事務・事業を推進されたいと全ての項目に

対してこの意見を頂いております。これに基づ

きまして、9月の議会にこの報告書を提出する

という手続きになりますのでよろしくお願い

します。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長  報告内容の説明が終わりました。

ご質問はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長  

 質疑なしと認め、質疑を終ります。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます報告第 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か。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長  異議なしと認めます。報告第 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案件は全て終

了いたしました。 

 よって平成 26年第 9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。 
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