
~ 1 ~ 
 

平成２７年 第５回福島町教育委員会会議録 

 

□開催日時 平成２７年４月２３日（木）午後 6時 40分～午後 7時 20分 

□開催場所 福島町役場 庁議室 

□出席委員 委員長 平沼竜平 君、委員 佐々木幸夫 君、委員 阿部 透 君 

委員 佐藤節子 君、教育長 盛川 哲 君 
５名 

□欠席委員 なし ０名 

□委員以外 

の出席者 

【説明員】 

学校教育課長兼給食センター長 飯田富雄 君、生涯学習課長 阿部憲一 君 

生涯学習課長補佐 福原貴之 君、学校教育係長 石川秀二 君 ４名 

 

会議成立・開会 

 

○委員長 ご苦労様です。それでは平成 27年第 5

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 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した。

よって平成 27年第 5回教育委員会会議を開催い

たします。 

 

会議日程 

 

○委員長 本日の会議は、皆さんに配布の会議議

事日程に従って行いますので、よろしくお願いし

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。会議録署名委員には、阿部委員を指名い

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 ご苦労様でございます。会議日程の 1

ページをお願いいたします。1 番目、学校教職員

の人事配置についてでございます。平成 27 年度

当初の学校教職員名簿を別紙のとおり配布いた

します。福島小学校では、特別支援学級の増加に

より 1名増員。福島中学校では、特別支援学級の

減で 1名減員になったということです。また福島

小学校と吉岡小学校には、新たに町単独事業で学

習支援員を 1名ずつ配置しております。その名簿

の中にも盛り込んでおりますので、よろしくお願

いします。 

2番目、平成 27年度全国学力・学習状況調査に

ついてでございます。先日 4月 21日に実施され

ました。各学校では調査の当日にデータを取り、

概要把握に努めておりますので、後日その概要を



~ 2 ~ 
 

お知らせいたします。 

3 番目、中学校教科書の採択についてでござい

ます。平成 28 年度から中学校で使用する教科書

の採択作業を平成 27 年度に行うこととなってお

ります。当町は渡島管内の 1市9町で構成する「北

海道第 2地区」に属していますが、今年度もこの

第 2 地区で採択作業を進めることといたします。

ちなみに昨年は小学校の教科書の採択がありま

して、それは今年度から使用しております。 

4 番目、教育委員の学校訪問についてでござい

ます。例年の学校訪問、授業参観を 5月頃から順

次進めてまいります。極力全学級を一巡するよう

に計画を作ってまいります。すでに 4月 28日（火）

と 4月 30日（木）の 2日分を学校と時間調整し

ております。出来次第、皆様にメールでお知らせ

いたします。 

5 番目、小中学校の運動会・体育大会について

でございます。5月 17日（日）、8時 45分から福

島中学校体育大会です。5月 31日（日）、9時 30

分から吉岡小学校・町民大運動会です。6月 7日

（日）、9時から福島小学校運動会になっておりま

す。ご都合のつく委員については出席をお願いし

たいと思っております。 

6 番目、地教委連への対応についてでございま

す。渡島管内教育委員会連絡協議会（地教委連）

の総会・研修会が 5月 7日（木）、午後 3時から

森町の公民館で行われます。なお平成 25、26 年

度は森町で会長と事務局をやってもらっていま

したが、平成 27、28 年度につきましては福島町

が会長と事務局をうけおうという流れになって

おります。次に北海道町村教育委員会教育委員研

修会が 7月 9日（木）札幌教育文化会館で行われ

ます。 

以上でございます。 

○委員長 続きまして、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、前委員会 3月 26日

からの学校教育関係分を報告いたします。2 ペー

ジをお願いいたします。4月 1日事務局職員辞令

交付式、4月 2日赴任教職員辞令交付式をそれぞ

れ役場で行っております。4月 3日認定こども園

福島保育所入園式、4月 6日福島小学校、吉岡小

学校、福島中学校の入学式、4月 8日福島商業高

等学校入学式、4月 10日福島幼稚園入園式とそれ

ぞれ各校・園において行われております。4月 13

日公立高等学校配置計画地域別検討協議会が開

催され、教育長ほか福島中学校校長、福島中学校

ＰＴＡ会長が出席しております。4月 15日渡島教

育長会議、渡島公立学校長会議、4月 17日渡島公

立学校教頭会議が行われそれぞれ教育長が出席

しております。4月 18日福島商業高等学校存続対

策事業として行っております「公務員・看護対策

講習会」の開講式が行われております。4 月 20

日定例校長会が行われております。4月 21日全国

学力学習状況調査が小学 6年生、中学 3年生を対

象に行われ、各小中学校で予定どおりに実施され

ております。昨日三者合同歓迎会が開催されてお

ります。本日、町議会 4月第 2回会議が開催され、

教育長が出席しております。本日先程、総合教育

会議が開催されております。続きまして今後の主

な予定です。明日 4月 24日定例教頭会が開催さ

れます。同じく明日から吉岡小学校にてフッ化物

洗口が開始されます。5月 7日渡島教育委員会連

絡協議会総会が森町で開催されます。案内を別紙

のとおり付けておりますので、委員の皆様には出

席していただきたいと思っておりますのでよろ

しくお願いします。同じく 5月 7日定例校長会が

開催されます。同じく 5月 7日町教育研究所総会

が福島中学校にて開催されます。5月 11、13、14

日相撲を親しむ教室が福島小学校にて吉岡小学

校と合同で開催されます。5月 12日第 2地区教科

書採択教育委員会協議会が七飯町にて開催され、

教育長が出席予定となっております。5月 17日福

島中学校体育大会が福島中学校グラウンドで開
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催されます。 

以上で学校教育関係分の事務報告を終わりま

す。 

○委員長 続きまして、生涯学習関係を生涯学習

課長補佐お願いします。 

○生涯学習課長補佐 3 ページをお願いいたしま

す。前委員会から本委員会までの事務報告です。

4 月 20 日南北海道駅伝競走大会コース検討部会

が開催されておりまして、一定の方向性が見えた

と確認しております。4月 21日渡島スポーツ推進

委員協議会総会。これまで渡島の事務局をもって

いましたがこれで事務局終了となりました。続き

まして主な行事予定になります。4月 26日北海道

埋蔵文化財センター外視察研修予定です。4月 28

日パークゴルフ場オープン。中段になります、5

月 12 日社会教育委員会議を予定しております。

13日文化財調査委員会議。この 2つの会議で埋蔵

文化財センター視察等の報告も行う予定となっ

ております。16日教育長杯パークゴルフ大会。18

日高齢者学級開講式。委員の皆様の出席をお願い

したいと思っております。5月 20日松前神楽北海

道連合保存会総会が松前町で開催されます。21

日議会の総務教育常任委員会（埋蔵文化財関係）

を議題となって行われます。31日、吉岡地区の合

同運動会ということで委員の皆様の出席をお願

いします。 

以上簡単ですが報告を終わります。 

○委員長 続きまして、学校給食センター関係の

報告を給食センター所長お願いします。 

○給食センター所長 4 ページをお願いいたしま

す。学校給食センター関係の事務報告です。4 月

6日各小中学校で 1学期の給食が開始しておりま

す。今後の主な行事予定ですけども、4月 28日渡

島檜山管内学校給食センター連絡協議会が北斗

市で開催されます。 

以上でございます。 

○委員長 事務報告が終わりました。教科書の閲

覧が図書室でできる期間はいつからになります

か。 

○学校教育係長 6月 19日から 7月 18日までの

約 1ヶ月の期間になります。 

○委員長 学力調査のことなのですが、今回から

理科が増えましたが結果報告の時に理科の1項目

が増えた形で分析結果がでるのですか。 

○学校教育課長 文科省の結果は8月になります。 

○委員長 駅伝のコースは、大分変更になりそう

なんでしょうか。 

○生涯学習課長補佐 コースの距離数は変更あ

りませんが、吉野地区のところの国道使用を極力

おさえ砕石さんの砂利道のところまでコースを

持っていって国道を使う部分を短縮し、吉岡地区

の町中に少しでもランナーが多く集約できるよ

うな体制。それに沿った形でコースを検討したと

いうことです。そして第 2中継場所が今まではメ

モリアルパークのトイレ付近だったんですけれ

ども、それが下にさがりまして砕石さんの事務所

を左折して吉岡温泉で引き継ぎをして橋で折り

返すというコースになります。 

○生涯学習課長 もう一つが早いチームと遅い

チームを時差スタートさせて国道を使う時間を

短くさせるというような内容になっております。 

○委員長 新規参加チームは元のタイムがない

ですが。 

○生涯学習課長 自己申告制でやるということ

です。今後は、今までずっと経験してきた方たち

にアドバイスをいただきながら実施に向けてこ

れから協議していきます。 

○委員長 暫時休憩いたします。 

≪休憩 18：59～18：03≫ 

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開します。

他にご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 質疑なしと認め、以上で事務報告を終

わります。 
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議案第1号 平成27年度福島町各種奨学生の選定

について（随時分） 

 

○委員長 日程第 4、議案第 1号、平成 27年度福

島町各種奨学生の選定についてを議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。学校教育課長

お願いします。 

○学校教育課長 議案第 1号、平成 27年度福島

町各種奨学生の選定について、平成 27 年度福島

町各種奨学生として別紙のとおり願出がありま

したので、福島町奨学資金条例第 4条の規定及び

福島町小笠原実奨学金基金条例第7条の規定によ

り奨学生を選定したいので意見を求めます。平成

27年 4月 23日提出。記。別冊 1をお願いいたし

ます。平成 27 年度奨学申請者（随時分）という

ことで、申請者は 1名です。この方は高校を卒業

して現在は専修学校の理学療法学科ということ

で 4年間になります。医療系なので小笠原基金か

ら月 20,000 円、町の奨学金から 10,000 円、計

30,000円を48ヶ月分で1,440,000円になります。

限度額が 1,500,000円なので毎月 30,000円ずつ

借りたいということです。貸付期間が備考欄にも

あります平成 27年 4月から平成 31年 3月までに

なります。今日選定していただければ 4月分から

貸付をしたいという内容でございます。 

以上で説明をおわります。 

○委員長 提案理由の説明が終わりました。ご質

問ございませんか。 

(「なし」との声あり) 

○委員長 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

お諮りいたします。ただ今議題となっておりま

す議案第 1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。よって議案第 1

号については原案どおり決しました。 

 

議案第 2号 福島町社会教育委員の委嘱について 

 

○委員長 日程第 5、議案第 2号、福島町社会教

育委員の委嘱について、を議題といたします。提

案理由の説明を生涯学習課長お願いします。 

○生涯学習課長 議案第 2号、福島町社会教育委

員の委嘱について、福島町社会教育委員を次のと

おり委嘱したいので意見を求めます。平成 27年 4

月 23日。記。任期は平成 27年 4月 1日から平成

29年3月31日までの2年間の任期でございます。

例年通りの選考法なんですけども、学校教育関係

からは高校、小学校 2校、中学校の校長先生。こ

の中でかわったのは福島商業高等学校の校長先

生でございます。学校教育関係の下、社会教育関

係は町体育協会が変更になっております。それか

ら 3番目の町ＰＴＡ連合会も変更です。学識経験

者は全て再任の方々になります。 

以上で説明を終わります。 

○委員長 提案理由の説明が終わりました。次回

からでも学識経験者に関して選任条件の設定理

由を用意していただきたいのですが。 

○生涯学習課長補佐 次から資料として配布す

るようにします。 

○委員長 他にご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

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。よって議案第 2

号については原案どおり決しました。 

 

議案第 3号 福島町文化財調査委員の委嘱につい

て 
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○委員長 日程第 6、議案第 3号、福島町文化財

調査委員の委嘱について、を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。生涯学習課長お願い

します。 

○生涯学習課長 議案第 3号、福島町文化財調査

委員の委嘱について、福島町文化財調査委員を次

のとおり委嘱したいので、意見を求めます。平成

27年 4月 23日提出。記。任期は平成 27年 4月 1

日から平成 29年 3月 31日までの 2年間となって

おります。 

以上でございます。 

○委員長 提案理由の説明が終わりました。ご質

問はございませんか。 

○委員 町職員の方がいますが大丈夫ですか。 

○教育長 教育委員会から町長に対して職員に

発令をして、仕事中に何かあった場合には義務免

除して下さいだとか、様々な通知・依頼をしたう

えで行うと。例えば土日や夜に活動する場合には

業務外のことなので普通にお願いしますが、事務

時間内に行う会議等については町長にお願いし

てきてもらうことになります。 

○委員長 他にご質問ございませんか。 

(「なし」との声あり) 

○委員長 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

お諮りいたします。ただ今議題となっておりま

す議案第 3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。よって議案第 3

号については原案どおり決しました。 

 

 

 

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 27 年度第 5

回教育委員会会議を閉会いたしまた。 

本日はご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


