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平成２７年 第６回福島町教育委員会会議録 

 

□開催日時 平成２７年６月２日（火）午後 6時 05分～午後 7時 00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 6

回福島町教育委員会会議を行います。ただ今の出

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した。よって平成 27

年第6回福島町教育委員会会議を開催いたします。 

 

会議日程 

 

○委員長 本日の議事は、皆さんに配布の会議・

議事日程にしたがって行いますので、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、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 ご苦労様でございます。私の方から 5

点程報告いたします。1 番目、教育委員の学校訪

問についてでございます。4月 28日を皮切りに、

これまで 4日間、各学校を巡回しております。福

島中学校が一部残っておりますけども、6月 8、9

日あたりでどうかなと学校と調整しております。 

 2 番目、運動会についてでございます。残すは

6月 7日福島小学校の運動会、9時開会式になり

ますので、出席できる委員はよろしくお願いしま

す。 

 3 番目、埋蔵文化財の保存・活用等についてで

ございます。5月 18日に開催した教育委員協議会

において協議していただきました案件につきま

しては、5月 21日の議会総務教育常任委員会で審

議され議会から所定の意見がありました。皆様に

参考として渡しております。 
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 4 番目、社会教育施設の改修等についてでござ

います。昨年度、耐震調査を行った、「総合体育

館」につきましては 5月 29日開催の議会 5月会

議において契約が議決され、耐震・大屋根葺き替

え・照明具のＬＥＤ化・外壁・給排水などの改修

を行うこととなりました。工期が長いことから、

団体利用等については福島小学校・福島中学校の

体育館をお借りして利用することとしています。 

 5 番目、渡島教育委員会連絡協議会関係事務に

ついてでございます。福島町に会長と事務局がき

ましたので事務の推進だけ記載しております。 

 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 4月 23日

からの学校教育関係分を報告いたします。2 ペー

ジをお開き下さい。4月 28日から教育委員による

授業参観を行っており、4月 28日吉岡小学校、4

月 30日福島小学校、5月 20日福島小学校、5月

25日福島中学校に参観しております。5月 1日福

島商業高等学校の存続対策検討委員会を開催し

ております。5月 7日森町において渡島教育委員

会連絡協議会総会が開催されております。なお、

役員改選により委員長が会長に選任されており

まして、併せて事務局が福島町へ引き継がれてお

ります。5月 13、14日に福島小学校において、両

小学校を対象に相撲に親しむ教室が開催されて

おります。5月 17日福島中学校体育大会が開催さ

れております。5月 18日第 1回教育委員協議会を

開催し、全員出席のもと埋蔵文化財等の活用方法

について協議しております。続きまして下段、今

後の主な予定です。各委員にも学校から案内がさ

れていると思いますが、6月 7日（日）福島小学

校大運動会が開催されます。6月 11日、7月 6日

に教科書採択選定委員会が七飯町で開催され、当

町からは福島中学校教頭ほか1名が選定委員とな

っており出席予定です。6月 16日福島商業高校の

存続関係を議題に総務教育常任委員会が開催さ

れます。6月 19日から 7月 8日まで福祉センター

図書室において教科書展示会が開催されます。現

在使用している教科書を始め、来年から中学校に

て使用される教科書も展示されます。先日からご

案内のとおり7月 8日北海道市町村教育委員研修

会が札幌市で開催されます。会議終了後に出欠の

最終確認をしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 以上、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 ページをお願いします。

前委員会から本日までの生涯学習関係の報告に

なります。改めまして 4月 26日北海道埋蔵文化

財センター外、視察研修に行っております。4 月

28 日パークゴルフ場のオープンセレモニーとい

うことで教育長が出席しております。5月 12日社

会教育委員会議、5月 13日文化財調査委員会議を

行っておりまして教育長が出席しております。こ

の案件につきましては埋蔵文化財にかかる部分

の報告がメインとなっております。5月 16日教育

長杯パークゴルフ大会を行っており教育長が出

席しております。5月 18日高齢者学級開講式を福

祉センターで行っており、教育長が出席しており

ます。5月 20日総合体育館改修工事ということで、

昨年度の実施設計をもって今回 5月 29日に契約

の議決をしております。5月 21日総務教育常任委

員会（埋蔵文化財関係）を議題として行っており、

教育長が出席しております。5月 31日には町村合

併 60 周年記念事業としまして、吉岡地区合同運

動会が開催されております。本日 6月 2日町民プ

ールオープンとなっております。今後の主な行事

予定につきましては、明日 6月 2日第 33回北海

道駅伝競走大会実行委員会が役場で開催されま

す。6月 6日いきいき町内会パークゴルフ大会。

これも町村合併 60 周年記念の冠をつけて大会を
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行います。6月 7日木工講座、これは今回初めて

町広報で募集をかけた部分を採用した事業にな

りまして参加人数が 10 名をきる予定となってお

りますが新規事業として開催する予定です。 

 以上でございます。 

○委員長 続きまして、学校給食センター関係を

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。4月 28日渡島檜山給食センター連絡協議会総

会及び役員会が北斗市で行われております。5 月

18日から 5月 22日で栄養教諭初任者研修が札幌

市で行われております。今後の主な行事予定です

けども、6月 12日学校給食センター運営委員会を

役場で開催いたします。事務報告に書いておりま

せんが、7月 29日調理員の衛生に関する研修会が

乙部町で開かれますので、調理員を全員出席させ

る予定であります。 

 以上でございます。 

○委員長 事務報告が終わりました。5月 13日の

実用英会話の出席者は大体どれくらいですか。 

○生涯学習課長補佐 ジョンとロバートで2回ず

つで 4回おこなったんですが、最高で 8名の参加

者でした。 

○委員長 出席者の年齢層はどれくらいですか。 

○生涯学習課長補佐 高校生から 60 代くらいの

幅広い方が参加しております。 

○委員 木工講座は何回を予定していますか。 

○生涯学習課長補佐 講師になる方が森町の旧

役場の農林の職員だったんですけども、色々なカ

リキュラムがあるので数回やった方がいいと。で

すが、まだ手探りの状態なのでまず簡単なスプー

ン作りから行ってみて状況がよければ、2、3回は

やっていきたいなと思っております。 

○委員 これは日曜日でなければだめなのです

か。 

○生涯学習課長補佐 この事業は男性を狙いに

した事業だということで日曜日に開催して男性

にきてほしいということでした。 

○委員 スプーン以外のものにした方がよかっ

たのではないですか。 

○生涯学習課長補佐 手探りな状態で本当に参

加者がきてくれるのかという不安もあり、何でも

できるんですけども材料代がそれなりに嵩んで

いくので、負担の少ないものからやっていこうと

いうことでスプーンになりました。 

○委員長 他にご質問ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 質疑なしと認め、事務報告を終結いた

します。 

 

議案第 1号 福島町立学校評議員の委嘱について 

 

○委員長 日程第 4、議案第 1号、福島町立学校

評議員の委嘱について、を議題といたします。提

案理由の説明を求めます。学校教育課長お願いし

ます。 

○学校教育課長 議案の1ページをお開き下さい。

議案第1号、福島町立学校評議員の委嘱について、

福島町立学校評議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 6月 2日提出。

記。任期は平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月

31日の 1年間になります。それぞれの学校から地

域代表、保護者代表、卒業生代表ということで 3

人を推薦していただいております。福島小学校に

つきましては 2 名の方が新任となっております。

吉岡小学校の 3 名は全て再任となっております。

福島中学校は 2 名の方が新任となっております。

各学校から 3名、計 9名を委嘱したいということ

であります。よろしくご審議お願いします。 

 以上でございます。 

○委員長 暫時休憩いたします。 

≪休憩 18：25～18：30≫ 

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたし

ます。他にご質問はございますか。 
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（「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可決しました。 

 

議案第 2号 福島町教育委員会外部評価委員の委

嘱について 

 

○委員長 日程第 5、議案第 2号、福島町教育委

員会外部評価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。学校教育課

長お願いします。 

○学校教育課長 議案の2ページをお願いいたし

ます。議案第 2号、福島町教育委員会外部評価委

員の委嘱について、福島町教育委員会外部評価委

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 6月 2日提出。記。任期は平成 27年 4

月 1日から平成 28年 3月 31日までの 1年間にな

ります。外部委員につきましては先程可決してい

ただきました、学校評議員さんにかねて委嘱する

ということで、学校評議員さんと同じ方を委嘱し

たいということでございます。よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

○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2号については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可決しました。 

 

議案第 3号 福島町学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について 

 

○委員長 日程第 6、議案第 3号、福島町給食セ

ンター運営委員会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。学校教

育課長お願いします。 

○学校教育課長 3 ページをお願いいたします。

議案第 3号、福島町学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について、福島町学校給食センター運

営委員会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 6月 2日提出。記。任期

は平成27年6月 1日から平成 29年 5月31日の2

年間になります。これは条例で決まっていまして

それぞれの学校から学校長、ＰＴＡから 2名の定

員 9名となっております。福島小学校からは高橋

校長ほか 2名、吉岡小学校からは鷲田校長ほか 2

名、福島中学校からは信田校長ほか 2名の 9名を

委嘱したいと思いますのでよろしくお願いしま

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。 

（「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可決しました。 

 

議案第 4号 福島町スポーツ推進委員の委嘱につ

いて 
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○委員長 日程第 7、議案第 4号、福島町スポー

ツ推進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 4号です。福島町スポー

ツ推進委員の委嘱について、福島町スポーツ推進

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 6月 2日提出。記。委嘱、解職の

関係なんですけども、学校側で担当が変わったと

いう説明でこの度変更になりましたので今回の

教育委員会議に出させていただきましたのでよ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○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 4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 4

号については原案どおり可決しました。 

 

議案第 5号 福島町私立幼稚園就園奨励費補助金

交付要綱の一部改正について 

 

○委員長 日程第 8、議案第 5号、福島町私立幼

稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正につ

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 5 ページをお願いします。議案

第 5号、福島町私立幼稚園就園奨励費補助金交付

要綱の一部改正について、福島町私立幼稚園就園

奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を

定める。平成 27年 6月 2日提出。記。次のペー

ジをお願いします。この要綱につきましては毎年

文科省からの通知で金額が変わっております。左

側が改正前、右側が改正後になっております。上

段の表、②の段、年額 199,200円と 253,000円と

ありますけどもこれが改正後には 272,000 円と

290,000 円の増額になるという内容でございます。

②というのは当該年度に納付すべき市町村税が

非課税となる世帯、市町村税の所得税が非課税と

なる世帯でその二つが増額になるということで

す。次に下段の②、年額 253,000円から 290,000

円に変わるという内容です。ただしこの改正後の

金額がありますけども、福島幼稚園につきまして

は保護者が納める納付金が年額で授業料、入園料、

冬季暖房費も含めまして年額で182,000円になり

ます。これ以上の補助金はだしませんので最高限

度額は 182,000円になるという内容です。 

 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。 

（「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 5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 5

号については原案どおり可決しました。 

 

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年第 6回

福島町教育委員会会議を閉会いたします。本日は

ご苦労様でした。 
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