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平成２７年 第８回福島町教育委員会会議録 

 

□開催日時 平成２７年９月１０日（火）午後 6時 10分～午後 6時 44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、給食センター次長 山登みどり 君 

学校教育係長 石川秀二 君 

５名 

 

会議成立・開会 

 

○委員長 ご苦労様でございます。それでは平成

27年第 8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 8 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 本日の会議は、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、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。私の方から 5

点程報告いたします。1 番、教育委員の任期満了

についてでございます。委員長の委員としての任

期が 9月 30日をもって満了となります。例年、9

月の議会には「教育委員の選任同意」案件が提案

されますが、現在町長不在のため「人事案件」を

出せない状況であります。10月 4日には町長選挙

が行われ、新町長が誕生することとなり、その後

に人事案件に関する議会が開催予定であります。

したがって、次回 10 月 1 日予定の委員会で委員

長選挙を行う必要がありますので、その旨ご了承

願います。 

 2 番、福島町教育大綱素案についてでございま

す。この件については、福島町校長会と協議中で

すが、校長会事務局段階の素案が提示されました
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ので、配布しています。本日は具体的な中身に関

して踏み込むことはしませんが、今後開催される

学校管理職との懇談会の折、説明等を受けていく

ことといたします。 

 3 番、教育に関する事務の管理及び執行状況に

関する点検評価についてでございます。平成 26

年度分の事務事業に関する点検・評価については

8月 19日に外部評価委員会を開催し、最終評価を

いただきましたので報告いたします。 

 4 番、全国学力・学習状況調査についてでござ

います。本年 4月に行われた標記調査につきまし

ては、全国の結果が公表されましたが、当町の児

童生徒は素晴らしい結果を残しました。特に、小

学 6年生の国語ではＡ・Ｂとも全国平均を上回る

正答率であり、算数・数学・理科についても、中

学3年生も含めて全国との差を詰めるものとなり

ました。国語力は各教科の基礎でもあり、読書活

動の推進等を訴えてきた効果が表れたものと評

価したいところです。ただし、結果の全道への公

表は控えることとすることは変えない方針であ

ります。後ほど協議を申し上げますので、ご理解

いただきますようお願い申し上げます。また、成

果や課題については後日学校との懇談会を開催

したいと思います。 

 5 番、全国大会関係についてでございます。中

体連相撲の全国大会は 8月 22 日から 8月 23日、

青森県十和田市で開催され、福中相撲部は団体戦

決勝トーナメントで強豪青森県鰺ヶ沢中に勝利

し、ベスト 16に輝きました。12年ぶりになりま

す。また 9月 6日帯広市で開催されたジュニア陸

上大会で、福中生 2名、1年生男子 1500ｍ、3年

生女子円盤投げで優勝し、10月下旬の神奈川県で

行われるジュニアオリンピック大会に出場が決

まりました。 

 以上で報告を終わります。 

○委員長 続きまして事務局より事務報告を求

めます。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 ご苦労様です。それでは前委員

会 7 月 27 日からの学校教育関係分を報告いたし

ます。2ページをお願いします。7月 28日公立高

等学校配置計画地域別検討協議会が開催されま

して、教育長が出席しております。8月 4日長野

県木曽町への交流生徒派遣結団式を開催してお

ります。翌 8月 5日から 8月 8日の日程で、生徒

8 名、引率 3 名で木曽町へ伺っております。8 月

15 日町議会議員選挙の投開票が行われておりま

す。8月 17日北海道教育研究所より講師を招き、

町内全教職員を対象としたセミナーを開催して

おります。8月 19日から各小中学校の 2学期が始

まっております。同じく教育委員会の外部評価委

員会を開催しております。結果については後ほど

議事にて報告いたします。8月 22日福島中学校相

撲部が全国中学校相撲選手権大会に出場してお

り、団体戦でベスト 16 という好成績を残してお

ります。8月 27日道教委の事業で小中高一貫ふる

さとキャリア教育推進事業に係る連絡会議を開

催しております。9月 1日町議会 9月会議（初議

会）が開催されております。9 月 2 日から 9 月 4

日で学力向上対策委員会の先進地視察を行って

おります。今年は秋田県能代市の太平小学校、同

じく由利本荘市の鶴舞小学校、由利中学校に福島

小教頭以下 4名で伺っております。続きまして下

段、今後の主な予定です。9 月 15 日に町議会 9

月第 2回会議が開催されます。9月 19日町敬老会

が福島小体育館で行われます。9月 27日福島中学

校の学校祭が開催されます。各委員には後日学校

より案内が送付される予定です。9月 29日町長選

挙の告示日となっております。10月 1日教育委員

会会議を予定しております。10月 4日町長選挙の

投開票日となります。 

 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。 
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○生涯学習課長補佐 3 ページをお願いします。

前委員会からの事務報告です。主な内容のみ申し

上げたいと思います。1番上ですが、7月 28日か

ら 7 月 30 日学生ボランティアによる学習サポー

ト事業を福島中学校で行っておりまして、述べ 7

人の学生ボランティア、1 年生から 3 年生で 55

名が出ております。中段、8月 7日第 2回目とな

りました町民プールまつりを開催しております。

総勢 71名の参加者がありました。8月 14日成人

式には全委員と教育長が出席しております。8 月

30日通学合宿。これは 3回目となりまして、今年

度は若干人数が少なかったんですが、8 名の児童

が参加しております。続きまして下段、主な行事

予定となりまして、明日 9 月 11 日から松前神楽

の現地調査ということで、昨年度に引き続き国の

調査員 1名、道教委の担当者 1名が福島町に来町

し、宵宮祭と神輿渡御を見学にくるということに

なっております。 

 以上、簡単ですがよろしくお願いします。 

○委員長 続きまして、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。 

○学校給食センター次長 給食センター関係を

報告します。7月 24日 1学期の給食を終了してお

ります。7月 29日学校給食センター調理員研修会

で乙部町へ行っております。8 月 19 日、20 日か

ら 2学期の給食が開始となっております。下段の

主な行事予定、9月 18日北斗市のライスセンター

で行われる渡島檜山地区学校給食普及充実事業

研修会に栄養教諭が参加予定となっております。

9 月 29 日森町で衛生管理面を考慮した献立の工

夫に係る研究授業方式による衛生管理研修会が

行われ実技をする予定となっております。 

 以上でございます。 

○委員長 事務報告が終わりました。ジュニアオ

リンピック大会出場は私たちでいう出張費はで

るのでしょうか。 

○教育長 生徒2名に引率 1名でその部分の派遣

費の補助を追加で補正予算をかけます。今日配布

の追加議案でその派遣費の補助をする予定です。 

○委員長 わかりました。他にご質問ございます

か。 

○委員 3ページの通学合宿の人数ですが、前年、

前々年からやっていて一桁になってしまったん

ですけども、参加した生徒の評判で受ける生徒が

少なくなったということはないのですね。 

○生涯学習課長補佐 基本的には去年参加して、

今年も参加したいということで参加してくれて

いる子もいます。去年ダメだったので今年は参加

しないというのは確認しておりません。そういう

状態はないと認識しております。 

○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、事務報告を終結いた

します。 

 

報告第 1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 26年度事務事業分）について 

 

○委員長 日程第 4、報告第 1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26年度事務事業分）

についてを議題といたします。報告理由の説明を

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ページをお願いいたし

ます。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 26

年度事務事業分）について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第 26 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い

たします。平成 27年 9月 10日提出。記。別冊 1

をお願いします。8月 19日に外部評価委員会を開

きました。1 ページをお願いします。点検評価結
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果表ということで一覧表のとおりになります。教

育委員会の二次評価ですべてＡをいただきまし

て、それに基づきまして外部評価委員会にかけま

した。そして外部評価委員会にも説明した上で、

全てＡ評価をいただいております。これによりま

して 26 年度分の事務事業分につきましては、項

目別評価、担当課評価、二次評価、外部評価全て

項目Ａという評価となっておりますのでよろし

くお願いします。 

○委員長 提案理由の説明が終わりました。評価

を見させていただいて外部評価も全てＡで、コメ

ントが全部一緒なのですが。 

○学校教育課長 評価に関しては意見がありま

せんでした。評価以外の関係で奨学資金の借り受

けなどの質疑事項はありました。 

○委員長 借り受けがどうというのは具体的に

どういうことですか。 

○学校教育課長 条例改正をしてからどれくら

いの使用状況なのかと。高校存続に関係して、奨

学資金の関係で若干の質問がでました。 

○委員長 わかりました。ただ、全てＡ評価をも

らってこれからどうしようかということですね。

他に質問ございますか。 

○委員 同じように一字一句変わらない評価で

すけども、評価のメンバーは変わったのでしょう

か。 

○学校教育課長 メンバーは4人ほど変わってお

ります。 

○委員 前回は将来的なことまで書いていて、今

回はガラッとかわりましたよね。 

○教育長 理解を得たと解釈したいです。 

○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。 

 報告第 1号については報告済みといたします。 

 

 

 

協議第 1号 平成 27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 5、協議第 1号、平成 27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。協議

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 議案の2ページをお願いいたし

ます。協議第 1 号、平成 27 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」に掲載し、公表すること

に伴い、当町の結果については、当報告書への掲

載に同意しないこととしたいので協議をいたし

ます。平成 27年 9月 10日提出。記。この内容に

つきましては、全国の調査結果が 8月の下旬に出

まして、8月 3日付で道の教育長の名前で各教育

委員会宛てに結果の掲載についての照会がきて

おります。これにつきましては去年から始まった

関係で、去年につきましては掲載に同意しないと

いうことで、掲載をしておりません。ですから今

年につきましても、掲載に同意をしないというこ

とにしたいという内容です。成績の方は国語が若

干成績が上がっております。他の教科、小学校の

算数・理科、中学校の国語・数学・理科につきま

しても全国平均との差は今年は全教科で縮んで

おります。今後のことも考慮しまして、北海道版

の結果については掲載しないという内容で協議

していただいたいと思います。ちなみに去年は、

渡島では 7市町が掲載しており、4市町が掲載し

ておりません。今後も掲載しないという方向でい

き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 協議内容の説明が終わりました。ご質

問ございませんか。 
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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

す協議第1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。よって協議第 1

号については原案どおり決定しました。 

 

議案第 1号 福島町スポーツ推進委員の委嘱につ

いて 

 

○委員長 日程第 6、議案第 1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 3 ページをお願いいたします。

議案第 1号、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 9月 10

日提出。記。1 番目に解職委員、平成 27 年 7 月

31日に解職。それから 2番目のほうに委嘱委員、

平成 27年 8月 1日から平成 28年 3月 31日の任

期ということになります。 

○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定しました。 

 

 

 

 

議案第2号 平成27年度福島町一般会計補正予算

（教育費関係）について 

 

○委員長 日程第 7、議案第 2号、平成 27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。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4ページをお願いいたし

ます。議案第 2 号、平成 27 年度福島町一般会計

補正予算（教育費関係）について、平成 27 年度

福島町一般会計予算（教育費関係）を町と協議の

上、平成 27 年福島町議会定例会 9 月第 2 回会議

に提案したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 29 条の規定により、意見を求め

ます。平成 27年 9月 10日提出。記。別冊 2をお

願いいたします。3 ページの、1 目、教育委員会

費の 2番、教育関係団体・大会参加助成金 260,000

円を追加しまして、3,568,000 円になっておりま

す。全国中学校相撲選手権大会参加助成金という

ことで、選手 5名、引率 3名の関係で支出してお

り、その分が 260,000円の追加になります。次の

段、3番、福島商業高等学校存続対策費で 84,000

円の追加。これにつきましては、以前から高校存

続検討委員会でＰＲをもっとしていくと検討し

ていたのですけども、ＰＲ紙の印刷代の不足分と

いうことであります。これにつきましては、まず

新聞チラシ。これを今までは西部 4町に配布しま

した。今年のチラシにつきましては、当別からこ

ちらの新聞に折り込みチラシを入れます。渡島・

桧山、函館市を含めた中学 3年生に各学校を通し

て配布します。それと札幌市内。その経費につき

ましては、全部で 254,000円程の見込みを立てて

いるんですけども、そのうち予算的には 170,000

円がありますので、それを引いた 84,000 円を追

加補正したいという内容になります。次に下段の

4 目、教員住宅管理費。1 番、教員住宅管理費、
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90,000円の追加で 720,000円。ＡＬＴ入居室用暖

房機購入代ということで、ＡＬＴの 1人が去年 8

月来た段階では、白符の民間アパートに住んでい

たのですがその時はある程度の暖房機などがつ

いていたのですが、この度 4月の異動で三岳の教

育住宅に入ることになり、ストーブがない状況と

なり、購入したいという内容でございます。今回

からは町で買いますので、町のものとなります。

それから 4ページの中段、3項中学校費をお願い

します。1目、学校管理費の 2番の各学校校舎営

繕事業費で 443,000円の追加。これにつきまして

は福島中学校の体育館の遠赤外線暖房機を点検

してもらったところ、基盤が故障していて燃焼し

ないという状況がわかりましたので、これの基盤

の交換代 8台分 443,000円を追加しているという

内容になります。今回の最初の補正につきまして

は、教育費だけで 877,000円の追加という内容に

なっております。歳入につきましては、全て一般

財源ですので、教育費はなしです。 

 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

問ございませんか。 

○委員 教員住宅の暖房機などは全て個人で用

意するというのが原則なのでしょうか。 

○学校教育課長 原則はそうです。ただＡＬＴに

ついては今使っているストーブだとか、家財道具

については町費で買って部屋にセットしている

という状況です。 

○委員長 暫時休憩いたします。 

≪休憩 18：38～18：39≫ 

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたし

ます。他にご質問ございますか。 

（「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定しました。 

 

議案第3号 平成27年度福島町一般会計補正予算

（教育費関係）について 

 

○委員長 日程第 8、議案第 3号、平成 27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。本日配布の追加議案となりま

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 追加議案の1ページをお願いい

たします。議案第 3 号、平成 27 年度福島町一般

会計補正予算（教育費関係）について、平成 27

年度福島町一般会計補正予算（教育費関係）を町

と協議の上、平成 27 年度福島町議会定例会 9 月

第 2回会議に提案したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第 29 条の規定により、

意見を求めます。平成 27 年 9 月 10 日提出。記。

次のページをお願いいたします。全道のジュニア

陸上大会で優勝者 2名が出ましたので、その 2名

の派遣、引率者 1名の派遣経費の助成金の関係で

す。1目、教育委員会費の 2番、教育関係団体・

大会参加助成金ということで、214,000 円の追加

です。10月 23日から開かれるジュニアオリンピ

ックの出場に選手 2名、引率 1名を予定しており

ます。大会参加にかかる予算的には現時点では、

306,600円かかる予定ですけども 7割助成という

ことで214,000円これを議会の補正の追加予算で

提案するという内容でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長 提案理由の説明が終わりました。この

大会は何泊になりますか。 

○教育長 4泊 5日になります。 

○委員長 4泊 5日、3名で 214,000円ですか。 

○学校教育課長 かかる経費が 306,000円で 7割
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が助成金で 214,000円を予定しております。 

○委員長 わかりました。他にご質問ございます

か。 

○委員 参考までに聞きたいのですが、3 割は基

本自腹だと思いますが、小学校などはお金を集め

てそこからもお金を出していた気がしたのです

が、中学校ではなかったですか。 

○学校教育課長 体育文化後援会などから出る

と思います。ですから、出場する選手の負担はな

いはずです。今まで集まった寄付などで学校側が

やりくりしていると思います。 

○委員 わかりました。 

○委員長 他にご質問ございますか。 

（「なし」との声あり） 

○委員長 頑張ってもらえればいいと思います。

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決定しました。 

 

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 8 回

福島町教育委員会会議を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


