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平成２７年 第１２回福島町教育委員会会議録 

 

□開催日時 平成２７年１１月１８日（水）午後 6時 15分～午後 6時 32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 近藤勝弘 君、生涯学習課長 鎌田一志 君、 

給食センター次長 山登みどり 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                        

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 12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 12 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点目、教育委員の異動につい

てはすでにご承知のとおりでございますので、書い

てあるとおりで省略いたしたいと思います。 

 2点目、教職員人事についてでございます。個人

面談を終えて11月6日までに調書を提出し、本日、

第 1次人事協議を行ってきたところです。来年度福

島小学校においては、今年は児童数が 101名以上だ

ったのですが、新年度の児童数が 100名ということ

になるので、配置基準で教員が 1名減員される見込

みであります。しかし「理科専科」という教員の加

配を新規でお願いをし、その他の加配についても継

続されるようお願いしてまいりました。 



~ 2 ~ 
 

 3点目、全国体力・運動能力調査の結果の公表に

ついてでございます。夏休み前に小学 5年生、中学

2 年生について運動能力等の調査を行っておりま

すけども、昨年度も問題がないということで公表に

同意することとしておりました。本日の議題として

おりますので、公表するということで、後ほどご審

議をお願いしたいと思っております。 

 4 点目、校歌ＣＤの作成についてでございます。

閉校した学校、先般、日の出小学校の楽譜も見つか

りまして、それを追加して閉校した全ての学校の校

歌を収録し、ＣＤを作成中であります。最後の仕上

げとして、現在ある学校の校歌を入れようというこ

とで調整をしております。 

 5点目、総合的な子育て支援対策についてでござ

います。新町長が誕生しまして、公約の中に「子育

て支援対策の強化」ということでうたっておりまし

たけれども、認定こども園の保育料及び学童保育の

無料化ということで指示がありました。また、負担

の公平性を図る観点から、私立幼稚園保育料のうち

就園奨励費ということで、個別に補助申請していた

だくそれ以外の部分についても保護者負担分を補

助するなどの施策も示されております。さらにこれ

らは全て、新年度からの話でございますが、小中学

校の給食費についても保護者負担なしとすること

が示されましたので、これらの新年度実施に向けて、

関係規定の整備並びに諸手続きを進めてまいりま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長 続きまして、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係長お願いします。 

○学校教育係長 それでは、9 月 11 日から本日ま

で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。9 月 27 日福島中学校学校祭が

開催されております。翌 9月 28日第 9回教育委員

会議が開催されておりまして、10 月からの委員長

の選挙をしております。10 月 6 日福島中学校に病

休代替えの教員が配置されておりますので、その教

員の辞令交付をしております。同じく 6日定例校長

会。8日定例教頭会。9日第 10回教育委員会議とい

うことで、事務局の人事異動の報告をしております。

10月 13日人事異動による辞令交付。10月 14日福

島商業高等学校存続検討委員会が役場で開催され

ておりまして、委員として佐々木委員、教育長が出

席しております。10月 17日福島小学校学習発表会

が行われております。同じく 17日、松前中学校の

新校舎において、公開授業が行われておりまして教

育長が出席しております。翌日 10 月 18 日吉岡小

学校学習発表会が行われております。10月 21日吉

岡総合センター工事上棟式が行われ、教育長と吉岡

小学校の児童も餅まき等に参加をしております。10

月 22日を皮切りに、松前中学校、福島中学校、木

古内中学校の保護者に対して福島商業高等学校の

進学説明会を福島商業高等学校の教頭及び教諭と、

学校教育課長と私で説明会のほうに行っておりま

す。同じく 22日、就学時健康診断・知能検査とい

うことで、来年 1年生に上がる児童の健康診断等を

行っております。10月 29日第 11回教育委員会議

及び町長との懇談会を行っております。11 月 5 日

渡島管内教育委員会教育委員研修会ということで、

福島町を会場に開催しております。11月 11日定例

校長会。11月 12日保育料軽減に関する福島幼稚園

の表敬訪問を行っております。こちらにつきまして

は教育長と副町長が伺っております。11月 16日定

例教頭会。11月 17日福島町教育セミナー閉講式が

行われております。本日 11月 18日、教員の人事協

議ということで教育長が出ております。同じく本日、

第 12回教育委員会議、終了後には学校との懇談が

行われます。今後の主な予定としまして、明日 11

月 19日、福島小学校にて福島町教育研究所研究大

会が 13 時 30 分からとなっております。委員の皆

様にも案内しております。11月 22日福島中学校に

て、福島町ＰＴＡ連合会研究大会が 9時から行われ

ます。11月 29日福島中学校の日曜参観日で 8時 45

分からとなっております。同じく 29日、14時より



~ 3 ~ 
 

福祉センターにて、福島吉岡野球スポーツ少年団創

立 40周年記念祝賀会が行われます。 

 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。9月11日から本日までの事務報告を行います。

9 月 11 日から 12 日、15 日にかけて松前神楽の調

査。今年で 2回目になりますが、今回も神楽の演技

の調査に来ております。9 月 29 日高齢者学級異世

代交流。昨年度地引網体験を行うことは出来なかっ

たのですが、今回は海から山に移動しまして千軒地

区で栗拾いを行っております。高齢者 77名及び福

島小学校 1、2年生、吉岡小学校 1、2年生も高齢者

と一緒に体験を行っております。10月 13日から 14

日は高齢者学級で視察研修を行っております。24

名の方に参加していただき、洞爺湖のほうへ行って

おります。10月 31日と 11月 1日、南北海道駅伝

競走大会を実施しております。駅伝大会当日には延

べ関係者も含めまして 1,079 名の総勢で行ってお

り、また、選手は 735名となっております。昨年度

よりチーム数、参加人数増えております。11月 14

日、15 日町民文化祭。これは集客が 1,230 人と昨

年度からみると 500人弱少なくなっております。こ

の少なくなっている部分としては 1 日目の小中学

校の部で、福島小学校の参加がなくなったことも大

きな要因になるのかなと事務局では捉えておりま

す。続きまして主な行事予定になります。12 月 5

日、青少年の主張大会を青函トンネル記念館で行い

ます。委員の皆さんの出席をお願いします。12 月

12 日読書感想文・感想画コンクール表彰式。これ

までは文化祭のときに合わせて行っておりました

が、今回は単独開催ということで、福祉センターで

行います。委員の出席をお願いします。 

 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 9 月 11 日から本日まで

の事務報告です。11月 13日、七飯町で渡島檜山地

区学校給食センター長・栄養教諭合同研修会を行っ

ております。今後の主な行事予定としましては、12

月 24日に 2学期の給食が終了となっております。 

 以上でございます。 

○委員長 事務報告が終わりました。何かご質問ご

ざいますか。 

○委員 教育長の 3 番目の運動能力等のことです

が、去年結果を公表して何か反応というのはあった

のですか。 

○教育長 特に何もありませんでした。 

○委員 わかりました。4番目の校歌ＣＤについて、

この配布は各学校なのでしょうか。 

○教育長 全戸に配布するつもりはございません。

まずは小中学校、それからふるさと会の会場にも持

っていき無償で配布しようかなと考えております。

500枚程作ろうと。町内の方たちには希望する方に

無償で配布しようと考えておりました。 

○委員 同窓会などで希望者に配れる余裕があれ

ばこの校歌ＣＤの必要性を感じることが出来ると

思います。 

○教育長 教育資料ですので、あまり期待をしては

いけないのですが、ふるさと納税の宣伝や様々な効

果があればと思います。 

○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、事務報告を終わります。 

 

議案第 1号 平成 27年度全国体力・運動能力、

運動習慣等調査「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 4、議案第 1号、平成 27 年度全

国体力・運動能力、運動習慣等調査「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。提案内容の説明を求めます。学校教育課長お願
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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。議案第 1号、平成 27年度全国体力・運動能

力、運動習慣等調査「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

載に同意することとしたいので意見を求めます。平

成 27年 11月 18日提出。福島町教育委員会。 

 以上でございます。 

○委員長 提案内容の説明が終わりました。何かご

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 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。 

 

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 12 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


