
 

 

第 １ 章 

教育委員会の活動状況 

 

 

 

 
 

教育委員会の開催状況、規則等の制定・計画の策定

状況、教育委員会委員の活動状況、平成２４年度予算

の状況、教育関係者の表彰など、平成２４年度に教育

委員会が行った活動について整理しています 
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１ 教育委員会の開催状況 

歌志内市教育委員会は、5 名の歌志内市教育委員が教育行政の基本方針の決定、教育に関する規則

の制定など、様々な議題について審議しています。 

また、年に 1回、教育委員が教育施設を訪問する現地視察を行い、各施設の管理運営状況を把握し、

現状や課題について調査しています。 

 

年月日 付 議 案 件 等 

平成 24 年４月 25 日(水) (議事) 

(1)平成 24年度歌志内市奨学金貸付金条例に基づく奨学生の選定について 

(2)歌志内市学校評議員の委嘱について 

(3)歌志内市社会教育委員の委嘱について 

(4)歌志内市公民館運営審議会委員の委嘱について 

(5)歌志内市図書館協議会委員の委嘱について 

(6)歌志内市スポーツ推進委員の委嘱について 

(その他) 

・平成 24年度北海道都市教育長会定期（春季）総会関係 ほか３件 

平成 24 年５月 28 日(月) (議事) 

(1)歌志内市立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

(2)空知教育センター組合規約の変更に係る意見について 

(3)平成 24年度教育費第３号補正予算（案）について 

(4)歌志内市青少年センター特別補導員の委嘱について 

(5)歌志内市青少年センター地区補導員の委嘱について 

(その他) 

・第 49回北海道市町村教育委員研修会の開催について ほか１件 

平成 24 年６月 25 日(月) (議事) 

(1)歌志内市営プール管理規則の一部を改正する規則の制定について 

(その他) 

・第 49回北海道市町村教育委員研修会の開催について ほか２件 

平成 24 年７月 23 日(月) (議事) 

(1)歌志内市教育委員会外国語指導助手の委嘱について 

(2)歌志内市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

(3)歌志内市食物アレルギー対応取扱要領の制定について 

(4)平成 24年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会の開催について 

(その他) 

・中学校体育大会について ほか１件 

平成 24 年８月 27 日(月) (議事) 

(1)学校医の委嘱について 

(2)平成 24年度教育費第５号補正予算（案）について 

(その他) 

・歌志内市幼小中・地域合同大運動会について ほか３件 

平成 24 年９月５日(水) 

（臨時） 

(議事) 

(1)学校職員の事故報告について 

平成 24 年９月 21 日(金) (議事) 

(1)教育委員長任期満了に伴う選挙について 

(2)教育委員長職務代理者任期満了に伴う選挙について 
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(3)平成 23 年度歌志内市教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書

について 

(4)「教育・文化週間」に係る歌志内市郷土館の無料開放の実施について 

(その他) 

・歌志内市幼小中・地域合同大運動会について ほか１件 

平成24年10月22日(月) (その他) 

・歌志内市幼小中・地域合同大運動会について ほか２件 

平成 24 年 11 月８日(木) 

（臨時） 
(議事) 

(1)教育長の選任について 

(2)教育長職務代理者の指定について 

平成24年11月19日(月) (議事) 

(1)学校職員の処分内申について 

(2)平成 24年度教育費第 9号補正予算（案）について 

平成24年12月17日(月) 
 

(議事) 

(1)平成 25年度教育委員会予算概要（案）について 

(2)歌志内市青少年センター特別補導員の委嘱について 

(その他) 

・教職員給与費の適正執行等に関する調査の結果について 

平成 25 年１月 28 日(月) 
 

(議事) 

(1)学校職員昇給内申について 

(2)教育委員会事務局職員の人事異動について 

(その他) 

・第 45回北海道中学校スキー大会について ほか４件 

平成 25 年２月 18 日(月) 

(現地視察) 
(議事) 

(1)平成 25年度における給食費の額について 

(2)平成 24年度教育費第 10号補正予算（案）について 

(3)平成 25年度教育委員会予算（案）について 

(4)平成 25年度教育行政執行方針（案）について 

(5)教育施設の視察について 

(その他) 

・卒業式等への出席について ほか３件 

平成 25 年３月 25 日(月) (議事) 

(1)公民館使用料の減免について 

(2)郷土館の開館時間、休館日の変更について 

(3)歌志内市郷土館の無料開放の実施について 

(4)教職員辞令交付式における国歌斉唱について 

(5)学校医等の委嘱について 

(6)教職員の人事異動について（内示） 

(その他) 

・教職員辞令交付式について ほか２件 
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２ 規則等の制定、計画の策定状況 

平成 24 年度に制定された教育委員会規則の数は３件、訓令の数は２件です。また、年度末に平成

25年度教育行政執行方針を策定しました。 

なお、規則及び訓令の制定、計画等の策定状況は次のとおりです。 

 

（１）教育関係規則 

番号 題                名 公布年月日 施行年月日 

(24 年) 

規則 

第１号 

歌志内市立学校管理規則の一部を改正する規則 平成 24 年５月 28 日 平成 24 年４月１日 

（部活動に係る大会等の業務に従事する場合の職務専念義務の免除の承認手続きについ

て、北海道立学校管理規則（昭和 32年教育委員会規則第 1号）が改正されたことに伴い、

関係条文を整備した。） 

 

(24 年) 

規則 

第２号 

歌志内市営プール管理規則の一部を改正する規則 平成 24 年６月 25 日 平成 24 年６月 30 日 

（歌志内市営プールの開設時間を利用実態に即した内容にするため、関係条文を整備し

た。） 

 

(24 年) 

規則 

第３号 

歌志内市学校給食センター条例施行規則の一部を改正

する規則 
平成 24 年７月 23 日 平成 24 年４月１日 

（食物アレルギー疾患等により給食を受けることができない児童生徒に対する給食費の減

額について規定するとともに、その他の関係条文についても整備した。） 

 

(24 年) 

訓令 

第１号 

歌志内市食物アレルギー対応取扱要領 平成 24 年７月 23 日 平成 24 年８月１日 

（食物アレルギー疾患等により給食を受けることができない児童生徒に対する対応につい

て定めた。） 

 

(25 年) 

訓令 

第１号 

歌志内市長賞授与要綱及び歌志内市スポーツ奨励賞・教

育文化奨励賞表彰要綱の一部を改正する要綱 
平成 25 年２月 22 日 平成 25 年２月 15 日 

（歌志内市長賞授与要綱の授与の時期、歌志内市スポーツ奨励賞・教育文化奨励賞表彰要

綱の授与基準に係る関係条文を整備した。） 

 

 

（２）主な計画等の策定状況 

年 月 日 計   画   等   名   称 

平成 25 年２月 18 日 平成 25年度教育行政執行方針 
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３ 教育委員会委員の活動状況 

教育委員会委員は、教育委員会定例会や臨時会での審議のほか、入学式、卒業式をはじめとした各

種行事を参観、学校・地域関係者等と交流し、意見聴取をするなどの活動を行っています。 

 

主な活動状況（教育委員会定例会・臨時会を除く） 

月 日 活  動  内  容  等 

４月  ２日 

５日 

 

９日 

11日 

教職員辞令交付式（委員長・委員３名） 

歌志内小学校入学式（委員長） 

歌志内中学校入学式（委員１名） 

歌志内幼稚園入園式（委員１名） 

空知管内市町教育委員会連絡協議会総会・岩見沢市（委員長） 

５月  11日 市議会第２回臨時会（委員長） 

６月12～14日 市議会第２回定例会（委員長） 

７月  11日 北海道市町村教育委員研修会（委員長・委員３名） 

９月11～12日 

    22日 

市議会第３回定例会（委員長） 

歌志内市幼小中・地域合同大運動会（委員長・委員３名） 

10月  ８日 

    24日 

市議会第３回臨時会（委員長） 

歌志内小学校地域授業公開（委員１名） 

11月  １日 

  ８日 

歌志内中学校地域授業公開（委員３名） 

市議会第４回臨時会（委員長） 

12月18～20日 市議会第４回定例会（委員長） 

２月  18日 

（定例会終了後） 

教育施設等の視察及び運営状況説明、授業参観等（委員長・委員３名） 

①図書館、②歌志内小学校、③歌志内幼稚園、④給食センター、 

 ⑤歌志内中学校、⑥市民体育館、⑦神威児童センター、⑧郷土館、⑨公民館 

３月  12日 

    15日 

７・18日 

  19日 

歌志内中学校卒業式（委員長） 

歌志内幼稚園卒園式（委員１名） 

市議会第１回定例会（委員長） 

歌志内小学校卒業式（委員１名） 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

４ 平成 24年度予算の状況 

 

（１）予算編成 

 平成 24年度予算編成に当たっては、前年度と同様、｢財政健全化団体｣から脱却したものの、「歌志

内市財政健全化計画(第二次計画)」に基づき、健全化判断比率を逓減させ、持続可能な財政基盤の確

立を目指す予算といたしました。学校教育予算については、子どもの安全・安心に資することを前提

とし、各学校からの要望を見極めながら真に必要なものを確実に要求し、さらに教育の振興に結びつ

く新規事業についても必要性を訴え、予算編成を行いました。 

また、社会教育予算については、施設の管理運営などの経費を最小限に抑えつつ、施設の老朽化に

よる改修等の予算を確保し、予算編成を行いました。 

 

（２）補正予算 

補正予算については、経費節減を徹底し経常的費用の減額補正を行う一方で、学校教育関係では、

給食センターのボイラー加熱用の水を軟水化する装置の取替整備費用及び食器洗浄機の購入費用（水

洗いポンプの故障による）について増額補正したほか、歌志内小学校スクールバス運行業務委託に係

る債務負担行為の補正を行いました。 

また、社会教育関係では、コミュニティ助成事業を活用しフロッカーセットを購入するための増額

補正を行いました。 

 

（３）教育費の予算 

平成 24 年度の教育費最終予算は 191,328 千円で、一般会計最終予算 4,825,329 千円の 4.0％(平成

23年度は 3.8％)を占め、前年度と比較し、給食センターの設備更新費用や、小中学校などの改修事業

費の増額の増額により、21,167千円、11.1％の増となりました。 

教育費最終予算の内容は、次のとおりです。  

予算額 予算額
1 教育総務費 7,881 6 保健体育費 66,434

1 教育委員会費 2,643 1 保健総務費 4,422
2 事務局費 915 2 社会体育総務費 487
3 奨学費 4,063 3 体育施設費 12,608
4 奨学金貸付費 260 4 学校給食費 48,917

2 小学校費 36,675 7 青少年対策費 11,974
1 学校管理費 31,866 1 青少年対策費 1,945
2 教育振興費 4,809 2 児童厚生施設費 8,043

3 中学校費 27,270 3 学童保育費 1,986
1 学校管理費 17,419
2 教育振興費 5,102
3 外国青年招致事業費 4,749

4 幼稚園費 11,660
1 幼稚園費 11,660

5 社会教育費 29,434
1 社会教育総務費 649
2 社会教育行事費 263
3 図書館費 3,020
4 公民館費 20,544
5 郷土館費 4,544
6 旧空知炭鉱倶楽部費 414 191,328

項及び目 項及び目

計
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５ 教育関係者の表彰 

 

○歌志内市長賞 

・該当者なし 

 ○歌志内市スポーツ奨励賞 

  ・鈴木 美雪（歌志内市立病院勤務（(株)ソラスト職員）） 

    第 32回大阪国際女子マラソン完走、第 34回別海町パイロットマラソン優勝 ほか 

  ・加藤  優（歌志内中学校３年） 

    第 50回全国中学校スキー大会男子スラローム９位 ほか 

○歌志内市教育文化奨励賞 

  ・佐々木 藍（歌志内中学校３年） 

    第 62回社会を明るくする運動作文コンテスト優秀賞 

  ・小西 佑也（歌志内中学校１年） 

    平成 24年度北海道「防火・防災」作品コンクール北海道少年婦人防火協議会長賞 

  ・菅原 桃花（歌志内小学校２年） 

    ショパン国際ピアノコンクール北海道地区大会小学校１・２年生部門銀賞 ほか 

 

 

６ 内申事務等の状況 

教職員の発令内申 

各種上申(内申)の状況 

区  分 特別支援学級担当教員 

小 学 校 ２人 

中 学 校 １人 

合   計 ３人 

 

 

７ 各種委員会の開催状況 

 

名称 委員数 会議開催数 審議事項 

社会教育委員会 ９ ２ 平成 25年度社会教育事業について 

公民館運営審議会委員会 ９ ２ 平成 25年度公民館事業について 

図書館協議会委員会 ９ ２ 平成 25年度図書館事業について 

スポーツ推進委員会 ９ １ 平成 24年度スポーツ推進委員事業について 

青少年問題協議会 15 １ 青少年の非行防止・健全育成について 

※定例補導員連絡会議は記入していません。 
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