
 

 

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２６年度予算

の状況、教育関係者の表彰など、平成２６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するほか、入学式・卒業式等といった式典への出席、運動会・学芸会等の行

事や授業参観等の機会を通じて学校と意見交換を行うなど、実態の把握に取り組んでいます。 

 

年月日 付 議 案 件 等 

平成 26 年４月 21 日(月) (議事) 

(1)歌志内市社会教育委員の委嘱について 

(2)歌志内市スポーツ推進委員の委嘱について 

(3)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 

(4)赤歌警察署との連携に関する変更協定書(案)について 

(その他) 

・平成 26 年度北海道都市教育長会定期(春季)総会関係 ほか５件 

平成 26 年５月 26 日(月) (議事) 

(1)平成 26 年度教育費第１号補正予算(案)について 

(2)歌志内市学校評議員の委嘱について 

(3)歌志内市青少年センター補導員の委嘱について 

(その他) 

・第 51 回北海道市町村教育委員研修会の開催について ほか５件 

平成 26 年６月 26 日(木) (議事) 

(1)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) 

・各種研修会について ほか７件 

平成 26 年７月 28 日(月) (議事) 

(1)平成 27 年度から使用する小学校用教科用図書名について 

(その他) 

・平成 26 年度北海道都市教育員会連絡協議会定期総会の開催について ほ

か３件 

平成 26 年８月 25 日(月) (議事) 

(1)平成 26 年度教育費第３号補正予算(案)について 

(その他) 

・歌志内市幼小中合同大運動会について ほか６件 

平成 26 年９月５日(金) 

（臨時） 

(議事) 

(1)北海道第５採択地区教科用図書の採択に係る情報の開示について 

(2)全国学力・学習状況調査結果の公表について 

(その他) 

・歌志内小学校授業参観について 

平成 26 年９月 29 日(月) (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 

(3)「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 

(4)平成 26 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村

別結果の掲載について 

(その他) 

・歌志内小学校学芸会・歌志内市幼小中学芸交流会について ほか１件 
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平成 26年 10月 28日(火) (報告) 

(1)平成 25 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 

(その他) 

・道教委による全国学力・学習状況調査結果概要の公表等について ほか

４件 

平成 26年 11月 25日(火) (議事) 

(1)歌志内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

(その他) 

・平成 27 年度施策(候補)について 

 
平成 26年 12月 22日(月) 

 
(議事) 

(1)全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の公表について 

(2)平成 27 年度教育委員会予算概要(案)について 

(その他) 

・成人式について ほか１件 

平成 27 年１月 26 日(月) 

 
(議事) 

(1)歌志内市教育委員会公印規程の一部を改正する規程の制定について 

(2)歌志内市児童・生徒就学援助要綱の一部を改正する要綱の制定について 

(その他) 

・学校施設等視察について ほか２件 

平成 27 年２月 18 日(月) 

 
(議事) 

(1)平成 26 年度教育費第７号補正予算(案)について 

(2)平成 27 年度教育行政執行方針(案)について 

(3)平成 27 年度における給食費の額について 

(4)平成 27 年度教育委員会予算(案)について 

(5)歌志内市教育長の勤務時間等及び職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について 

(6)地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について 

(7)歌志内市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定について 

(8)歌志内市水泳プール設置並びに管理条例を廃止する条例の制定について 

(9)歌志内市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定について 

(10)歌志内市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

(11)歌志内市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則の制定について 

(12)歌志内市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

(13)教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の

一部を改正する規則の制定について 

(14)歌志内市教育委員会事務局職員の職名に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

(15)歌志内市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について 

(16)歌志内市営プール管理規則を廃止する規則の制定について 

(17)歌志内市教育委員会事務局事務取扱規程の一部を改正する規程の制定

について 

(18)歌志内市教育委員会公印規程の一部を改正する規程の制定について 

(19)歌志内市学童保育室設置要綱の全部を改正する要綱の制定について 

(その他) 

・卒業式等について ほか２件 
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平成 27 年３月 23 日(月) 

(現地視察) 
(議事) 

(1)教職員辞令交付式における国歌斉唱について 

(2)学校医等の委嘱について 

(3)教職員の人事異動について 

(4)歌志内市高等学校等就学支援金条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について 

(5)歌志内市学童保育室設置要綱の全部を改正する要綱の制定について 

(6)歌志内市郷土館の無料開放の実施について 

(その他) 

・教職員辞令交付式について ほか２件 

 

 

 

２ 規則等の制定、計画の策定状況 

平成 26 年度に制定された教育委員会規則の数は９件、訓令の数は５件、その他１件です。また、

年度末に平成 27 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 

(27 年) 

訓令 

第１号 

歌志内市教育委員会公印規程の一部を改正する規程の

制定について 
平成 27 年１月 26 日 平成 27 年１月 26 日 

廃止済みの中村幼稚園に係る公印について、今後において使用の見込がないことから、別

表上の該当公印を削除し、条文を整備した。 

(27 年) 

訓令 

第２号 

歌志内市児童・生徒就学援助要綱の一部を改正する要綱 平成 27 年１月 26 日 平成 27 年４月１日 

生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度への影響が生じないようにするため、当分の

間、生活需要額の算出に適用する生活保護基準を見直し前の基準とするため、必要な事項

を定めた。 

(27 年) 

基準 
歌志内市立小・中学校事務主任の命課基準の一部を改正

する基準 
平成 27 年２月４日 平成 27 年４月１日 

公立小中学校事務職員採用試験制度の変更に伴い、民間企業等での経験を有する人材を任

用するに当たり採用前の経験・実績を任用上適切に評価し、それに見合った処遇を行うこ

とができるよう、役付職員での採用を可能とするため条文を整備した。 

(27 年) 

規則 

第１号 

歌志内市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。（経過措置有り） 

(27 年) 

規則 

第２号 

歌志内市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。（経過措置有り） 
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(27 年) 

規則 

第３号 

歌志内市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則 平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。（経過措置有り） 

(27 年) 

規則 

第４号 

歌志内市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規

則 
平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。（経過措置有り） 

(27 年) 

規則 

第５号 

教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に

委任する規則の一部を改正する規則 
平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。（経過措置有り） 

(27 年) 

規則 

第６号 

歌志内市教育委員会事務局職員の職名に関する規則の

一部を改正する規則 
平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。 

(27 年) 

規則 

第７号 

歌志内市立幼稚園規則の一部を改正する規則 平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

子ども・子育て支援法の施行により、歌志内市立幼稚園の保育料等を改正することに伴い、

所得状況に応じた減免の取扱いが不要となるため、関係規定を廃止した。 

(27 年) 

規則 

第８号 

歌志内市営プール管理規則を廃止する規則 平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

歌志内市営プールの廃止に伴い、管理規則を廃止した。 

(27 年) 

訓令 

第３号 

歌志内市教育委員会事務局事務取扱規程の一部を改正

する規程 
平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。（経過措置有り） 

(27 年) 

訓令 

第４号 

歌志内市教育委員会公印規程の一部を改正する規程 平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文

を整備した。（経過措置有り） 

(27 年) 

規則 

第９号 

歌志内市高等学校等就学支援金条例施行規則の一部を

改正する規則 
平成 27 年３月 23 日 平成 27 年４月１日 

高等学校等就学支援金制度の一層の利用促進を図るため、手続きを簡略化するため、諸様

式を改正した。 

(27 年) 

訓令 

第５号 

歌志内市学童保育室設置要綱の全部を改正する要綱 平成 27 年３月 23 日 平成 26 年４月１日 

歌志内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の施行に伴

い、歌志内市学童保育室の運営等について必要な事項を定めるため、関係条文を整備した。 
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（２）主な計画等の策定状況 

年 月 日 計   画   等   名   称 

平成 27 年２月 18 日 平成 27 年度教育行政執行方針 

 

 

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  １日 

７日 

 

11日 

９日 

教職員辞令交付式（委員長、委員１名） 

歌志内小学校入学式（委員１名） 

歌志内中学校入学式（委員１名） 

空知管内市町教育委員会教育委員会議（委員長） 

歌志内幼稚園入園式（委員１名） 

５月  ７日 

24日 

市議会臨時会（委員長） 

歌志内中学校体育大会（委員長） 

６月  ７日 

  11～12日 

    15日 

歌志内小学校大運動会（委員長、委員２名） 

市議会第２回定例会（委員長） 

歌志内幼稚園運動会（委員長、委員１名） 

７月  10日 

18日 

北海道市町村教育委員研修会（委員長、委員３名） 

中空知管内教育委員会研修会（委員長、委員３名） 

９月  ５日 

９～10日 

    21日 

歌志内小学校授業参観（委員長、委員３名） 

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２名） 

10月  19日 

    31日 

歌志内小学校学芸会（委員２名） 

小学生と市長が語る会（委員１名） 

11月  18日 

    30日 

中学生と市長が語る会（委員１名） 

歌志内幼稚園発表会（委員１名） 

12月16・18日 市議会第４回定例会（委員長） 

１月  11日 成人式（委員長） 

２月  23日 

（定例会前） 

教育施設等の視察及び運営状況説明、授業参観等（委員３名） 

①歌志内小学校、②歌志内幼稚園、③歌志内中学校、④給食センター 
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３月  12日 

  13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） 

歌志内小学校卒業式（委員１名） 

 

 

４ 平成 26年度予算の状況 

（１）予算編成 

 平成 26 年度予算編成に当たっては、現下の財政状況を踏まえ、市民サービスの維持確保を図りな

がら持続可能な財政構造を確立していくため、事務事業の縮減や廃止、代替手法のや一層の事業効率

化の検討など徹底した見直しを行い、限られた財源・財産を効果的に活用しながら、効率よく活性化

を図ることとされた市の方針を踏まえつつ、学校教育予算については、子どもの安全・安心を最優先

としながら、各学校の要望を精査して真に必要なものを確実に要求しました。、特に、旧中学校体育館

の解体除却整備を含む学校施設整備費や学校給食費等の保護者負担軽減措置、学習環境の向上に対す

る事業の必要性を訴え、予算編成を行いました。また、社会教育予算については、公民館の利便性の

向上やプールの延命など効率的な施設運営を行うとともに、放課後子どもプランの推進事業や地域の

教育力向上に配慮した予算編成に係る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 

奨学金貸付人員の増による増額補正を行いました。また、社会教育関係では、７月に発生した大雨に

より郷土館エレベーターピット内への浸水故障による増額補正を行いました。 

 

（３）教育費の予算 

平成 26 年度の教育費最終予算は 279,218 千円で、一般会計最終予算 4,645,564 千円の 6.0％(平成

25 年度は 4.3％)を占め、前年度と比較し、補助金（高等学校支援金）や旧中学校体育館解体除却工事、

中学校トイレ改修工事（洋式化）及び屋上防水改修工事（継続事業）、小・中学校 ICT 機器備品整備、

公民館エリアを中心とする小さな拠点づくり推進事業費などの増額により、65,474 千円、30.65％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。 
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教育費最終予算の内容(項、目別予算） (単位：千円)
予算額 予算額

1 教育総務費 18,223 6 保健体育費 66,313
1 教育委員会費 2,601 1 保健総務費 4,570
2 事務局費 2,353 2 社会体育総務費 594
3 奨学費 12,549 3 体育施設費 11,629
4 奨学金貸付費 720 4 学校給食費 49,520

2 小学校費 42,683 7 青少年対策費 12,116
1 学校管理費 35,819 1 青少年対策費 1,919
2 教育振興費 6,864 2 児童厚生施設費 8,068

3 中学校費 65,691 3 学童保育費 2,129
1 学校管理費 55,923
2 教育振興費 5,486
3 外国青年招致事業費 4,282

4 幼稚園費 6,026
1 幼稚園費 6,026

5 社会教育費 68,166
1 社会教育総務費 549
2 社会教育行事費 257
3 図書館費 2,580
4 公民館費 60,193
5 郷土館費 4,250
6 旧空知炭鉱倶楽部費 337 279,218

項及び目 項及び目

計  

 

 

５ 教育関係者の表彰 

○歌志内市長賞 

・中川 雄介（滝川西高等学校３年） 

  第 67 回北海道高等学校陸上競技選手権大会 男子 800ｍ優勝 

 ○歌志内市スポーツ奨励賞 

  ・該当者なし 

○歌志内市教育文化奨励賞 

  ・渡部 葵（歌志内中学校３年） 

    第 64 回社会を明るくする運動作文コンテスト 最優秀賞 

  

 

６ 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 27 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 27 年度公民館事業について 

図書館協議会委員会 ９ ２ 平成 27 年度図書館事業について 

スポーツ推進委員会 ９ １ 平成 26 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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