
 

 

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２７年度予算

の状況、教育関係者の表彰など、平成２７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 27 年４月 20 日(月) (議事) 

(1)歌志内市学校評議員の委嘱について 

(2)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 

(3)歌志内市立図書館の休館について  

(4)歌志内市の教育理念について 

(その他) 

・平成 27 年度北海道都市教育長会定期(春季)総会関係 ほか２件 

平成 27 年５月 25 日(月) (議事) 

(1)歌志内市コミュニティセンター（仮称）条例の制定について 

(2)歌志内市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

(3)空知教育センター組合規約の変更に係る意見について 

(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 52 回北海道市町村教育委員研修会の開催について ほか３件 

平成 27 年６月 22 日(月) (議事) 

(1)歌志内市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

(その他) 

・各種研修会について ほか５件 

平成 27 年７月 27 日(月) (議事) 

(1)歌志内市コミュニティセンター条例の制定について 

(2)歌志内市総合教育会議設置要綱の制定について 

(3)平成 28 年度から使用する中学校用教科用図書名について 

(その他) 

・平成 27 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１件 

平成 27 年８月 24 日(月) (議事) 

(1)歌志内市コミュニティセンター条例施行規則の制定について 

(その他) 

・歌志内市総合教育会議の開催について ほか２件 

平成 27 年９月 28 日(月) (議事) 

(1)歌志内市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について 

(2)歌志内市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

(3)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 

(4)歌志内市コミュニティセンター使用料減額・免除対象団体について 

(5)全国学力・学習状況調査結果の公表について 

(その他) 

・歌志内小学校学芸会・歌志内市幼小中学芸交流会について ほか４件 
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平成 27年 10月 26日(月) (議事) 

(1)歌志内幼稚園の今後の在り方について 

(その他) 

・歌志内市民芸術文化祭の開催について ほか１件 

平成 27年 11月 26日(木) (議事) 

(1)平成 27 年度教育費第 5 号補正予算(案)について 

(その他) 

・歌志内市コミュニティセンターの愛称募集について 

平成 28 年１月 14 日(木) 

 
(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 28 年度教育費予算概要(案)について 

(その他) 

・子ども・子育て支援事業計画に基づく認定こども園の新設にあたっての

基本方針(案)について  

平成 28 年１月 25 日(月) 

(臨時) 
(報告) 

(1)平成 26 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

係る意見交換会の結果報告について 

(2)平成 28 年度教育費予算概要（案）の査定後の状況について 

(その他) 

・平成 28 年成人式について ほか４件 

平成 28 年２月 22 日(月) 

(現地視察) 
(議事) 

(1)平成 27 年度教育費第７号補正予算(案)について 

(2)平成 28 年度教育行政執行方針(案)について 

(3)平成 28 年度教育費予算(案)について 

(5)歌志内市郷土館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 (その他) 

・卒業式等について ほか２件 

平成 28 年３月 22 日(火) 

 
(議事) 

(1)歌志内市教育委員会行政組織規則及び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 

(2)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 

(3)歌志内市教育委員会事務局職員服務規程の一部を改正する規程の制定に

ついて 

(4)歌志内市学校給食センター処務規程の一部を改正する規程の制定につい

て 

(5)教職員辞令交付式における国歌斉唱について 

(6)学校医等の委嘱について 

(7)教職員の人事異動について 

(8)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３件 

 

 

 

２ 規則等の制定、計画の策定状況 

平成２７年度に制定された教育委員会規則の数は６件、訓令の数は５件です。また、年度末に平成

２８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。 
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（１）教育関係規則 

番号 題                名 公布年月日 施行年月日 

(27 年) 

規則 

第１０号 

歌志内市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について 
平成 27 年６月 22 日 平成 27 年７月 25 日 

市立図書館の移転に伴い、コンピュータ管理による図書館利用カードを導入し、より一層

の利用者への利便性を図るため、所要の規定を整備した。 

(27 年) 

訓令 

第６号 

歌志内市総合教育会議設置要綱の制定 平成 27 年７月 27 日 平成 27 年７月 27 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（平成 26 年法律第 76

号）の施行に伴い、総合教育会議を設置し、運営に必要な事項を定めるため要綱を制定し

た。 

(27 年) 

規則 

第１１号 

歌志内市コミュニティセンター条例施行規則の制定 平成 27 年９月 28 日 平成 27 年 10 月１日 

歌志内市コミュニティセンター条例の施行に伴い、使用申請や使用許可、使用料の減免な

どのについて必要な事項を定めるため規則を制定した。 

(27 年) 

規則 

第１２号 

歌志内市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規

則 
平成 27 年９月 28 日 平成 27 年 10 月１日 

歌志内市コミュニティセンター条例の施行に伴い、社会教育グループにおける関係条文を

整備した。 

(27 年) 

規則 

第１３号 

歌志内市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正

する規則 
平成 27 年９月 28 日 平成 27 年 10 月１日 

歌志内市公民館条例の廃止に伴い、関係条文を整備した。 

(27 年) 

訓令 

第７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９月 28 日 平成 27 年 10 月１日 

歌志内市コミュニティセンター条例の施行に伴い、関係規定を整備した。 

(28 年) 

規則 

第１号 

歌志内市郷土館条例施行規則の一部を改正する規則 平成 28 年３月 28 日 平成 28 年４月１日 

歌志内市郷土館の効率的な管理・運営を行うため、休館日を変更し、関係条文を整備した。 

(28 年) 

規則 

第２号 

歌志内市教育委員会行政組織規則及び歌志内市教育委

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 28 年３月 28 日 平成 28 年４月１日 

効率的な行政運営と住民サービスの向上を目的として、平成 28 年度から職名・職務の見

直しを行うことに伴い、関係条文を整備した。 

(28 年) 

訓令 

第１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 28 年３月 28 日 平成 28 年４月１日 

行政不服審査法の施行により、行政不服審査制度が見直されることに伴い、効率的な行政

運営と住民サービスの向上を目的として、平成 28 年度から職名・職務の見直しを行うこ

とに伴い、関係条文を整備した。 
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(28 年) 

訓令 

第２号 

歌志内市教育委員会事務局職員服務規程の一部を改正

する規程 
平成 28 年３月 28 日 平成 28 年４月１日 

効率的な行政運営と住民サービスの向上を目的として、平成 28 年度から職名・職務の見

直しを行うことに伴い、関係条文を整備した。 

(28 年) 

訓令 

第３号 

歌志内市学校給食センター処務規程の一部を改正する

規程 
平成 28 年３月 28 日 平成 28 年４月１日 

効率的な行政運営と住民サービスの向上を目的として、平成 28 年度から職名・職務の見

直しを行うことに伴い、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２８年２月２２日 平成２８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  ２日 

６日 

 

８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） 

歌志内幼稚園入園式（委員１名） 

５月  14日 

23日 

30日 

市議会臨時会（委員長） 

歌志内中学校体育大会（委員２名） 

歌志内小学校大運動会（委員長、委員２名） 

６月  14日 

    24日 

歌志内幼稚園運動会（委員長、委員１名） 

市議会第２回定例会（委員長） 

７月  ３日 

９日 

21日 

中空知管内教育委員研修会（委員長、委員２名） 

北海道市町村教育委員研修会（委員長、委員３名） 

安平町認定こども園視察（委員長、委員２名） 

８月  25日 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会（委員長） 

９月  ６日 

８日 

    28日 

歌志内市幼保小中地域合同大運動会（委員長・委員３名） 

市議会第３回定例会（委員長） 

歌志内市総合教育会議（委員長、委員３名） 
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10月  18日 歌志内小学校学芸会（委員２名） 

11月  29日 歌志内幼稚園発表会（委員１名） 

１月  11日 成人式（委員長、委員１名） 

２月  22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（委員長、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 

３月８・９日 

12日 

  13日 

18日    

市議会第 1回定例会（委員長） 

歌志内中学校卒業式（委員１名） 

歌志内幼稚園卒園式（委員１名） 

歌志内小学校卒業式（委員長） 

 

 

４ 平成 27年度予算の状況 

（１）予算編成 

 平成 27 年度予算編成に当たっては、現下の財政状況を踏まえ、多様化する市民ニーズに迅速かつ

着実に対応するとともに、中長期的に持続可能な財政構造を確立していくため、歳入に見合った歳出

が予算の基本であることを再認識したうえで、事業の選択と集中を徹底し、限られた財源を効率的・

効果的に活用しながら、身の丈にあった健全な財政運営を推進することを主眼におかれた市の方針を 

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、平成 25 年度から整備を進めてきた小・中学校

のトイレの洋式化を含む学校施設整備費や保護者負担軽減措置を継続しながら学校給食の質の向上を

図るための賄い材料費の増額、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、老朽化による市営プールの解体除却費用や公民館の受電設備整備費

用などの臨時的経費を計上する一方で、プール廃止に伴い、市民が近隣市町のプールを利用する場合

の使用料を計上するなど、平成 26 年度予算の繰越明許事業として実施する小さな拠点づくり推進事

業とともに、社会教育・体育施設の管理運営について、大きく転換す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 

10 月２日に発生した暴風雨により旧中学校屋上モルタル剥離による改修工事による増額補正を行い

ました。また、社会教育関係では、図書館の公民館移転、公民館のコミュニティセンターへの転用に

伴い、新規にコミュニティセンター費を設けて公民館費の一部を新規科目へ計上するとともに、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などを行いました。 

 

（３）教育費の予算 

平成 27 年度の教育費最終予算は 226,178 千円で、一般会計最終予算 4,756,488 千円の 4.8％(平成

26 年度は 6.0％)を占め、前年度と比較し、旧中学校体育館解体除却工事及び中学校屋上防水改修工事

などの普通建設事業費や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減額により、

△53,040 千円、19.0％の減となりました。 

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 16,712 6 保健体育費 60,334
1 教育委員会費 2,599 1 保健総務費 4,054
2 事務局費 2,338 2 社会体育総務費 577
3 奨学費 11,055 3 体育施設費 13,608
4 奨学金貸付費 720 4 学校給食費 42,095

2 小学校費 34,787 7 青少年対策費 12,124
1 学校管理費 29,850 1 青少年対策費 1,916
2 教育振興費 4,937 2 児童厚生施設費 8,060

3 中学校費 40,301 3 学童保育費 2,148
1 学校管理費 31,357
2 教育振興費 4,589
3 外国青年招致事業費 4,355

4 幼稚園費 4,526
1 幼稚園費 4,526

5 社会教育費 57,394
1 社会教育総務費 501
2 社会教育行事費 263
3 図書館費 3,069
4 公民館費 36,804
5 郷土館費 4,859
6 旧空知炭鉱倶楽部費 337
7 コミュニティセンター費 11,561 226,178

項及び目 項及び目

計

 

 

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 

  ・該当者なし 

○歌志内市教育文化奨励賞 

  ・神田 有伽奈（歌志内中学校３年） 

    第 65 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 ３ 平成 28 年度社会教育事業について 

公民館運営審議会委員会 ９ １ 公民館の用途変更について 

図書館協議会委員会 ９ ３ 平成 28 年度図書館事業について 

スポーツ推進委員会 ９ １ 平成 28 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。 

※公民館運営審議会は、公民館の用途変更に伴い平成 27 年 9 月 30 日をもって消滅。 


