行 政 報 告
令和元年度福島町議会定例会９月第２回会議の開催にあたり、定例会
６月会議以降の行政報告を申し上げます。

１ 鈴木直道北海道知事への表敬訪問について
８月２２日に、北海道庁を訪問し、鈴木直道北海道知事へ２期目の
就任挨拶を行ってまいりました。当日は、冨原道議会議員にも同席い
ただき、私から福島町の水産業の現状や現在進めている「アワビの陸
上養殖」及び「食べる昆布」などの取り組み状況を説明し、鈴木知事か
らは、精力的に道内市町村の状況を見てまわっている旨のお話があり
ました。
そのほか、道庁各部の部長など幹部の方々に就任挨拶と当町の現状
などを報告し、様々な面での支援を要請してきたところであります。

２ 「はこだて福島会」の解散について
８月末に「はこだて福島会」の吉澤会長から突然「はこだて福島会」
の解散のお知らせがあり、８月２０日の緊急役員会で解散する旨の決
議が採択されたとのことで、町としては大変残念な結果ですが会の実
情を考慮し、承諾することといたしました。
「はこだて福島会」は、札幌・東京に続き平成２５年に福島町のふる
さと会として設立され、これまで函館市周辺の在住者の方々が中心と
なり、福島町の強力な応援団として側面から支援をいただいたところ
であります。
これまでの、ふるさと福島町に対する会員の皆様及び役員の皆様か
らいただいたご支援・ご協力に心から感謝申し上げますとともに、引
き続き福島町への応援をお願い申し上げるところでございます。
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３ 九重部屋夏合宿について
２年ぶりとなる九重部屋夏合宿が８月６日から１４日までの９日間、
横綱記念館の稽古土俵において行われ、期間中は稽古を見学するため
延べ１，５４０人の相撲ファンの来場があり、力士たちの迫力ある朝
稽古を堪能しておりました。
また、１３日に開催されたイカ祭りには、九重親方及び先代のおか
みさんも来町され、九重部屋自慢のちゃんこ鍋の提供や各イベントに
力士が参加するなど、祭りを盛り上げていただきました。
続きまして、各課所管事項について、ご報告いたします。

（１）総務課の所管事項について
① 普通交付税の確定について
はじめに、令和元年度の普通交付税の交付額が７月２３日付けで確
定し、関連予算を本議会に計上しておりますので、内容についてご報
告いたします。
交付額は、１６億４，７９０万２千円で、前年度決定額との比較で
は，５８４万５千円の増、また、本年度当初予算額との比較では５，
６７４万８千円の増となっております。
臨時財政対策債につきましては、当初予算と比較して４６８万５千
円減の、６，７２７万３千円となっております。
また、一般会計に係る前年度からの繰越金も補正計上しております
が、地方財政法第７条の規定に基づき、繰越金の２分の１を下らない
金額の３，３００万円を財政調整基金に積み立てることとしておりま
す。
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② 防災訓練について
９月３日に「地震による津波の発生」を想定した全町一斉の防災訓
練を実施しました。
訓練では、避難勧告の発令とともに、地域住民は、近くの高台に避難
する訓練に取り組んでいただきました。
また、福島小学校では、児童の防災意識を醸成するため、「一日防災
学校」が開催され、段ボールベットの組み立てや防災グッズの使い方
などを体験しました。
なお、当日は、日赤奉仕団による炊き出し訓練も行なわれ、児童及び
小学校へ避難した地域住民やＰＴＡの方も食事をともにしながら防災
の大切さを学んだところです。
今後とも、町民の日頃からの防災意識の醸成とともに、災害対策に
万全を期してまいります。

③ 河川への油の流出について
７月１３日と３０日に月崎地区の緑川において、灯油と思われる油
の流失がありました。福島消防署及び町では、油除去マットやオイル
フェンス等を設置し対応したところ、幸い大事にはいたらなかったと
ころであります。

町の主な主催事業及び行事等については、別に記載してございます。
以上で行政報告を終わります。
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教育行政報告
令和元年度福島町議会定例会９月会議の開催にあたり、定例会６月会
議以降の教育行政報告を申し上げます。
１ 幼児教育、学校教育
（１）小中学校の教育について
①事務事業評価について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく、平成３０年度
分の事務・事業に係る「点検・評価」につきましては、事務局による一
次評価を基に、教育委員会会議で２次評価を行い、８月２３日の外部
評価委員会議において最終評価を行い、その結果を報告書として取り
まとめて本議会に報告しております。
②全国相撲の大会関係について
中学生では、７月２８日に東京都で開催された、第３０回全国都道
府県中学生相撲選手権大会に、福島町相撲スポーツ少年団の野坂君が
北海道チームの先鋒として出場しましたが、善戦むなしく予選敗退と
なりました。
また、８月１７日～１８日に奈良県で開催された、第４９回全国中
学校相撲選手権大会に福島中学校の野坂君が出場し、個人戦予選を見
事に突破し、決勝トーナメントに進出しましたが、２回戦で敗退とな
りました。
小学生では、８月４日に東京都で開催された、第３５回わんぱく相
撲全国大会に福島小学校児童 2 名と、８月２５日に東京都で開催され
た、第１回わんぱく相撲女子全国大会に、福島小学校児童１名が出場
しましたが、いずれも１回戦敗退となりました。大会後に、選手及び引
率者から大会での奮闘の報告を受けたところであり、今後の更なる活
躍に期待しているところであります。
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③生徒友好交流事業について
三市町の間で行われている生徒友好交流事業は、７月３０日から８
月２日まで中学生８名と引率者２名を長野県木曽町に派遣しました。
木曽馬の乗馬体験や御岳ロープウェイの搭乗、国宝「松本城」の見学な
ど、貴重な学習や体験を通じて木曽町の生徒と交流を深めてまいりま
した。
④学校選択制について
学校選択制については、両小学校の受け入れ可能人数の決定と併せ
て、両学校の紹介パンフレットを作成し、８月２３日に令和２年度の
新入学生及び新２年生の児童・保護者へ希望申請書と紹介パンフレッ
ト等を同封の上、送付したところであります。
なお、希望申請書の提出期限を１０月４日とし、希望の是非を教育
委員会会議において決定し、１１月上旬に全保護者に対して決定の内
容を通知する予定としております。
（２）学校給食について
給食における地元食材の利用に関しましては、昨年に引き続き、福
島吉岡漁業協同組合よりウニ（５㎏）の無償提供を受けて、７月１２日
に「ウニ浜汁」をふるさとメニューとして提供したところであります。
(３)外国語指導助手（ＡＬＴ）の任用について
７月末日に任期満了となった、1 名のＡＬＴの後任として、８月か
ら新たなＡＬＴを任用いたしました。アメリカからの来日で、２０代
の女性となっており、８月５日から福島中学校に勤務しております。
（４）高等学校の存続対策等について
７月１日に道立福島商業高等学校存続検討委員会を開催し、これま
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での高校存続対策を中心とした施策から「福島商業高校の今後の在り
方」について協議を進めていくことを確認したところであります。７
「福島町高校の在り方に関する協議会設立準備委員会」を
月８日には、
設置し、具体的な検討を進めていくための新たな協議会の設立に向け
て準備を進めているところであります。
なお、今年度の福島商業高等学校存続対策としては、新たにＰＲポ
スターを制作するとともに、学校案内パンフレットを作成し、９月３
日までの間に渡島、檜山管内及び札幌市内の中学校に送付したところ
であります。

２ 社会教育、青少年の育成について
（１）児童・生徒について
児童の生活リズムの改善や、家庭学習の定着等を目的とした、「通学
合宿」を８月１９日から３泊４日の日程で実施いたしました。今年度
は、北海道教育委員会の「学校サポーター派遣事業」を活用し、函館市
内の大学生３名と地元高校生１名による学習指導の補助をはじめ、食
事面でも、ふくしま町女性の会やＰＴＡなど、多くのボランティアの
協力をいただき、開催したところであります。参加した１６名の児童
からは、良い経験になった、楽しかった、来年も参加したいなどの意見
をいただきました。

（２）一般について
成人祭・成人式につきましては、８月１３日に実行委員会主催の成
人祭が開催され、１４日の成人式には、町長、議長及び議員並びに各学
校長の出席の下、１８名の新成人が出席し、大人としての新たな出発
を誓い合いました。

6

３ スポーツについて
（１）スポーツ合宿誘致事業について
渡島西部４町による高校野球の合宿誘致につきましては、８月５日
～１２日に木古内町・知内町の各野球場において、１８校が参加して
行われました。この間、福島町への宿泊については、苫小牧東高校と弘
前実業高校の２校の生徒と監督等を含め計４７名が宿泊しております。
また、福島中学校を通じて、９月２１日～２３日の３日間、当町で渡
島檜山管内の中学校バスケットボール部の合宿に伴う宿泊補助の要望
がありましたので、関連予算を本議会に補正計上しております。

４ 芸術文化・文化財について
（１）文化財について
７月２４日に当町で松前神楽北海道連合保存会代表者会議が開催さ
れました。松前神楽は、昨年３月に国の重要無形民俗文化財に指定さ
れたところでありますが、北海道の歴史ある代表的な民俗芸能を広く
道民に周知するため、来年度、札幌市内で計画している国指定記念公
演の開催に向けて協議を行ったところであります。

以上で、令和元年度定例会６月会議以降の教育行政の報告を終わりま
す。
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行事等報告書 （令和元年6月5日～令和元年8月31日）
○主な町主催行事等
件

内

名

容

月

日

所管課

8

5～
15

産業課

九重部屋夏合宿

8

13

産業課

第33回
当日海峡横綱ビーチ入場者数 ４，６００人
やるべ福島いかまつり
内、いか祭り及び花火大会入場者数 ３，２００人
第30回海峡花火大会

朝稽古実施期間 ８日間
参加力士 ９名
朝稽古見学者 延１，５４０人

○行事等
内

月

日

6

8 福島学ジュニア

容

9 福島消防団総合訓練大会
10 松前地区防犯協会総会（松前町）
11 入札
12

北海道さけ・ます増殖事業協会定時総会（札幌市）
校長会
総務大臣による市区町村長講演会（東京都）

14 民生委員推薦会
教頭会
15 札幌福島会総会（札幌市）
17

固定資産評価委員辞令交付
駅伝競走大会実行委員会

18 福島町地域公共交通確保維持改善協議会
19 入札
20 福島町議会定例会６月会議
23 町民ふれあいスポーツ大会
24 文化団体協議会総会
25 長野県木曽町表敬訪問
26 富山県図書館視察（舟橋村）
27

渡島地域いじめ問題対策協議会（函館市）
教育委員会議

28 高齢者学級（知内町）
30 認定こども園福島保育所運動会
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1 道立福島商業高校存続検討委員会
2

北海道マリンビジョン21促進期成会総会（札幌市）
渡島西部４町教育委員会担当者会議

3 社会を明るくする運動内閣総理大臣・北海道知事メッセージ伝達式
4

渡島総合開発期成会札幌要望（札幌市）
第25回参議院議員通常選挙公示日

5 幼児人形劇鑑賞会(福島保育所、福島幼稚園）
9

災害時における消火用水等の供給に係る協定（北斗市）
岩手県北上地区広域行政組合議員行政視察
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参加人数

月

内

日

容

入札
10

教育委員会委員研修会（札幌市 ～11日）
校長会
福島保育所保育参観・給食試食会

11 渡島廃棄物処理広域連合議会臨時会（北斗市）
市町村職員年金者連盟松前ブロックパークゴルフ大会（パークゴルフ場）
12 令和元年度福島町戦没者追悼式（吉岡総合センター）
租税教育の推進懇談会
13 千代の富士杯相撲大会「ちゃんこ交流会」（福祉センター）
14 千代の富士杯兼国体相撲道予選
夏の交通安全運動街頭啓発
16 福島町地方創生推進会議
教頭会
渡島西部広域事務組合入札
17 福島町青少年問題協議会
道みんの日パークゴルフ場無料開放
海峡横綱ビーチ海開き安全祈願祭
20 社会を明るくする運動渡島西部中学校野球大会（新緑公園野球場）
福島商業高校新潮祭（～２１日）
21 第25回参議院議員通常選挙投票日
22 渡島西部広域事務組合参与会議
23
24
25
26
29

福祉自治体ユニット地域ケア施策ネットワーク総会（東京都）
教科書採択委員会（函館市）
函館人見保育所との交流事業(ホタル観察他）福島保育所～２５日
福島町いじめ防止等対策推進委員会
北海道市町村振興協会設立40周年記念市町村長交流セミナー（札幌市）
教育長会議（函館市）
防災・危機管理トップセミナー（札幌市）
福島町いじめ問題対策連絡協議会
教育委員会議
長野県木曽町友好交流生徒派遣結団式
渡島西部広域事務組合第1回臨時会

30

総合計画各課ヒアリング（～8/2）
公立高校配置計画地域別協議会（函館市）
長野県木曽町友好交流生徒派遣（～8/2）

31
8

1
5

渡島西部広域事務組合入札
渡島副市町長研修会（札幌市）
木古内地方食品衛生協会訪問
全道副市町長セミナー（札幌市）
後期高齢者医療広域連合第1回臨時会（札幌市）
コンブ輸入割当制度堅持北海道自治体協議会総会（札幌市）
渡島総合開発期成会中央要望（東京都）

6 小学生向けプログラミング講座（～8日）
ジュニアスイミングスクール（～８日）

9

月

内

日

容

8 福島保育所「夕涼み会」
11 福島町長・福島町議会議員選挙告示日
13 第33回やるべ福島いかまつり、第30回海峡花火大会
14 福島町成人式
16 福島町長(無投票）・福島町議会議員選挙投票日
17 千代の富士杯パークゴルフ大会
19
20
21

福島町長・福島町議会議員当選証書付与式
小学生通学合宿・なごめ～る（～２２日）
渡島総合振興局等協議（函館市）
福島商業高校新潮祭（～２１日）
校長会
道南ブロック教育長研修会（函館市）

22 北海道庁等協議（札幌市）
23

渡島地域づくり連携会議（函館市）
教頭会

24 ささだ道議道政報告会（八雲町）
25 千軒「そばの花」観賞会
27 渡島さけ・ます増殖事業協会理事会（函館市）
28 渡島西部広域事務組合参与・幹事会
29 介護・国保運営協議会
30

自由民主党北海道総合振興特別委員会現地意見交換会（木古内町）
高橋亨道議北海道議会副議長就任祝賀会（函館市）

31 渡島地区身体障害者福祉大会及びスポーツ大会（知内町）
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◎ 令和元年度 普通建設事業の発注工事等・完成一覧表（6月会議以降）
（単位：円）
番

契約
月日

号

見積
入札
月日

1

6月19日

6月21日

丸山団地町営住宅（R1棟）建 金澤・小鹿経常建設共
築主体工事
同企業体

1月31日

84,722,000

84,480,000

2

6月19日

6月21日

丸山団地町営住宅（R1棟）機
㈱金澤建設
械設備工事

1月31日

14,399,000

14,080,000

3

6月19日

6月20日

丸山団地町営住宅（R1棟）電
㈲花田電気
気設備工事

1月31日

12,089,000

11,605,000

4

6月19日

6月20日

丸山団地町営住宅建設工事
安岡建設工業㈱
の内浄化槽工事

1月31日

17,094,000

16,500,000

5

6月19日

6月20日

丸山団地町営住宅建設工事
安岡建設工業㈱
の内外構工事

1月31日

26,268,000

25,410,000

6

6月19日

6月21日 福島町福祉バス

㈲上嶋環境営繕

12月25日

10,115,570

10,089,760

7

6月26日

6月27日 日向生活館改修工事

柏崎工務店

10月31日

17,105,000

16,830,000

8

6月26日

6月27日 塩釜生活館解体工事

㈲小鹿建設

11月15日

4,356,000

4,268,000

9

6月26日

6月28日 浄化槽設置（その１）工事

㈱金澤建設

9月20日

11,232,000

10,800,000

10 6月26日

6月27日 館古地区土留工整備工事

㈲創拓建設

8月30日

3,758,400

3,639,600

11 6月26日

6月27日

町道丸山団地5号線整備工
事

石岡・創拓経常建設共
11月29日
同企業体

43,384,000

42,570,000

12 6月26日

6月26日

町内会館（塩釜）整備工事実 ㈱北匠建築設計事務
施設計委託業務
所

12月15日

2,992,000

2,838,000

13 6月26日

6月26日

林業専用道吉岡線測量設計
北栄測量設計㈱
委託業務

9月13日

4,838,400

4,536,000

14 6月26日

6月26日

美山浄水場前処理施設整備
㈱日水コン北海道支所
設計委託業務

3月19日

20,031,000

18,700,000

15 7月10日

7月18日 議会中継システム

9月30日

4,339,440

4,320,000

16 7月24日

7月24日

12月25日

6,446,000

5,940,000

工

事

名

等

契約相手

東和E＆C㈱

穏内橋外橋梁補修調査設計
㈱開発工営社
委託業務

合

計

工 期

予定価格Ａ

283,169,810

11

契約金額Ｂ

276,606,360

完成
月日

8月22日

備 考

