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平成 26 年６月 小城市定例教育委員会 会議録（要旨） 

 

１ 日 時 

平成 26 年６月 26 日（木）  

開会 午前９時 30 分から   閉会 午前 11 時 08 分 

 

２ 場 所 

小城市役所 西館 ２－６会議室 

 

３ 出席及び欠席委員 

  出席委員  山﨑委員長 上野委員 大庭委員 久本委員 今村教育長 

  欠席委員  飯盛委員 

 

４ 会議出席職員 

  伊東教育部長 山口教育総務課長 本村学校教育課長 南里こども課長 坂田生涯学習課 

長 古庄文化課長 松尾教育総務課副課長兼庶務係長 南里学校教育課副課長 川原こど 

も課子育て支援係長 永ノ間生涯学習課副課長 永田文化課文化財保護係長 

 

５ 平成 26 年５月定例教育委員会の会議録承認について            〔承認〕 

  

６ 教育長の報告事項 

 ・『教育委員の福津市研修』の報告を受け‘コミュニティスクール’など、前向きな取り組 

みを参考にしたい。 

 ・『子どもの安全を地域で見守る会』への参加者が多く、関心をいただいていることに安堵 

した。今、全国各地で連れ去りなどが発生、どこででも起こりうる事件から子ども達を守 

る。まずは‘生命の安全’ 

 ・６月議会の一般質問では小城市の教育を支援しようとする内容をいただいた。学校の課題、 

図書館相互利用、子ども・子育て支援、市の教育方針、フッ化物洗口、土曜授業、特別支 

援教育、交流プラザと公民館など。 

 ・今年度も始まった学校訪問では、子ども達の一生懸命な姿、また、教員の前向きな意見を 

知る場となった。 

 

７ 議 事 

第１ 議決事項 

 【第８号議案】 

   小城市史跡の指定について 

 

 〔議案説明〕 

 ◇文化課長が内容を説明 

星巌寺の境内地を文化財に指定することを目的として、文化財保護審議会に諮問したい。 

現存するいずれの建物も経年劣化が進み、歴史的建造物としての修復が必要。小城市の指 

定文化財に指定し、保存を進めていきたい。 
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〔意見・質疑〕 

○委員長 

  寺としては役員に意向を示すとかしなくてよいのか。 

○文化課長 

  鍋島家が檀家だったお寺なので、今は檀家がないとのこと。建物の老朽化への今後の 

対応として、星巌寺にいくらか補助金を出して最低限の保全を加えていきたいための提 

案。真照寺にも納得いただいている。 

  ○教育長 

    フォーラム小城などのグループで寄附金を集めていくらか補修した経緯もあるが、追 

い付かない。 

  ○文化課長 

    これまでも保存して欲しいという声はあった。 

 

  〔結果〕 

   承認 

 

 【第９号議案】 

   社会教育委員の委嘱について   

 

 〔議案説明〕 

 ◇生涯学習課長が内容を説明 

  小中学校ＰＴＡから選出の委員がＰＴＡ総会で代わられたための委員変更に伴う報告。 

 

〔意見・質疑〕 

  なし 

 

 〔結果〕 

  承認 

 

第２ 協議事項 

 【協議第２号】 

   平成 26 年度「小城市の教育」の作成について              

 

 〔協議内容説明〕 

 ◇教育総務課長が内容を説明 

平成 26 年度版小城市の教育要覧である「小城市の教育」を作成し、裏面のとおり配布 

したい。原稿（案）について、意見をいただきたい。 

 

  〔意見・質疑〕 

  ○委員長 

教育委員会として、小中一貫校として始動したというＰＲをかなりしてきたので、組 

織図に‘芦刈観瀾校’の名称を入れてほしい。 

  ○Ｄ委員 

小中学校はクラス数、教職員数が掲載されているのに、幼稚園・保育園はその数がな 
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   いが何故か。 

○こども課長 

  幼保は、一人増えたら年度途中に何度もクラス数や担任数が変わり、流動的なため、 

 掲載に向かないため掲示していない。 

 

〔結果〕 

 承認 

 

第３ 報告事項 

 【報告第 10 号】 

小城市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱について       〔了承〕 

 

  〔内容説明〕 

  ◇こども課長が報告内容を説明 

子育て世帯臨時特例給付金支給について、3,500 通の申請書類を、６月 30 日発送予 

定。臨時福祉給付金（福祉課）と同時進行で事務処理をすすめていく。対象児童を 

7,000 人と見込んでいる。今年１月の児童手当受給者が対象。公務員が勤務先で児童手 

当支給を受けているため、確実な全体数の把握は難しい。 

 

  〔意見・質問〕 

  ○委員長 

    これは１回限りのものなのか。 

  ○こども課長 

    １回限りだが、消費税が１０％になった際にどうするかは国でまだ未定。 

  ○委員長 

    申請洩れの対応は。 

  ○こども課長 

    ホームページ掲載、広報誌掲載、児童手当の現況届時の案内を実施。対象者に通知を 

発送し、９月頃までに申請の無い者については、再度連絡をとっていく。 

  ○教育長 

    トラブルが一番キツイので、確実にインフォメーションが届くよう手立てをするよう 

に。担当はトラブルが一番キツイから。 

  ○委員長 

    民生委員さんあたりに説明していたほうが良い。 

  ○教育部長 

    福祉が福祉給付金の説明をされるので、出来たら、子育て世帯給付金の説明もお願い 

する。 

 

  〔結果〕 

   了承 

 

  【報告第 11 号】 

小城市病児・病後児保育事業実施要綱の一部を改正する告示について    

 



- 4 - 

〔内容説明〕 

◇こども課長が内容説明 

小城市内に対象施設が無いため、佐賀市と江北町に委託契約をしている。昨年度の利 

用は佐賀市を 28 件、江北町を 65 件。江北町の古賀小児科の利用が多く、交付金が多く 

入ったので、その還元として、利用料が半額となるため、佐賀市と江北町の利用料金が 

異なることによる要綱改正。 

 

  〔意見・質疑〕 

  ○Ｂ委員 

   事前登録しておくと、主治医に診せて許可があったら預かってもらえるのか。 

  ○こども課長 

   そうです。但し、定員まで。 

  ○教育長 

   手続きが大変そうだ。 

  ○こども課長 

   急に診たこともない子どもを預かるので手続きは必要。 

  ○教育長 

   対象児の年齢は。 

  ○こども課長 

２か月から小学校３年生まで。 

  ○教育長 

   小城市内には対象病院はあるのか。 

  ○こども課長 

   相談はしているが、条件が整わないということ。 

 

  〔結果〕 

   了承 

 

  【報告第 12 号】 

小城市スポーツ推進委員の委嘱について                  

 

  〔内容説明〕 

  ◇生涯学習課長が内容説明 

今年度から２年間のスポーツ推進委員が決まったため、その報告。数名、新旧交代さ 

れている。 

 

  〔意見・質疑〕 

  ○教育長 

   以前は、体育指導員という名前だった。すごくボランティア意識が高く、イベントの際 

には、暑い中、寒い中、早くから来て活動していただいている。この組織はすごい。長く 

勤めていただいた方は後輩に道を譲るという意識も持たれていて、素晴らしい。 

 

〔結果〕 

 了承 
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  【報告第 13 号】 

   平成 27 年小城市成人式について 

 

  〔内容説明〕 

  ◇生涯学習課長が内容説明                        

平成 27 年の成人式開催要項が決まったため、報告。今年度は旧議会棟が改修時期に入 

る見込みのため、牛津会場は、セリオのホールを借用して開催する。 

  

  〔意見・質疑〕 

  ○教育長 

   議会の中で質問が出たが、就職情報は。 

  ○生涯学習課長 

   成人式の機会を利用してということで、何らかのアプローチを考えることとしている。 

  ○教育長 

   地元に若者が残っていくために、地元企業の説明を。 

 

  〔結果〕 

   了承 

 

８ その他 

① 教育委員会の共催及び名義後援事業について                  
共催について「高田保馬博士をたたえる会」「第 27 回小城市芦刈ムツゴロウロードレ 

ース大会」の２件を、後援について「第 51 回佐賀県母親大会」「渡辺松坡小品展」「第 9 

回津の里バレーボール大会」「第 5 回アイル周辺整備事業ひまわりまつり」「第 14 回ムー 

ンファンタジア in 三日月」「平成 26 年度小城市ふれあいラージボール卓球大会」「第 10 

回しきなみ子供短歌コンクール」「ＭＯＡ児童作品展小城市展示会」の８件を教育総務課 

から報告                                〔了承〕 

② 第 25 回書聖中林梧竹翁顕彰席書大会について               〔了承〕 
７月 27 日（日）開催 10 日までの作品募集、27 日の 15 時 30 分からの表彰式について

文化課から報告                            〔了承〕  

③ 平成 26 年度（平成 25 年度分）評価委員会のスケジュールについて     〔了承〕 
第１回を７月３日（木）18：30 から開催。教育委員、教育総務課、文化課出席。教育総

務課から報告                             〔了承〕 

④ 平成 26 年度佐賀県市町教育委員会連合会定期総会の開催について       
   ７月１日（火）14：00 開会。教育委員は 13：00 に庁舎東玄関前集合。教育総務課より 

説明                                 〔了承〕 

 

９ 次回教育委員会開催日時及び場所 

 ◇定例会 

【日 時】 ７月 24 日（木） 午前９時 30 分～ 

【場 所】 小城市役所 西館２階 ２－６会議室 

 

10 議 事【非公開】 
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第１ 報告事項 

  【報告第 14 号】 

就学援助の認定について                        〔了承〕 

 


