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平成26年11月 定例教育委員会 会議録（要旨） 

 

１ 日 時 

平成26年11月26日（水） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前11時39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 飯盛委員 久本委員 今村教育長 

  欠席委員  なし 

 

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 永ノ間生涯学習 

課副課長 川原こども課子育て支援係長  

 

５ 平成26年10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 

 ・白馬村の大地震、被害が少なかったのは日頃からの絆、声掛け、日頃の訓練の成果。私た

ちは災害に無縁だと思っているが、隣の人と手を合わせる、心を合わせる声をかけるとい

うことが互いに生活をしていくうえで重要。 

 ・文化と教育に親しむ月間、中学校の文化祭から各町文化祭、こども達も巻き込んだ文化連

盟の活動が非常に嬉しい。 

・11 月９日のフリー参観デー、それぞれの学校が見てもらおうという真摯な気持ちが感じ

られて良かった。 

 ・11 月 12 日の小城市教育研究大会、日頃から校内研修を深めて先生が課題と成果をもって

この大会に参加いただくことが大事。当番校はすごく気合を入れてくれて、すごい成果が

あがっている。 

 ・適正就学指導委員会、お医者様も含め真剣にひとりひとりを見つめ、最終的にその子にい

ちばん良い所を決めるすばらしいメンバーが揃っている。 

 ・今年も、11 月 17 日にティオテクノ様から市内の子どもたちにマスクの寄贈があった。 

 ・11 月 19 日の「鎮国之山」の除幕式、11 月 23 日の市のスポレク大会が無事終わった。 

 ・11 月 22 日の九州国公立幼稚園研修大会、晴田幼稚園長が実行委員長で他の園長も非常に

活躍された。市内幼稚園の先生たちも多く参加いただき、小城市の頑張りが見られた。 

 

７ 議 事 

第１ 議決事項 

【第 25 号議案】 

平成 27 年度小城市教育の基本方針について 

 

〔議案説明〕 
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◇教育部長が提案理由を説明 

例年、次年度の小城市教育の基本方針を２月定例教育委員会で審議しているが、生涯学習課

が 12 月に印刷する「早寝・早起き・朝ごはんカレンダー」に、次年度の基本方針を掲載す

るため、今月の提案となった。        

 

〔意見・質問〕 

○委員長 

2018 年度には道徳教育が教科としてはっきり入ってくるので、市民こぞって大人が子供の

手本になるような呼びかけを「重点目標」のところに入れたい。 

○教育長 

 小城市民総ぐるみで道徳、そういう捉え方は大切。昔は個人の問題とされていたが、今は

はっきり求めていかなくてはいけない時代。入れることに賛成。 

○Ａ委員 

 大人も含めてというところは大事。先生など大人の影響は大きい。 

○教育長 

 ‘読書をとおした豊かな感性と道徳の’と入れ込むと、教養は道徳に通じるが。 

○委員長 

 ６番の小中一貫校のところを、次のステップへという事で、道徳に入れ替えてはどうか。 

○教育長 

 小中一貫の成果はまだ何年かしないと出ては来ないが、全体的なところから考えると、入れ

替えても良いと思う。 

○学校教育課長 

 委員長が言われたように、道徳教育の強化が今後、教科指定になってくるので、重点的に実

施するという意味も込めて文言を加えてはどうかと思う。 

○委員長 

 学校や家庭や地域と連携による、などはどうか。 

ここからの文言は、教育長にお任せするということで。 

○教育部長 

 今のご意見をもとに文面を整理して、確認していただくことで。 

 

〔結 果〕 

承認 

 

【第 26 号議案】 

小城市教育委員会事務局組織規則の一部改正について             

 

〔議案説明〕 

◇こども課長が提案理由を説明 

 こども課子育て支援係の事務の中にある「母子・寡婦福祉資金」業務に「父子」が追加に

なったもの 

 

〔意見・質問〕 

○委員長 

 法改正に伴うものか。 

○こども課長 
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 法律のタイトル変更により業務名が変わったもの。 

○委員長 

 以前から、父子はどうなるのかという意見は出ていたが、形になってきたということか。 

○こども課長 

 まだ完全ではないが、父子が入ってきた。 

 

〔結 果〕 

承認 

 

第２ 報告事項 

【報告第 26 号】 

小城市未熟児養育医療負担金徴収規則の一部改正について 

 

〔内容説明〕 

◇こども課長が提案理由を説明 

 平成 25 年度に県から市に降りてきた事業。出産時体重 2,000 グラム以下の未熟児を対象に

した医療費助成制度。これも、法律のタイトル変更による内容の一部変更。 

 

〔意見・質問〕 

○なし 

 

〔結 果〕 

  了承 

 

【報告第 27 号】 

小城市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則の一部改正について 

 

〔内容説明〕 

◇こども課長が提案理由を説明 

 これも、事業名が法のタイトル変更に伴い父子が追加になったことによる文言の整理と、法

律改正による条ズレの解消。 

 

〔意見・質問〕 

○なし 

 

〔結 果〕 

了承 

 

【報告第 28 号】 

小城市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び小城市高等職業訓練促進給付金

事業実施要綱の一部改正について                     

 

〔内容説明〕 

◇こども課長が提案理由を説明 

 これも法律の改正に伴う文言の修正。 
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〔意見・質問〕 

○教育長 

 これは、講義か何かを受けるものなのか。 

○こども課長 

 教育訓練給付金事業は、指定を受けた能力開発を受け、その講義の終了時に給付金を行うも

の。金額が上限 10 万円なので、利用者が少ない。高等職業訓練促進給付金事業の看護学校

とか短大は月額 10 万円や 7 万 5 千円なので、利用者が多い。 

○教育長 

 途中で辞める人はいないか。 

○こども課長 

 今のところ、退学や中退は聞いていない。 

○教育長 

 周知の方法は。 

○こども課長 

 母子父子家庭が対象なので、児童扶養手当の面接と更新の際、支援制度の説明をしている。 

 

〔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 
・第 55 回郡市対抗県内一周駅伝大会、子育てセミナー、小城市民劇団おぎんと旗揚げ公演

‘藤隠れ異聞’、第 10 回小城市バレーボール協会長旗大会、目指せ佐賀の子ども観光大使、 

  第２回邦楽の調べ‘小城邦楽会・雛乃会合同演奏会’、アイル DE クリスマスパーティー、 

第 12 回幸せになれるとっても暖かい「幸せのクリスマスの灯」、小城市まち歩き第二弾ス

ペシャルツアー、2015 春国際協力フェスティバル in 能古島、2015 春 小学生「Spring 

CAMP in 能古島」、2015 春 中学生「SpringCAMP in 能古島」、平成 27 年度「家庭倫理講 

演会」の 13 件の承認を報告 

 

② 平成 26 年度 執務納め・執務始めの日程について 
・執務納め 12 月 26 日 17：00～ ドゥイング三日月 

・執務始め １月 ５日 11：00～ ドゥイング三日月 

 

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 12 月 25 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】 

第１ 議決事項 

【第 27 号議案】 

平成 26 年度小城市一般会計補正予算（第５号）のうち教育委員会の所管する予算につい 

て                                   〔承認〕 

【第 28 号議案】 

組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例について          〔承認〕 
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【第 29 号議案】 

小城市保育の実施に関する条例を廃止する条例について           〔承認〕 

【第 30 号議案】 

小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 〔承認〕 

【第 31 号議案】 

小城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 

                                  〔承認〕 

【第 32 号議案】 

女子高校生奨学生の推薦について                  〔次回再提案〕 

【第 33 号議案】 

  小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

                                      〔承認〕 

【第 34 号議案】 

  工事請負契約の締結について                       〔承認〕 

 

第２ 報告事項 

【報告第 29 号】 

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

 


