
- 1 - 

平成 27 年 11 月 定例教育委員会 会議録（要旨）

１ 日 時 

平成27年11月26日（木） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前10時50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 飯盛委員 大庭委員 久本委員   

  欠席委員  今村教育長 

４ 会議出席職員 

南里教育部長 山口教育総務課長 本村学校教育課長 松尾保育幼稚園課長 古庄文化課長 

  坂田生涯学習課長 西村生涯学習課副課長 南里教育総務課副課長 田中教育総務課副課長兼

施設係長 中尾教育総務課庶務係長  

５ 平成27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

   教育部長より代理報告 

 ・１０月の下旬から１１月上旬にかけて学校の文化祭、芦刈ムツゴロウロードレース等が開催さ

れ、学校の力と地域の力を見ることができた。

・１０月２９日の教育支援会議では、発達障害の支援に対して、子どもたちの学習の場の在り方

について検討されている。

・１０月３０日に佐大との連携事業として、「千葉・鍋島から現代」ということで文化課により

開所式を行った。

・１１月２日に、梧竹翁顕彰会から、梧竹の書を使った梧竹カレンダーを小城市に贈呈をしても

らった。

 ・１１月２日、三日月幼稚園と芦刈保育園、芦刈幼稚園で出羽海部屋の力士との訪問交流がされ

た。

 ・１１月４日には、保育園、幼稚園の年長さんを公立、私立含めて集めて、小城市全体の就学前

交流会を実施した。

 ・１１月５日は、相原一郎基金により関東の方に研修に選抜された方の説明会をした。日程は１

２月１７日の木曜から１９日の土曜日まで２泊３日、小学校６年生が８名と中学校２年生が４

名、引率者が行く予定。 

 ・１１月７日は小城のお宝展、１１月８日は小城市牛津産業まつり。１１月９日は県連の役員会、

１１月１１日は小城市の教育研究大会が開催された。

・１１月１６日は、市の文化財保護審議会があり牛津駅の昔の地図、絵図が審議会に審議されて

いるが、文化財の認定関係は持ち越しとなっている。

・１１月１７日は、東部教育事務所の桜岡小学校訪問。１１月２４日は教育総合会議が開催され

た。
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・１２月の議会が１１月３０日から始まる。

・１２月２３日にドゥイング三日月で「君に届けたい愛のＸ'masチャリティーコンサート」が開催

され、障害を持っている方達の演奏等があります。

・ＪＲ唐津線小城駅の本屋が国の登録有形文化財に指定されるよう国の文化審議会で答申された。

同じく、２２世紀に残す佐賀県遺産の会議でも、明治３６年に開通した当時に建設された本屋と

いうことで佐賀県遺産に認定するよう答申された。

７ 議事

第１ 議決事項 

  【第 28 号議案】 

入学式及び卒業式の期日について 

〔議案説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則第１２条の規定により、教育委員会

において入学式の期日を定める必要があるため提案をするもの。

〔主な意見・質問〕 

 ○委員長

      芦刈観瀾校は小・中一緒にやるんですね。小学校からすると、１週間、よその小学校よ

り早く終わるということになる。その間は埋め合わせとかは何もないですか。

   ○学校教育課長

６年生卒業後、この１週間、学校に登校して勉強会の予定になっており、自主的なとい

うことですけど、勉強会をするようにしています。

〔結 果〕 

    承 認 

  【第 29 号議案】 

小城市公民館生涯学習活動団体登録に関する要綱について

〔議案説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

小城市の公民館で、定期的かつ継続的に活動する自主グループに関して、その活動を

支援することを目的とした要綱を定めるため提案をするもの。

〔主な意見・質問〕 

 ○Ａ委員

こういう要綱を決めて何かするのは初めてですか。

○生涯学習課長

     登録制度というのは初めてします。今現在も減免措置を、文化連盟の団体とか体育協

    会に加入されている団体とかは８割減免などの対応をしております。

○委員長

 逆に登録していなかったら、例えば、公民館を使えないとか。

○生涯学習課長

 使うことは可能です。ただし、支援をするという目的から、突然来られた団体には支援
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は難しいところがあります。

今考えていますのは、既に体育協会とか文化連盟に加入されている団体、あと、ＰＴＡ

の活動とか結構継続的に借りてある団体と、もう１つが市民協働のような活動団体につい

ても登録していただきたいと思っております。

○委員長

 区長会とか青少年育成協議会とか、そういう活動も一応登録する形になるんですか。

○生涯学習課長

 登録をしていただいた方が、特に小城公民館を今後利用されるときに料金処理がスムー

ズにできるかと思いますので、そういった面も含めてどんな団体があるか把握もしたいと

思っています。

○Ｄ委員

  まちなかプラザというものの中に小城公民館が入るんですね。まちなかプラザは外部団

体のほうで管理運営をするということですか。

○生涯学習課長

  はい。市民の皆さんにご迷惑をかけることになりかねないので、きちんとした登録して

いますよというカードを持って部屋を借りに行くと。それでこの方は８割減免、料金は取

らない団体ということを判断していただこうと思っています。

〔結 果〕 

    承 認 

 【第 30 号議案】 

平成 28 年度小城市教育の基本方針について 

〔議案説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項及び小城市教育委員会教育

長に対する事務委任規則第２条第１項の規定により承認を求めるもの。

重点目標の「人権」の後に「・命の尊重」ということで、「・命」という文言と、２つ

目が「学校・家庭・地域が一体となり」の後に「健やかな体と」ということで言葉をつけ

加えさせていただいております。

〔主な意見・質問〕 

 ○委員長

     県が進めている第３日曜日の家庭の日。これを何か生かす方法をこれから考えていかな 

    いと、せっかくやっているのに絵に描いた餅のまま、何年と続いているような感じがする。

これは県の教育委員会が出しているんですか。

   ○生涯学習課長 

 国です。 

○委員長 

 そこまで国が決めていて、全然無視したような日になっている。 

○生涯学習課長 

 青少年健全育成会議という市民会議がありますけれども、そちらの方でご報告をさ 

せてもらっていますが、今年度、全児童・生徒に小学生用、中学生用として、こうい

う過ごし方をしましょうみたいなものも市民会議の方では配付をさせてもらって一生

懸命、周知しております。 
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○教育部長 

 カレンダーを作るときに、第３日曜日を家庭の日という名目はずっと入れていま 

す。 

○生涯学習課長 

 早寝・早起き・朝ごはんカレンダーを毎年作っているので。 

〔結 果〕 

    承 認 

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（後援 10 件申請 10件承認）
①2015年「幸せのクリスマスの灯」／幸せのクリスマスの灯実行委員会

     ②平成２７年度 「第11回小城市少年少女の声」大会／小城市青少年育成市民会議 

③子育てセミナー／家庭倫理の会佐賀西部

④小城市民劇団おぎんと 第２回公演／小城市民劇団 おぎんと 

⑤第56回 郡市対抗県内一周駅伝大会／佐賀新聞社 社長

⑥2016春 国際協力フェスティバルin能古島／能古島青少年育成協会

⑦2016春 小・中学生「English CAMP in能古島」「Spring CAMP in能古島」／能古島青少年育成協会

⑧ひらまつ病院杯 第47回佐賀県ミニバスケットボール交歓大会／佐賀県ミニバスケットボール連盟

⑨第11回小城市バレーボール協会長旗大会／小城市バレーボール協会 会長

第２3回 グリーンコンサート／小城ウインドアンサンブル

〔主な意見・質問〕 

○Ｄ委員 

     ひらまつ病院杯というのがあるんですね。冠の大会を持てるということは、ひらまつ病

院はすごいですね。

〔結 果〕 

     了 承 

（2）平成２７年度執務納め・執務始めの日程について

〔報告説明〕

◇教育総務課長が開催内容を説明 

場所は西館の大会議で実施

  執務納め １２月２８日 １６時から市長部局の執務納め式終了後、１７時から

執務始め １月４日   １１時から予定

〔主な意見・質問〕

な し

 〔結 果〕

了 承 

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 １２月２４日 午前９時 30 分～ 

  【場 所】 小城市役所 西館２階 ２－６会議室 
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10 議 事【非公開】

第１ 議決事項 

【第 31 号議案】 

平成 27 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 32 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 

定める条例の一部を改正する条例                      〔承認〕 

【第 33 号議案】 

小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例の一部を 

改正する条例                               〔承認〕 

【第 34 号議案】   

小城市牛津赤れんが館条例の一部を改正する条例               〔承認〕 

【第 35 号議案】 

小城市牛津会館条例の一部を改正する条例                  〔承認〕 

【第 36 号議案】 

小城市小城体育センター等の指定管理者の指定について                 〔承認〕

第 2 報告事項 

【報告第 20 号】 

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

【報告第 21 号】 

教育委員会事務局職員の休職について                             〔了承〕   


