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平成 28 年２月定例教育委員会 会議録（要旨）

１ 日 時 

平成28年２月25日（木） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前11時37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 今村教育長  

  欠席委員  久本委員 

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 永田文化課文化財保護係長 田久保文化課文化振

興係長 中尾教育総務課庶務係長   

５ 平成28年1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

・１月２８日 ふるさと食の日。スポーツ審議会。１月２９日 文化財審議会。

・１月31日 モデル子どもクラブ発表会。

・２月４日 教員の人事異動のために県地連の会議が開催され、２８年度の教職員の配当、定数等

が決定された。

・２月５日 有明漁協から園児へ海苔進呈。祇園700年祭は伝統行事として対応する。中林梧竹法

帖展開場式。２月７日 高田博士をたたえる会

・２月９日 県内一周駅伝小城市チーム結団式。県立特色選抜入試。

・２月１３日 小城市幼保ネットワーク研修会では保育士の研修意欲が非常に高かった。

・２月１４日 青山会35周年記念大会。赤れんが館牛津カフェ意見交流。

・２月１６日 県立特色選抜入試合格発表。

・２月１７日 中林梧竹記念館協議会。小城市映画製作（牛津の歴史）関係者来庁。

・２月１８日 中林梧竹デジタルミュージアム制作報告。

・２月１９～２１日 県内一周駅伝小城市４連覇の快挙。厳しい中で、勝利を掴んだ。小城市街道

ひなまつり。定着しているのは文化連盟の底力。

・２月２２日 文科省へＩＣＴ自治体応援事業報告。

・２月２３日 当初予算議会勉強会。

・２月２４日 三日月小中学校登校状況視察研修。県議、県警、小城署、佐賀土木事務所、国道事

務所、区長会、民生委員会等が参集。

・２月２５日 小城市立芦刈幼稚園の民営化に係る第三者会議。平成２８年度小城市児童生徒安全

確保推進会議。

・小城中の田中結さんが税についての作文で国税庁長官賞。芦刈中靏本直生さんが山岳競技でリー

ド競技７位、ボルタリング競技８位国体入賞。
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７ 議 事 

第１ 議決事項 

  【第 42 号議案】 

小城市重要文化財の指定について 

〔報告説明〕 

◇文化課長が提案理由説明 

小城市重要文化財の指定について、牛津駅絵図を指定することを提案するもの。 

意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

       承 認 

  【第 43 号議案】 

小城市牛津会館条例施行規則の一部改正について 

〔報告説明〕 

◇文化課長が提案理由説明 

小城市牛津会館条例施行規則の一部改正について提案をするもの。条例改正を１２

月議会で承認されたので、それにあわせて施行規則を改正することを説明。

〔意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

     承 認 

  【第 44 号議案】 

小城市牛津赤れんが館条例施行規則の一部改正について 

〔報告説明〕 

◇文化課長が提案理由説明 

  小城市牛津赤れんが館条例施行規則の一部改正について提案をするもの。 

〔意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

     承 認 

  【第 46 号議案】 

小城市教育委員会防犯カメラの設置及び管理に関する要綱の一部改正について

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

  小城市教育委員会防犯カメラの設置及び管理に関する要綱の一部改正について提

案をするもの。今回の改正で、新たに牛津公民館、それから牛津公民館別館に監視

カメラを設置したため、一部改正になることを説明。

〔意見・質問〕 

 ○委員長 

    児童センターが福祉に移管するということは、そのまま全部これも引き継ぎをされて
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いるんですか。

○教育総務課長

 基本的には、市長部局のほうで別に定めてありますので、そちらで改正をされると思

います。この話は総務課にはしております。

〔結 果〕 

     承 認 

第２ 協議事項                      

【協議第 5 号】 

小城市スポーツ推進計画の策定について       

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

  小城市スポーツ推進計画の策定について提案をするもの。パブリックコメントを

募集し集約する。「子どもを取り巻く社会のスポーツ環境の充実」、「ライフステージ

に応じたスポーツ活動等の推進」、「障害者スポーツの充実」、「地域のスポーツ指導者

の充実」、「スポーツ施設の利便性の向上と安全の確保」、「関係各団体との連携」を施

策の目標としていることを説明。

〔意見・質問〕 

○委員長 

 これはパブリックコメントが終わると大体それで決めるという形ですね。 

○生涯学習課長 

 そうです。年度内に確定をさせます。

〔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７件、共催１件 ８件承認） 

〔報告説明〕 

①平成２７年度 「せんせー！あのね・・・」表彰式／NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会

②第８回小城市教育長杯サッカー大会／小城市サッカー協会 

③第22回小城少年少女合唱団定期発表会／小城少年少女合唱団

④第10回小城市津の里モーモーカップ少年サッカー大会／小城市サッカー協会 

⑤第15回小城市三・九カップ・サッカー大会（中学生大会・ジュニア大会）／小城市三・九カップ実行委員会

⑥平成２７年度 第28回九州中学生選抜ハンドボール大会／佐賀県ハンドボール協会

⑦第４回 ＴＯＳＳ全国1000会場教え方セミナーｉｎ佐賀／小ＴＯＳＳ佐賀

⑧リレーマラソンキャラバンin牛津総合公園／リーフラス株式会社 

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

 了 承  

 （2）平成 28 年度 辞令交付式の日程について

〔報告説明〕

◇教育総務課長が平成 28 年度 辞令交付式の日程について報告説明

〔意見・質問〕
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なし

〔結 果〕

  了 承  

 （3）郡市対抗県内一周駅伝大会の結果について

〔報告説明〕

◇生涯学習課長が郡市対抗県内一周駅伝大会の結果について報告説明

 〔意見・質問〕

○教育長

杵島郡は、３３区間のうちの１０区間を大学生のエースが走って、全て総なめします

ので、かなり厳しい状況でした。そういう中で、小城の選手は、働きながら、本当に朝

早くから走って、みんな練習をしています。今回のタイムは区間賞が５区間あるぐらい

で、本当に薄氷を踏む思いだったけれども、最後まで諦めずに走り抜く姿から、一生懸

命努力することのすばらしさが伝わりました。 

〔結 果〕

了 承       

 （4）平成 28 年 小城観桜大会の日程について

〔報告説明〕

◇生涯学習課長が報告説明

３月６日から、４月２４日まで、毎年開催されている観桜大会の日程について報告

説明。

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

了 承

 （5）小城市映画製作の協力について
〔報告説明〕

◇教育長が牛津映画製作実行委員会より協力と名誉会長就任を打診されたことを報告説明

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

   了 承      

 （6）平成 28 年度小城市育英学生の候補者選考委員会の日程について
〔報告説明〕

◇教育総務課長が平成 28 年度小城市育英学生の候補者選考委員会について報告説明

〔意見・質問〕

なし 

〔結 果〕

   了 承      
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９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 ３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】

第１ 議決事項 

【第 45 号議案】 

平成 28 年第１回小城市議会定例会に提出する予算案のうち 

教育委員会の所管する予算案について                  〔承認〕 

第 2 協議事項 

【協議第 6 号】 

外国からの一時滞在者の幼稚園体験許可基準について    〔承認〕

第３ 報告事項  

【報告第 25 号】 

教育委員会事務局職員の復職について          〔了承〕

【報告第 26 号】 

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


