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平成２８年９月 定例教育委員会会議録(要旨) 

１ 日 時 

平成28年９月23日（金） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前11時18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  上野委員長 久本委員 大庭委員 荒牧委員 飯盛委員 今村教育長  

  欠席委員  なし 

４ 会議出席職員 

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

坂田生涯学習課長 西村生涯学習課副課長 橋間教育総務課副課長 中尾教育総務課庶務係長

福地保育幼稚園課副課長 挽地教育総務課主査   

５ 平成28年8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

・８/２６ 小城市学力向上コーディネーター研修会、東部教育事務所指導助言        

・８/２９ 教育交流会、市議会一般質問準備 

・８/３０ 小城保育園訪問 県市町教育長と県教委意見交流会(学力向上) 

・８/３１ 全国中学校総合体育大会出場報告の市長表敬訪問５名(テニス、柔道、バドミントン 

高飛び込み)  

・９/１  県学力向上校長研修、県公連役員会、経営戦略会議 

・９/２  次年度予算のための事前評価会、ＦＣ三日月芦刈市長表敬、市特別支援教育研修会

・９/３  土曜授業、台風１２号対応、牛津観月会中止

・９/５  市議会一般質問～７日 

空調について、文化財と観光振興、肥前狛犬について、スマートフォンの利活用、部 

活動の在り方、佐賀国体へ向けて、ヘルメット着用、学校安全計画、新学習指導要領 

における英語教育・教師の多忙化対策、ピロリ菌

・９/７  東部教育長会(神埼市千代田支所) 

・９/１０ 小城高校体育祭、芦刈観月会、三九カップ開会式

三九カップ関係者大宮 J1 の塚本氏１２００キロサイクリングでアイルへ 

小城(牛津)映画製作会

・９/１３ 教育委員会課長副課長会、小城山挽祇園実行委員会より DVD 贈呈と小中学校の協力

にお礼の挨拶をいただく

・９/１５ 文教厚生常任委員会 

・９/１６ 市社会教育委員の会(市生涯学習振興基本計画へ向けて)、経営戦略会議 

・９/１７ 市文化連盟表彰式、三日月観月会 

・９/１８ 赤胴鈴之助剣道大会、三里小運動会延期(台風のため) 
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・９/２０ 定例園長会 台風のため管内小中学校１０時登校 

・９/２１ 市議会討論採決 小城中学校訪問 

〔意見・質問〕

○委員長

市議会一般質問の、肥前狛犬についてというのはどんなことですか。

○文化課長 

  安土桃山時代というか、中世から江戸時代の半ばごろに、砥川を中心につくられ

た狛犬です。よくある神社の狛犬とは違って、ちょっと小ぶりで顔がぺちゃっとし

ているような、かわいいといった狛犬なんですけど、結構そういうのが知られなく

て盗難に遭っています。だから、盗難に遭わないような方策をとってほしいという

こととか、市民の方に知っていただくために、展示会を開催してほしいとか、重要

文化財にしてほしいというようなことの質問がありました。 

○教育長 

  肥前という名前のつくのは、肥前鳥居と肥前狛犬と２つしかありません。 

○文化課長 

  砥川の石工さんたちを中心に製作されたということで、県内でも小城市が一番数

が多いです。 

７ 議 事【公開】 

第１ 議決事項 

【第 15 号議案】 

平成 29 年度小城市立幼稚園児募集要項について   

〔議案説明〕 

◇保育幼稚園課長が議案説明 

今の芦刈幼稚園の在園者については基本的に芦刈の認定こども園に移園することを

想定している。移行期でもあるため、今年度に限り、芦刈認定こども園希望者につい

ては保育幼稚園課が窓口になることを説明。

〔意見・質問〕

○教育長 

県内を見てみると、公立の認定こども園というのは、まずあり得ないということです

かね。

○保育幼稚園課長 

      今の段階では、まだできていないという形ですね。将来的には、公立と公立をあわせ

て認定こども園という形も出てくるかもわかりません。

○Ａ委員

 教育委員になってから幼稚園訪問をさせていただいていますけれども、今から５年前

とか、６、７年前というのは、幼稚園の定員はもっと多かったですよね。何故減ってき

たんですか。

○保育幼稚園課長

 家庭の状況の変化と、昔に比べて保育園の入所の基準が緩和されて、入所しやすく

なったということですね。１日中預けられるなら、保育園がいいということですね。

○委員長

      この入園申込書は晴田、三日月、芦刈幼稚園と書いてあるんですが、出す人はそのま
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まここに書いてあるとおり出してもいいという事ですか。

○保育幼稚園課長

 はい、窓口のほうでも準備していますし、説明会のときも、提出先の説明をします。

〔結 果〕 

       承 認 

【第 16 号議案】 

小城市の学校給食運営方針（案）について      

〔議案説明〕 

◇教育総務課長が議案説明 

小城市学校給食運営方針(案)を説明すると共に、市長からの意見として民間委託も考

えていいが、外郭団体等も含めていろんなことを考えられないか。また熊本の大震災時、

自校式の給食のところでは、そこを活用して避難所でも温かい食事ができたとかいう話

を聞いたが防災の観点から自校式も考えるべきでは。給食を受ける子どもの親、ＰＴＡ、

育友会等の意見も聞いてみてはという意見が出されたことを説明。

〔意見・質問〕

○教育長 

 市長から、原案に対して意見があったので、すぐ市長が言うようにするということ

じゃなくて、もう少し事務局のほうで練ってみたいと。練ることについて皆さんからも

ご意見をいただきたいということです。

審議会も開いて、審議会という非常に重要なところから行革も踏まえながら、いろんな

観点から審議会がセンターでいくのが望ましいというように出している。

３１年度から合併特例債が切れてしまって、小城市の財政厳しいことから、自校方式

を修繕した方が安上がり、防災のためにもそれがいいと言うのであれば勘案して考えて

いかなければいけない。 

あと１つは、「行政改革の視点も踏まえ、長期的視点に立って、民間活力の導入を

図っていきます。」というのが小城市の行政運営の大前提。現場の状況は限界にきてい

る状況を説明して、方針を理解していただくようにしなければいけないだろうと私は思

います。

○Ａ委員

      合併特例債は３１年度で切れるんですか。

○教育部長

      合併特例債は、合併したときの特例債といっても、借金です。特例債というのは、借

金をして、その借金の元金、利息を払うときに、それに対して国税措置が来ます。徐々

に減らされて、なくなるのが平成３１年です。

○教育長

 ４万５，０００の人口ぐらいでは歳出歳入の額は年間１８０億円ぐらいだが。今、小

城市は２１０億円から２２０億円になっている。

小城の場合には、そういう課題があります。

○Ａ委員

      平成３１年までなら、新しい給食センターを作るとするなら早く作らないといけない

ですね。

〔結 果〕 

       協議継続 
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第２ 協議事項 

【協議第 10 号】 

(仮称)第２次小城市教育振興計画について 

〔議案説明〕 

◇教育総務課長が議案説明 

（仮称）第２次小城市教育振興計画について協議をお願いするもの。ご意見をいただ

きながら、中を修正等あればしていきたいことを説明。

○教育総務課長

  小城市の総合計画がおとといの議会で承認をされましたので、それに基づいてこれを

作るという形ですので、これから教育委員会のほうを練り上げていくという形です。

○Ｂ委員

 基準値と目標値はまだ出ていないんですよね。基準値は２８年度の分はこれでいいん

ですかね。あと５年後の分の数値はいつ……

○教育総務課長

 目標値を入れてあるところは、その目標値で総合計画のほうに出ていると思います。

数字を把握するのが遅れているものは、後ほど入れたい。

○Ａ委員

  ９ページのところですが、今度、牛津小学校の大規模改修の後が桜岡小学校なんです

か。

○教育総務課長

はい。桜岡小学校が古いので、順番としてはここを次にやっていくと。この次が晴田

小学校ということで、古い順番にやっていこうかという形です。

      この目標の年度が、年数的に総合計画に合わせましたので９年間、２９年度から３８

年の間にできる学校が恐らくこの２校ぐらいということで、目標として挙げさせていた

だいています。

〔結 果〕 

       協議継続 

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９件、９件承認）        

〔報告説明〕 

①德川 眞弓 ピアノde アラカルト ～名曲演奏、朗読とのコラボレーション、そして

コーラスも！ピアノと仲間たちで広がる音楽の楽しみ～／德川眞弓コンサート実行委員会

②第６６回小城本町シャンシャン祭／第６６回小城本町シャンシャン祭り祭典委員会

③第5回小城市綱引き大会／一般財団法人 小城市体育協会

④天山アートフェスタｉｎ小城 第二弾異色の画家小森喜紹遺作展／NPO法人天山ものづくり塾 

⑤第3回フォトクラブ三脚うしづクラブ展／フォトクラブ三脚うしづ

⑥第４０回全日本少年サッカー大会佐賀県大会開会式（少年サッカーの集い）／（一社）佐

賀県サッカー協会

⑦教職員対象講演会「生きることと自己肯定感」／KTC 中央高等学院

⑧第７回 小城市福祉大会 ～福ふくまつり～／社会福祉法人 小城市社会福祉協議会

⑨熊本地震復興支援・大野勝彦美術作品チャリティー展示会／少林寺拳法佐賀小城スポーツ少年団

〔意見・質問〕

なし
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〔結 果〕

了承 

（2）第６９回県民体育大会小城市役員・選手団結団式並びに第１２回 

市民体育大会表彰及び体育功労者表彰式の開催について  

〔報告説明〕 

◇生涯学習課課長が報告説明

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

了承

（3）平成 28 年度 小城市各地区運動会開催      

〔報告説明〕 

◇生涯学習課課長が報告説明

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

了承

（4）平成 28 年度 園行事の出席教育委員について 

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が報告説明

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

了承

（5）教育委員の自主研修について  

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が報告説明

平成28年度「地域とともにある学校づくり」推進フォーラム（長崎会場）開催教育委

員自主研修の研修先の提案。

〔意見・質問〕

なし

〔結 果〕

了承

（6）文化課からお知らせ

〔報告説明〕 

◇文化課長が報告説明

２８年度の佐賀大学と小城市の交流事業を今年も開催します。タイトルは、今年の

テーマが「柴田花守と納富介次郎」ということで、「明治を担った小城の人々」という

テーマで開催をすることを報告。

〔意見・質問〕
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〇教育長

 納富介次郎は有田工業高校を作った人です。柴田花守は「春雨」の歌があるでしょう。

その次男が納富介次郎です。この人は全国で３つか４つか工業高校をつくっています。

佐賀工業。有田工業高校の前身的なものも。

〇文化課長

 デザインという言葉を最初に作ったと言われています。

〇教育長

  江越礼太という人が勉脩学舎といって、陶磁器の実業関係を最初に作った人で、有田

の町では江越祭というお祭りがあっています。それくらい有名です。李参平の墓地と一

緒のところに眠ってあります。有田焼４００年と言うけど、余り名前が出てこない。

〇文化課長

 地元で、なかなか知られていないですね、今回、こういう企画をすることで広まれば。 

〔結 果〕

了承

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 10 月 27 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 17 号議案】 

就学援助（準要保護）の認定について                               〔承認〕 

第２ 報告事項 

【報告第 20 号】 

小城市保育施設等の利用調整に関する事務取扱内規について          〔了承〕 

【報告第 21 号】 

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

【報告第 22 号】 

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


