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平成 28 年 12 月定例教育委員会 会議録(要旨)

１ 日 時 

平成28年12月22日（木） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前11時10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 田中教育総務課副課長 

中尾教育総務課庶務係長    

５ 平成28年11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

・11/25   牛津中訪問(市)、東部教育長会、文科省委嘱事業「学びを通したコンファレンスｉｎ

佐賀」(公民館研究大会提携)～26 日       

・11/26  黄美会 40 周年記念事業パネルディスカッション 

・11/27  青少年育成県民会議 50 周年記念「こども・若者育成支援佐賀県大会」で「晴田青少年

育成会」「牛津おれんじ隊」が表彰を受けた 

・11/30  第４回市議会開会 岩松保育園 

・12/１  市教育支援会議 全体朝礼 一般質問勉強会 

・12/２  経営戦略会議 まちづくり委員会 

・12/３  土曜授業 人権ふれあい講演会(人権標語・ポスター表彰) 

・12/４  市政功労者表彰式 

・12/5～7 市議会一般質問／学力向上、県立高校再編計画、歯周疾患関係、通学路の安全、筆文

字教育推進、子育支援 

・12/９  議案質疑 岩松保育園民営化移管先議会報告 

・12/10  三日月児童クラブへの岩田国会議員視察 

・12/13  西九州大学地域看護学部起工式、新型インフルエンザ対応会議 

・12/14  古谷県教育長、熊崎副教育長小城中視察来校  

・12/15  文教厚生常任委員会、小城市こども表彰、早寝早起き朝ごはんカレンダー表彰 

・12/16  校長会、事前評価会議(部長) 

・12/18～20 相原一郎基金小城町内小中学生東京視察研修 

・12/19  まちづくり委員会 

・12/20  市議会採決、閉会 

・12/21  文化財保護審議会 
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・12月13日に砥川小学校が、日本フィランソロピー協会の「まちかどのフィランソロピスト賞」と

いう賞を受賞し、その内容を東京で実践報告を行って、奨励賞をいただいた。 

・岩松保育園の民営化に係る選考委員会が行われ、社会福祉法人清水福祉会に決定し、報告を行っ

た。 

７ 議 事【公開】 

第１ 議決事項 

【第 22 号議案】 

小城市スポーツ推進委員の委嘱について  

〔議案説明〕 

◇生涯学習課長が議案説明 

現在、小城市スポーツ推進委員については、定数 50 人以内としており、現在 45 人の

体制で動いている。今回１名、小城市スポーツ推進委員の任命について承諾を受けた

ため、スポーツ基本法第 32 条、小城市スポーツ推進委員に関係する規則第３条及び小

城市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第５号の規定に基づいて小城市ス

ポーツ推進委員の委嘱をすることを説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

  承 認  

第２ 協議事項                      

【協議第 14 号】 

学校への防犯カメラ設置について   

〔議案説明〕 

◇教育総務課長が議案説明 

学校への防犯カメラ設置について、基本的に外部からの来訪者の確認、見通しが困難

な場所、死角となる場所の状況把握、犯罪企図者の侵入防止や犯意の抑制、生徒等の安

心感の醸成など、学校や地域の状況を踏まえて、教育委員会として学校に防犯カメラを

設置することについて、教育委員の意見をお伺いしたい。設置の必要性、設置の場所、

設置の目的を説明。 

○保育幼稚園課長 

  相模原の殺傷事件を受けて、厚労省が、私立の園に関して防犯カメラの設置に補助を

出す新制度ができた。市内の私立の園から要望があった分については、来年度、予算要

求する考えを持っている。公立の場合は一般財源となるので、公立と私立の考え方の仕

分けをしながら来年度予算の申請を上げていきたいので、教育委員のご意見をいただき

たい。

〔主な意見・質問〕 

○委員長 

  防犯カメラを設置する要望があったのは、何か出来事があったのですか。 

○教育総務課長 

  特段、出来事があったというわけではなく、最近の状況等から、こうしたことも考え

ていくべきではという提案です。事務局としてはせざるを得ないという気持ちですが、
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子どもたちを監視するという意味合いにとられかねない状況もあり、その辺りを含めて

教育委員の意見を把握し、委員会としての方向性を出したい。 

○Ａ委員 

 管理棟の出入り口、生徒の出入り口につける分には保護者からの反対は、説明をすれ 

ばないんじゃないかと私は思います。でも、中につけていくといろんな差し障りがある

ので、十分配慮が必要です。学校につけて広い範囲を見えるようするのは難しいだろう

と思う。 

 今の流れからすると、やはり学校の安全をどう守るかというようなことが一番ですの 

で、考えていかざるを得ないと思う。 

○教育長 

  生徒の人権を阻害しないということを基本に置きながら、そういうような設備は必要

ではないかということで、担当が意見を聞きたいということです。保育幼稚園課長が言

うように、私立の保育園は補助が出るからそれで設置できるが、私立を整備して公立を

しないというのもまたおかしくなる。だから、公立は一般財源だけどお願いしたいとい

うことです。 

  これからの時代は必要になるが、教育委員さんたちのご意見を聞かずに話を進める訳

にはいかない。そういう協議をお願いしているところです。 

○Ｃ委員 

  保護者としては、子どもの安全が第一ですので、監視カメラをつけて防犯抑止力にな

     るのならつけていただきたい。財源のこともありますが、各学校、バザー等の活動をさ 

れてありますので、それがどのくらいの足しになるかわかりませんが、そういうものを 

使っていただいてもいいのかなと思います。 

○Ｂ委員 

  私も今の世の中のいろいろな状況、事件等を見たら、防犯カメラの設置はしたほうが

     いいという気もします。外部からの不審者の侵入とかの抑止力だけじゃなくて、万が一、

     例えば、学校内に起こってはいけないようないじめの事件等の証拠にもなり得る抑止力

     になるのではという気がします。 

○Ｄ委員 

  私も今、Ｂ委員が言われたように、この世の中の状況を見ていると、賛成できます。

一度にどこでもとはいかないと思いますので、出入り口のところにつけたらどうだろう

かというようなことを保護者さんにも理解をしてもらって、段階的に進めればそんなに

反対はでないんじゃないかなと思います。 

     一番見えないところで何か起こることが多いようですので、そういうところを探って設

置していただくと、子どもたちを守ることもできるんじゃないかという気がしています。

○Ａ委員  

       今一番必要なのは、幼稚園、保育園でしょうね。もしあそこに誰かが入ってくると、 

     誰が止めきるのかと思います。池田小学校のときも小学校の低学年でしたよね。 

      それから、いじめのこともちょっと話が出ましたが、教員の指導が行き届いていない

から、ああいうふうなことが私は起こってくると思うし、子どもたちを監視するように

なったら、教育ではないと私は思っていますので、できたら室内には入れないほうがい

いのかなと。今のところは対外部への抑止力という形で考えていったほうがいいと私は

思います。 

○教育部長 

   私立のほうは、補助制度ができたが、それ以前に自分たちでつけてあるところもあり
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ます。学校関係も、保育園、幼稚園関係もつける方向でお話をいただいている。当然、

教育長が言われるように、予算の問題があり、またプライバシーの問題もあります。設

置する前に個人情報審査会に設置の場所、台数とか、データの保存期間とか、保存方法

を審査会にかけて、最終的に設置ということになるので、プライバシー関係は、クリア

していると思っています。 

○学校教育課長 

 学校からは、両面要望があってはいますが、教育委員会としては、Ａ委員が言われた

ように、子どもの監視であってはならないということで、検討していきましょうという

ことは伝えています。ただ、今までの中で、外部も内部も全くわからない状況ですけど、

学校で相当ガラスとか、消火器とか、そういった設置をしているものがかなりの額損害

を受けているというのはあります。 

○委員長 

  大きな方向としては設置が必要だということですね。個人情報の関係なんかも、これ 

から煮詰めていかれると思うし、予算関係でもいろいろ厳しいところがあると思います

が、設置の方向で頑張っていきたいということでよろしくお願いしたいと思います。 

第３ 報告事項                      

【報告第 29 号】 

平成 29 年度小城市育英資金・小城市小柳育英資金育英学生募集要項について     

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が報告

平成 29 年度は、小城市育英８名と小柳育英２名、合わせて 10 名で募集を行う。募集

内容は昨年度を踏襲していることを説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

 了 承  

【報告第 30 号】 

小城市幼稚園型一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示について    

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が報告

子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、幼稚園及び認定こども園が行う幼稚園

型一時預かり保育事業の実施において、長時間加算の特例として実施時間に基準額を新

たに設けさせていただく。県内は佐賀市、小城市、唐津市、鳥栖市が事業対象である

ことを説明。 

〔主な意見・質問〕 

○委員長 

 超えた利用時間が３時間以上になっている。３時間以上というと、どの辺まで預

けられるんですか。 

○保育幼稚園課長 

 教育施設、幼稚園を利用される方については、教育時間内でおさまってほしいと

ころなんですけど、やはり利用される方によっては、保育園には入れないので、幼

稚園の部分と預かりを足して、保育園の代用利用が増加しています。芦刈幼稚園で

も今 77 名の園児がいるんですけれども、一時預かりを通常的に利用しているのは
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30 名おられます。需要は年々高まっている状況なので、保育所の待機を解消するた

めには、こちらで代用できないかということで今回の改正になっています。 

○委員長 

 幼稚園型というのはどんな意味かなと思ったけど、延長をしやすくして、預かっ

てもらう時間を長くできるようにですね。 

〔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（後援２件、２件承認）  

〔報告説明〕 

  ①平成 29 年度 家庭倫理講演会／一般社団法人倫理研究所 家庭倫理の会佐賀西部 

②平成 28 年度「第 12 回小城市モデル子どもクラブ」発表会／小城市青少年育成市民会議 

〔意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

了承 

（2）第 2 次小城市教育振興基本計画（案）パブリック・コメントの募集について  

〔報告説明〕 

◇教育総務課庶務係長が報告

第 2 次小城市教育振興基本計画（案）パブリック・コメントの募集及び今後のスケ 

ジュールについて説明。

〔意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

了承 

（3）「小城市ふるさと食の日」の実施と試食会の開催について  

〔報告説明〕 

◇教育総務課副課長が報告

「小城市ふるさと食の日」の実施と試食会の開催のスケジュールについて説明。

〔意見・質問〕 

○委員長 

 対応者はそこに書いてありますので、間違わないように行ってください。 

○教育総務課副課長 

 欠席される場合は、11 日までにご連絡いただければと思っております。  

〔結 果〕 

了承 

（4）平成 29 年 小城市成人式の式典対応者について 

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が報告

平成 29 年小城市成人式式典対応者について説明。
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〔意見・質問〕 

なし 

〔結 果〕 

了承

（5）相原一郎基金小城町内小中学生東京視察研修について   

〔報告説明〕 

◇学校教育課長が報告

12 月 18 日から 20 日まで２泊３日の日程で実施された相原一郎基金小城町内 

小中学生東京視察研修について報告。

〔意見・質問〕 

○委員長 

 国会議事堂に行く場合は、どんな手続きをするんですか。 

○学校教育課長 

 個人であればそのときに。団体であれば事前に申し込みが必要です。国会議員を通じて

参議院会館は見せていただく事もできましたが、今回はそういうことはしていません。

○Ａ委員

 すごくハードな日程ですね。これだけ地下鉄とかいろいろ乗りながら、歩いて東京のま

ちを行けるというのは大変勉強になったと思います。

○学校教育課長 

 子どもたちも電車で次はどこで下りるとか、何線に乗り換えとか、行く前にここで乗り

換えて、もし迷子になったらここに来なさい等、交通機関の利用についても学習として実

践的に行っています。 

〔結 果〕 

了承 

（6）平成 28 年度市町村教育委員研究協議会について 〔了承〕 

（7）有明海漁業協同組合芦刈支所青年部 園への海苔贈呈式について 〔了承〕 

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 １月 26 日（木） 午前９時 00 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 23 号議案】 

指定校変更の認定について                           〔承認〕 

【第 24 号議案】 

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


