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平成 29 年１月定例教育委員会 会議録(要旨)

１ 日 時 

平成29年1月26日（木） 

開会 午前９時00分から    閉会 午前10時21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 福地保育幼稚園課副課長

中尾教育総務課庶務係長    

５ 平成28年12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

・12/25   書聖・中林梧竹翁書道展       

・12/26 27 校長ヒアリング 

・12/28  執務納め式 

・１/４  執務始め式、経営戦略会議 

・１/６  校長ヒアリング、部落解放同盟旗開き 

・１/７  芦刈町交通安全祈願祭 

・１/８  成人式 

・１/10  校長ヒアリング、佐城教育長会 

・１/11  校長ヒアリング 

・１/12  芦刈・牛津商工会 10 周年記念式 

・１/13  市校長会 補正教育長ヒアリング 

・１/15  牛津映画祭報告会 

・１/16  市青少年育成会市民会議常任委員会、市縁起物合格祈願式岡山神社 

・１/17  佐賀県社会教育委員連絡協議会実践研修会、県民一斉防災訓練 

・１/20  議会勉強会 

・１/21 22 人権の映画会 

・１/24  県教育長連合会役員会 

・１/26  全国市町村教委会研究協議会(福岡市)市定例教育委員会 

・３学期が始まった。中学３年生が卒業していくときに、行きたい進路へ行けるという進路保障が

小城の教育が目指すところである。中学３年生が夢を持って卒業できるように私たち教育委員会

もしっかりと学校支援をしていく。 

・１/15は、牛津映画祭の「二つの巨星～善蔵と与四右衛門」という映画の報告会があり、子どもたちが
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ふるさとのすばらしさを感じて、誇りを持って頑張ってほしいという製作者の思いが感じられた。大

変いい映画になると思う。

・１/17は佐賀県社会教育委員連絡協議会の実践研修会がドゥイングであり、指導の先生や参加者から高

い評価を受けた。

・１/20 の議会勉強会の中で学力の現状についての質問があった。小城市の教育の基本的な目標や

今まで取り組んできたものは、成果は成果としてそれを根幹としながら、学力の向上について家

庭、学校、地域が志を高く持って取り組んでいく。 

・１/22 に佐賀県芸術文化功労者表彰式があり、小城市から大庭敬子氏、岡本猛氏、中野宗里氏、

永野初子氏の４名が佐賀県芸術文化功労賞を受賞された。

・１/25 の「ふるさと食の日」は、食育の取り組みとして今後とも充実させていくべき。 

７ 議 事【公開】 

第１ 議決事項 

【第 25 号議案】 

小城市重要文化財の指定について  

〔議案説明〕 

◇文化課長が議案説明 

三日月町の社遺跡から出土した「社遺跡出土いろは歌墨書土器」について、重要文化

財に指定したいので教育委員会として文化財の保護審議会に諮問したいことを説明。 

〔主な意見・質問〕 

○委員長 

    日本では幾らぐらい出ていますか。 

○文化課長 

  素焼きの皿に書いたものでは今のところ社遺跡のものを含めて４点程度です。大変貴

重なものではないかという事で、昨日まで九州国立博物館の常設展示のため貸しており

ました。 

○教育長 

  関連したものとして、小城では非常に有名な文化財は、小城中の建設のときに出て

きた刻書紡錘車が日本最古です。

○委員長

  いろは歌墨書土器は、皿に習字の墨で書くわけですね。

○文化課長 

  これは墨で書いてあります。皿に書いたのは、紙が貴重だったということもあって、

こういうものに書かれています。 

〔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を改正する規則について

〔議案説明〕 

◇保育幼稚園課長が議案説明 

芦刈幼稚園が民営化により、今年度末をもって閉園となるので、現行の保育幼稚園課

の所管の係名「芦刈幼稚園係」を規則の一部を改正して削除をすることを説明。 
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〔主な意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

承 認 

【第 27 号議案】 

小城市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について

〔議案説明〕 

◇保育幼稚園課長が議案説明 

芦刈幼稚園の民営化により、芦刈幼稚園の園の印と、芦刈幼稚園の園長の印の２点を

規程の一部を改正して文面から削除することを説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

承 認 

【第 28 号議案】 

小城市立保育園民営化評価委員会設置要綱の一部を改正する告示について

〔議案説明〕 

◇保育幼稚園課長が議案説明 

牛津保育園の民営化の際、保育園民営化にかかる評価委員会の設置要綱を定めていた

が、今回、芦刈幼稚園の民営化に合わせ、評価委員会も「保育園・幼稚園」という連名

記載に改正することを説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

承 認     

【第 29 号議案】 

小城市立芦刈幼稚園預かり保育経費負担金徴収条例施行規則を廃止する規則について 

〔議案説明〕 

◇保育幼稚園課長が議案説明 

小城市立芦刈幼稚園の廃止に伴い、預かり保育もなくなるため徴収条例施行規則を廃

止することを説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

承 認 

【第 30 号議案】 

小城市立学校職員の人事評価結果に対する苦情対応に関する要綱について

〔議案説明〕 

◇学校教育課長が議案説明 

県費負担教職員について、これまでは勤務評定が行われてきたが、今年度より、勤務

評定の点数も本人に知らせる新しい制度になりました。評価について不満があったりし
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たときの相談窓口を教育委員会に設置するために要綱を制定する必要があることを説明。 

〔主な意見・質問〕 

○Ａ委員 

  苦情相談員は、学校教育課の人事担当の係の人で、苦情審査委員会は、委員長が教育

長で、委員が学校教育課長と学校教育指導係ということですね。 

○学校教育課長 

  そうです。人事担当係というのは、学校教育課指導係を含めておりますので、窓

口として立てておりまして、場合によってはその委員会を開く必要があるときは組

織をつくって行うということです。 

○Ｂ委員 

  自己目標に対する自己評価も、管理職のほうが文言を書いて出すのはそのままあ

るわけですね。項目は全部、皆さん共通したものですか。 

○学校教育課長 

  佐賀県は自己目標申告書は早目にほかの県よりも取り組んでいますので、それを

生かして、もう少し明確に返すということになっております。 

○Ａ委員 

  ある程度全国でそろえて、スタートをしていく形ですか。 

○学校教育課長 

  国家公務員はもう既に実施しており、今度は県職員です。教職員も、任命上は県

職員ですけれども、管理監督は市町教育委員会がしないといけないということで、

この窓口は教育委員会に作って、佐賀県としては一斉にこれを行うということです。 

〔結 果〕 

承 認 

第２ 協議事項                      

【協議第 15 号】 

平成 29 年度の土曜授業実施日について 

〔議案説明〕 

◇学校教育課長が議案説明 

土曜授業は、これまで３年ほど試行的に行い２８年度は５回実施をする。来年度は学

校の行事等を考慮して６月を除き、７月、９月、１２月、２月の４回実施を予定してい

る。土曜授業は佐城地区では第１土曜日に実施する事を２年前に決めていることを説明。 

〔主な意見・質問〕 

○委員長 

  来年度は今言われたように７月、９月、１２月、２月と４回実施したいということで

すね。 

○Ａ委員 

佐城地区は一緒にするということですが、ほかの地区は土曜授業に関してはどうなん

ですか。 

○学校教育課長 

教育長会の話の中では、佐賀県は、土曜授業を進める方向です。県内では、佐城地区

が先頭を切って、第１土曜日にしようということでスタートしているところです。佐賀

県の４分の３ぐらいは第１土曜日でやっていますけれども、県内他地区あたりはこれを

やらないで、夏休みを１週間短くして対応している学校も多くございます。そういった
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流れの中で、この土曜授業も固定して実施するものではなく、研究的にしている状況で

す。 

 ○委員長 

この実施検討委員会に出るのは、教育長と課長が２人ですか。 

○学校教育課長 

この実施検討委員会は校長会で、その時に全部の校長先生方に参加をしていただ 

  く中で、この検討委員会を毎月やっております。 

〔結 果〕 

承 認  

第３ 報告事項                      

【報告第 31 号】 

小城市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則について    

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が報告

公立の小城市立幼稚園に関する事務の市長からの補助執行ということで、幼稚園の保

育料徴収と芦刈幼稚園の預かり保育経費の徴収の２点がある。芦刈幼稚園が閉園となり、

預かり保育もなくなって徴収をしなくなるために第２号がなくなるので、条文の中に一

括して、小城市立幼稚園保育料徴収条例の規定に関することを教育委員会事務局に補助

執行させるために改正することを説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

了 承  

【報告第 32 号】 

小城市保育所等施設整備事業費補助金交付要綱の制定について    

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が報告

今建設をされているあしかりこども園の保育所部分について、小城市保育所等施設整

備事業費補助金交付要綱を作成したことを説明。 

〔主な意見・質問〕 

○委員長 

 第３２号のほうで、赤で何号、何号と書いてあるのは、これは様式の番号を書い

てあるだけですね。 

○保育幼稚園課長 

はい、そうです。 

〔結 果〕 

 了 承  

【報告第 33 号】 

小城市認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱の制定について      

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が報告

あしかりこども園の幼稚園部分に関して建設補助関連の要綱として、小城市認定こど
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も園施設整備事業費補助金交付要綱を作成したことを説明。 

〔主な意見・質問〕 

○Ａ委員 

  ２７年度の繰り越し分からということですけれども、これは国が決めたことです

ね。あしかりこども園は２７年度の分と考えていいんですか。 

○保育幼稚園課長 

  事業予算が２７年度分として確保して 28 年度当初から事業を実施できる繰越事

業と２８年度に入ってから事業採択するものと両者ありました。費用の支給関係も

あり、県と協議をしながら２８年度当初から事業を実施したいということで、こち

らの事業採択になったところです。 

〔結 果〕 

 了 承 

８ その他 

教育委員会の共催及び名義後援事業について（後援６件、６件承認）  

〔報告説明〕 

  ①第８回小城祇園カップミニバスケットボール大会／小城女子ミニバスケットボールクラブ 

②第 24 回グリーンコンサート／小城ウインドアンサンブル 

③日本遊戯療法学会第 23 回大会／日本遊戯療法学会第 23 回大会準備委員会大会長 

西九州大学子ども学部心理カウンセリング学科学科長 

④第２７回小城市三里牛尾梅まつり／小城市三里牛尾梅まつり実行委員会 

⑤平成 28 年度ボランティアスクール／小城市社会福祉協議会 

⑥小城街道ひなまつり～山から海までひな景色～／小城市文化連盟 

〔意見・質問〕 

なし

〔結 果〕 

 了 承  

平成 29 年 小城市成人式参加者数について   

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が報告

参加実数は、小城会場で１８９名、８２．９％、三日月会場で１４７名、７９％、牛

津会場で９８名、８２．４％、芦刈会場で４０名、７８．４％。合計４７４名参加され

て参加率としては、８１．２％であることを説明。 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

    実行委員会はどのようにして結成をされているんですか。彼、彼女たちが一生懸命頑

張っていましたので。 

○生涯学習課長 

市報で、大分早い時期、夏場ぐらいに呼びかけをいたしまして、やりたいという方た

ちにそれぞれ来ていただいています。 

○教育長 

  この成人式については、小城市で一つの会場ですればという声が時々ありますが、そ

れはあくまでも目標であって、中学校単位でやることについては成人の人たちのニーズ

が高く、喜びを持っていることに意義がある。小城市教育委員会としては、しばらくは
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今の方式でやりますというしっかりした共通理解を我々がしておくべきだと思います。 

○Ａ委員 

  式には保護者の方が多いですね。やっぱり自分の子どもを見たいというふうなことが

あると思うし、大人になったという実感を保護者の方も持たれているのかなと。 

〔結 果〕 

了承 

本告区文化作品展のご案内    

〔報告説明〕 

  ◇教育総務課長が報告

本告区の文化作品展を２月４日、５日で開催しますので、お時間があれば見に来

てくださいという内容について説明。 

〔意見・質問〕 

○委員長 

  すごい公民館ができています。内容も大変力を入れています。一度見てきても

らったほうがいいかなと思います。 

〔結 果〕 

 了 承  

ひとり親家庭のための学習支援ボランティア事業実施状況について 

〔報告説明〕 

  ◇教育部長が報告

ひとり親家庭のための学習支援ボランティアに関する事業実施の状況について説明。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結 果〕 

 了 承  

小城市立小学校・中学校の式行事(予定)について

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が報告

小城市立小学校・中学校の式行事(予定)について説明。 

〔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】 ２月 23 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 報告事項   
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【報告第 34 号】 

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

【報告第 35 号】 

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


