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平成 29 年２月定例教育委員会 会議録(要旨)                         

 

１ 日 時 

平成29年２月23日（木） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前11時23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 

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29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  

・１/26  全国市町村教育委員研究会(新学習指導要領等) 

・１/28  岩松保育園民営化(清水福祉会より保護者へのあいさつ) 

・１/29  小城市モデル子どもクラブ発表会 

・２/２  教育支援会議、佐賀県内一周駅伝大会結団式 

・２/４  土曜授業、幼保ネットワーク会議研修会、郷土史研究会発表会 

・２/５  高田保馬博士をたたえる会 

・２/６  県地連 

・２/９  市交通対策協議会、教育情報化推進協議会 

・２/11  社会を明るくする運動(小中学生意見発表会) 

・２/14  歴史資料館協議会、中林梧竹記念館協議会 

・２/17  県学力向上検討・検証委員会、ひな祭り街道 

・２/19  書に親しむ日 

・２/21  幼保ネットワーク特別支援研修会、市校長会 

 

・中学受験が始まった。昨年は 66 名受験し 27 名市外進学。今年は 75 名受験し 32 名市外進学。約

８％の生徒が市外進学となる。教育委員会全体としてこの数字から問題・課題を抽出していくべ

き。 

・学校の教職員の人事異動は、人事調査書に基づき様々な条件を考えながら進めている。 

・県内一周駅伝大会小城市５連覇。 

・県の学力向上検討・検証委員会に出て、子どもたちが今やるべきこと、長期的にやることについ

ての取り組み、子どもたちに自己肯定感を持たせる日ごろの取り組みの重要性、学習指導要領で

授業時数も減らずに先生たちが多忙化の中において、いかに時間を確保していくかという視点か

ら、今回の１２月の県のテストの分析結果を中心とし検討を進めた。 
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・「学力アップ秋田に学べ！」という新聞記事内で「どの先生もノウハウを共有し、学力定着への

意識の高さを感じた」と書かれていた。小城市でも、校内の指導案の検討委員会というものを小

城市で進めており、その結果を教育委員会、学校が受けとめてさらなる挑戦をしていくべき。 

 

 

７ 議 事【公開】 

 

第１ 報告事項 

【報告第 36 号】 

収納事務の委託について     

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が報告説明 

小城市育英資金、小城市小柳育英資金のコンビニエンスストアでの収納事務について

委託をしたことに関する報告であることを説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし   

〔結 果〕 

了 承 

 

【報告第 37 号】 

小城市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱の制定について   

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が報告説明 

児童福祉法の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱を制定

する必要があることを報告説明。 

〔主な意見・質問〕 

○Ａ委員 

２９年４月１日からこれは実施をされるのですね。 

○教育総務課長 

      そうです。 

○教育長 

 事業を起こそうとしたとき、たとえば４年生から以上で事業を展開することはできま

すか。 

○教育総務課長 

 やれます。ただ、料金の話があるので、民間がやると厳しい。市は月額３，０００円

で、時間外が１，５００円ぐらいの上乗せをしますが、果たしてそれで民間がやってい

けるのか。 

○教育長 

サービスの内容がよければ５，０００円出してでも預けていいという親の層があると 

思います。 

    ○教育総務課長 

      そういうニーズがあれば十分成り立っていくと思います。 

    ○Ａ委員 

      これは国だとか県だとか市から補助金等は来ないんですか。 

○教育総務課長 
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      補助金はあると思います。   

〔結 果〕 

了 承 

 

【報告第 38 号】 

第２次小城市教育振興基本計画(案)のパブリックコメント募集結果について      

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が報告説明 

２９年の１月２５日から２月１５日まで募集をかけ、最終的には寄せられた意見がな

かったことを報告説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし   

〔結 果〕 

了 承 

 

【報告第 39 号】 

小城市立保育園・幼稚園の民間移管に伴う共同保育に関する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説明 

小城市立保育園・幼稚園の民営化に際し、円滑な民間移管を図るために、移管前３箇

月間、移管先事業者から職員に来ていただき、小城市の公立園の子どもに慣れていただ

く共同保育という事業であることを報告説明。 

〔主な意見・質問〕 

○委員長 

芦刈保育園から幼稚園のほうに何人ぐらい行かれるのか。１人ずつ交代で？ 

○保育幼稚園課長 

      本当は2人お願いをしていたが、新規雇用の方が前倒し３箇月間が来られないため、

現在、芦刈保育園に勤務されている先生に芦刈幼稚園に一人来てもらっている。それと、

嘱託のクラス担任を芦刈幼稚園でしている先生が４月から雇用で行かれることが決まり

ましたので、その方を一人分とみなした形です。 

○委員長 

 幼稚園からも行くわけですか。 

○保育幼稚園課長 

 幼稚園には嘱託と臨時の先生をできるだけ雇用するようお願いし、採用試験で嘱託の

クラス担任お一人行っていただくことが決まっていますので、その２人の先生で向こう

に行ってからも子どもたちの様子を見てもらうということでお願いしています。 

〔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６件・共催１件、７件承認） 

〔報告説明〕 

  ①第 11 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 
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②第 23 回小城少年少女合唱団定期発表会／小城少年少女合唱団 

③第 5 回 ＴＯＳＳ全国１０００会場教え方セミナー ｉｎ 佐賀／TOSS 佐賀 

④第 9 回小城市教育長杯サッカー大会／小城市サッカー協会 

⑤第２１回佐賀県さわやかスポーツ・レクリエーション祭／佐賀県さわやかスポーツ･レクリエーション祭 

⑥第 16 回小城市三・九カップサッカー大会(中学生大会)／小城市三・九カップ実行委員会 

第 16 回小城市三・九カップサッカー大会(ジュニア大会)  

⑦2017 夏 小・中学生「English CAMP in 能古島」「Snmmer CAMP in 能古島」／能古島青少年育成協会   

〔主な意見・質問〕 

○委員長 

 三・九カップの「三」は三日月じゃないかなと思うけど、「九」は何でしょうか。 

○教育長 

 三日月で中学校までサッカーをやっていた子が、足の病気にかかってサッカーができ

なくなって、中学を卒業する前に亡くなったわけです。小学校、中学校からかかわり合

いを持ってきた保護者の皆さん、先生たち、指導者が、彼が亡くなるときに「ありがと

う」と言ってくれた言葉から「三・九」ということと、亡くなった生徒の誕生日が３月

９日ということで 三・九カップが始まりました。スポーツをやる者の感謝とか、頑張

る姿勢とか、そういう意味で教育委員会として共催しています。大宮アルディージャの

チームのアンバサダーとして活躍をしている方も同じ病気を克服されており、そういう

方との交流もやっております。 

〔結 果〕 

 了 承  

 

（2）平成 29 年 辞令交付式の日程について 

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が報告説明 

年度末、年度始めの教育委員会の辞令交付式の日程について報告説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし 

〔結 果〕 

    了 承 

                               

（3）平成 29 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〕 

◇教育総務課長が報告説明 

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。 

〔主な意見・質問〕 

なし 

〔結 果〕 

    了 承 

 

（4）小城市内保育園・幼稚園・認定こども園の卒園式・入園式 

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が報告説明 

市内保育園・幼稚園・認定こども園の卒園式・入園式について報告説明。 

〔主な意見・質問〕 
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なし 

〔結 果〕 

    了 承 

 

（5）平成 29 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 

平成２９年小城観桜大会の日程について報告説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし 

〔結 果〕 

    了 承 

 

（6）郡市対抗県内一周駅伝大会の結果について     

〔報告説明〕 

◇生涯学習課長が報告説明 

郡市対抗県内一周駅伝大会 小城市５連覇について報告説明。 

〔主な意見・質問〕 

なし 

〔結 果〕 

    了 承 

 

（7）小城市芦刈幼稚園閉園式について 

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が報告説明 

芦刈幼稚園閉園式について報告説明。 

〔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】 ３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 議決事項   

【第 31 号議案】 

平成 29 年第１回小城市議会定例会における教育委員会所管議案 

について                                           〔承認〕 

第２ 報告事項   

【報告第 40 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〕 


