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平成 27 年 9 月 定例教育委員会 会議録（要旨）

１ 日 時 

平成27年９月24日（木） 

開会 午前９時30分から    閉会 午前11時11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 久本委員  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 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 楠田保育幼稚園課副課長  柳川文化課副課長 

南里教育総務課副課長 田中教育総務課副課長兼施設係長 中尾教育総務課庶務係長  

５ 平成27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

 ・９月議会の一般質問で、桜岡小学校のプールの建設、総合教育会議、青少年健全育成等の質問

がありました。中でも、青少年健全育成について、北九州や広島ではスマホや携帯を９時か１

０時以降はオフにするということを市民運動として、社会運動として学校と連携してやってい

るという事例提案がありました。子供達は自主性、主体性という面ではまだまだ弱いので、そ

うした取り組みにより家庭でも指導がしやすくなるのではないか。

・経営戦略会議等で積み上げてきた２８年度の施策方針が決まり、来年度の予算もそれに基づい

て編成されていきます。小城市が、教育委員会も含めてどういうような事業に力点を持ってい

るのかということがそれでわかります。

・芦刈の幼稚園の民営化については、三者協議会を開き、スムーズにいったということで、大変

安堵しています。

・９月は観月会がありました。芦刈は、科学的な月の世界の宇宙など、非常に専門性の高いもの

が１時間ほど講演され、小学生、中学生あたりに力点を置いていると感じました。 三日月の

観月会は、昼間から開催されており、文化連盟の功労者表彰式も一緒に行われていました。三

日月中のコーラス部が観月会に出演して発表するなど、文化連盟が子供達と連携する意図が感

じられよかったと思いました。牛津の観月会についても、子供達の参加が多かった。

・９月６日に岡山神社で赤胴鈴之助剣道大会がありました。これは、小城が誇る少年剣道大会で

す。

 ・９月１４日に市町の教育連合会の役員会がありました。新教育委員会制度に変わって、この会

自体をどうまとまった組織としていくかが課題です。

 ・９月１６日は青少年育成市民会議の常任理事会があり少年少女の声大会等の打ち合わせがあり

ました。

 ・運動会が、２０日は桜岡小学校、三里小学校、それから２７日は岩松小学校と三日月小学校が
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予定されています。 

 ・９月２８日は、平成２６年度決算の決算特別委員会が終日あります。 

・１０月１５日は、九州都市教育長協議会が沖縄であり、小城市が教育財政、行財政で発表しま

す。ＩＣＴの利活用ということで、小城市がＩＣＴの環境整備をしたことについて発表する予

定です。

 ・１０月１６日に、非常に力点を置かなくてはならない三日月小・中学校の特別支援の研究発表

会があります。 

７ 議事

第１ 議決事項 

  【第 24 号議案】 

私立幼稚園及び小城市外公立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

〔議案説明〕 

◇保育幼稚園課長が提案理由説明 

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に基づき、減免単価に変更があったため、私立幼稚園

及び小城市外公立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正をするもの。

〔意見・質問〕 

 ○教育長 

小城市では、大体幼稚園児は減っていっていますか、保育園へ流れていますか。

   ○保育幼稚園課長

小城市はその傾向があります。

○Ｄ委員

     こども園は３つありますよね。

○保育幼稚園課長

 そうです。

○委員長

     この中で、今回の対象になっているのは私立の市町村民税非課税世帯、市民税所得割非

課税世帯、Ⅱに特定しているのは、Ⅱだけ特別理由があって変えてあるのですか。

○保育幼稚園課副課長

     施設型給付といって、小城市内の認定こども園とか公立の幼稚園も施設型給付で新しい

制度にのっているんですが、こちらは今度、施設型給付にのっていない幼稚園になります。

ですので、今、私がわかっているので四、五園、佐賀市内にある幼稚園で、今までどおり

の私学助成という県の助成を受けながら、従来どおりの幼稚園をするというところの施設

になっています。対象になるのは１０名ぐらいに今度減っており、今施設型給付と差があ

る分を埋めるような形で修正があっています。

○教育長

     今までどおり園を運営している人達との差を緩和するための助成ですね。

○保育幼稚園副課長

 そうです。今度、施設型給付と国が決めた給付制度にのったところは、全部が市町村民

税の所得割に応じて、園の運営に足りない部分というのは国、市町の方から補助が行くよ

うになりました。それにのらないところは保護者の負担が大きいので、それを埋めるよう

な形です。市から施設の方にお金を出したら、その分、園が幾らか減額をして保護者から

保育料をとるというところです。

○Ｄ委員
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     所得によって全部違うんですね。

○保育幼稚園課長

  はい、そうです。

○教育部長

  私立で２万５，０００円、給食代は別で、食費がまた給食代が四、五千円ぐらいです。

改正になる前は２万８，０００円か２万９，０００円ぐらい払われていました。今はもう

細かく分かれてしまっています。この要綱に該当するのが、小城市内にはないです。ただ、

佐賀の幼稚園に行っている一律３万円とか４万円とっている幼稚園に行っている子が、４

園か５園あるので、人数的に言えば１桁か、そのくらいだと思います。その人達のために

改正するものです。

〔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件申請７件承認）

①第２６回 佐賀県小学校教教育研究会家庭部会 佐賀県大会／佐賀県小学校教育研究

会家庭部会

     ②第２８回 観月会／小城市文化連盟 三日月支部

③小城・多久あったか祭り／小城・多久あったか祭り実行委員会

④第３９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

⑤第２回フォトクラブ三脚クラブ展／フォトクラブ三脚

⑥第14回天山アートフェスタｉｎ小城「かたちを冠る」／NPO法人 天山ものづくり塾

⑦チャレンジ3days／佐賀新聞販売店会、佐賀新聞社

〔意見・質問〕 

    な し 

〔結 果〕 

     了 承 

（2）第６８回県民体育大会小城市役員・選手団結団式並びに第１１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〕

◇生涯学習課長が開催内容を説明

〔意見・質問〕

な し

 〔結 果〕

了 承 

（3）平成27年度 小城市各地区運動会開催

〔報告説明〕

◇生涯学習課長が各地区運動会開催予定について説明
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〔意見・質問〕

○教育長

教育委員はどこへ行けばいいんですか。

○生涯学習課長

  教育委員の割り振りは特にはしておりません。各地区の実行委員会からご案内が直接

行っています。

○教育長

    地元芦刈、三日月、牛津いらっしゃいますね。小城は３人いるので、全部小城の関係

者が回るのではなく、それぞれ振り分けていきましょう。

 〔結 果〕

了 承 

（4）平成28年小城市成人式開催要項

〔報告説明〕

◇生涯学習課長が成人式開催要項について説明

      例年８５％ぐらいの参加率で参加をしていただいている。

〔意見・質問〕

○教育長

 これは大変意義のあることです。小城市で、１つでまとまってするよりは、こういう

ような同窓会的に分けてした方が意義があるかもしれない。小城市になったなら一緒に

どこかでまとまってという考えもあるが、意外と参加する人は、ふるさと意識で地区毎

がいいのかなとも思う。しかし、人数が減るとどうなるかわからない。

〔結 果〕

了 承 

（5）平成27年度 学校・保育園・幼稚園 秋の行事について 

〔報告説明〕 

◇保育幼稚園課長が平成 27年度 学校・保育園・幼稚園 秋の行事について説明 

〔意見・質問〕

 な し

 〔結 果〕 

       了 承  

（6）平成 27 年度佐賀大学・小城市文化交流事業企画展 「小城祇園祭―千葉・鍋島から現代

へ―」について

〔報告説明〕 

◇文化課長が佐賀大学・小城市文化交流事業企画展 「小城祇園祭―千葉・鍋島から 

現代へ―」について、来年７００年祭を迎える小城祇園祭ということをテーマに 

し、１０月３１日から１２月１３日まで、資料館の企画展示室で行うことを説明 



- 5 - 

〔意見・質問〕 

 な し 

〔結 果〕 

 了 承     

（7）市民図書館牛津分室への移転スケジュールについて  

〔報告説明〕 

◇文化課副課長が市民図書館牛津分室への移転スケジュールについて説明 

旧議会棟へ移転、引っ越し作業等のため、１１月と１２月は休室、リニューアル

オープンは来年の１月５日を予定 

〔意見・質問〕 

 な し 

〔結 果〕 

 了 承 

（8）小城市総合教育会議〔11 月９日（月）午前１０時～予定〕について

〔報告説明〕 

◇教育総務課長が第 2 回目の小城市総合教育会議について説明 

〔意見・質問〕 

○教育長 

 対等な立場での会議です。主催は市長部局がしますが、お互いに意見を突き合

わせて、活性化した場にしたいということでやっていけばいいと思います。市長

もきちっとした答弁をされ、教育委員会の意見は尊重してやっていくということ

を言われています。 

〔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２２日 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 

【報告第 15 号】 

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

【報告第 16 号】 

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

第２ 選挙事項 

  【選挙第２号】 

 小城市教育委員会委員長の選挙について                             〔了承〕


