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平成 27 年 3 月 定例教育委員会 概要

１ 日 時 

平成27年3月26日（木）

開会 午前９時30分から     

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 大庭委員 飯盛委員 久本委員 今村教育長 

  欠席委員  なし 

４ 会議出席職員 

伊東教育部長 山口教育総務課長 本村学校教育課長 南里こども課長  古庄文化課長  

松尾教育総務課副課長兼庶務係長 南里学校教育課副課長 坂田生涯学習課長 永ノ間生 

涯学習課副課長 楠田こども課保育幼稚園係長 

５ 平成27年2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 

７ 議 事 

第１ 議決事項 

【第 58 号議案】 

小城市子ども・子育て支援法施行細則の制定について           〔取下〕 

  【第 59 号議案】 

小城市立保育所延長保育実施規則の制定について              〔取下〕 

  【第 60 号議案】 

小城市立保育所使用料納付規則の制定について               〔取下〕 

  【第 61 号議案】 

小城市保育所保育料徴収規則の制定について                〔取下〕 

  【第 62 号議案】 

小城市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の制定について          〔取下〕 

  【第 63 号議案】   

小城市立保育所延長保育実施要綱を廃止する告示について             〔承認〕 

【第 64 号議案】 

小城市子育て相互支援事業実施要綱等を廃止する告示について        〔承認〕 

  【第 65 号議案】 

小城市児童センター条例施行規則並びに小城市助産の実施及び母子保護の実施に 

関する規則を廃止する規則について                    〔承認〕 

【第 66 号議案】 

小城市次世代育成支援地域行動計画庁内推進委員会設置要綱を廃止する訓令について 

                                     〔承認〕 
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  【第 67 号議案】 

小城市保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則について       〔承認〕 

  【第 68 号議案】 

   小城市史跡土生遺跡公園条例施行規則の一部改正について            〔承認〕 

  【第 69 号議案】 

小城市スポーツ推進委員の委嘱について                  〔承認〕 

  【第 70 号議案】 

財団法人小城市体育協会補助金交付要綱の一部改正について         〔承認〕 

  【第 71 号議案】 

小城市社会教育関係補助交付要綱の一部改正について            〔承認〕 

  【第 72 号議案】 

   組織機構改革に伴う関係規則の整備に関する規則               〔承認〕 

  【第 73 号議案】 

小城市教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する訓令         〔承認〕 

【第 74 号議案】 

小城市学校給食センター学校給食費の改正について             〔承認〕 

  【第 75 号議案】 

小城市立学校用務員の就業規則の一部改正について             〔承認〕   

【第 76 号議案】 

小城市教育委員会公印規程の一部改正について               〔承認〕 

  【第 77 号議案】 

小城市子ども支援センター運営規則                    〔承認〕 

  【第 78 号議案】 

小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則の一部改正について     〔承認〕 

  【第 79 号議案】 

小城市立中学校部活動大会参加補助金交付要綱の制定について        〔承認〕 

  【第 80 号議案】 

小城市適正就学指導委員会委員長之印を廃止する告示            〔承認〕 

  【第 81 号議案】 

小城市立小・中学校運営支援室協議会設置要領の一部改正について      〔承認〕 

  【第 82 号議案】 

小城市立小・中学校運営支援室協議会連絡会議設置要領の一部改正について 〔承認〕

【第 83 号議案】 

小城市立小・中学校事務共同実施組織運営要綱の一部改正について      〔承認〕 

  【第 84 号議案】 

小城市立小・中学校に係る非常勤嘱託職員取扱規定の制定について      〔承認〕 

  【第 85 号議案】 

小城市適正就学指導委員会規則の一部改正について             〔承認〕 

  【第 86 号議案】 

小城市放課後児童健全育成事業実施要綱を廃止する告示について       〔承認〕 

  【第 87 号議案】 

小城市放課後児童健全育成事業実施規則の制定について           〔承認〕 

  【第 89 号議案】 

小城市教育振興基本計画実施計画について                 〔承認〕 

  【第 90 号議案】 
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小城市学校教育における九州及び全国大会等出場費補助金交付要綱の廃止について 

                                    〔承認〕 

  【第 91 号議案】 

   小城市立保育所運営規則の一部改正する規則について            〔承認〕 

  【第 92 号議案】 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係 

規則の整理に関する規則                         〔承認〕 

  【第 93 号議案】 

   小城市教育支援委員会委員長之印を調製した告示              〔承認〕 

第２ 報告事項 

【報告第 40 号】 

園児の幼稚園平成 26 年度小城市外居住就園について             〔了承〕 

  【報告第 41 号】 

小城市文化財保存対策事業費補助金交付要綱の廃止について          〔了承〕 

  【報告第 43 号】 

  「小城市少年少女スポーツ活動の指針」について              〔了承〕 

５ その他 

① 教育委員会の共催及び名義後援事業について 

② 土生遺跡出土踏
はぶい せ き し ゅ つ どふ み

鋤
すき

の佐賀県重要文化財（考古資料）指定について 

６ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 ４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 

７ 議 事【非公開】 

  第１ 議決事項 

  【第 88 号議案】 

教育委員会事務局職員の人事異動について                  〔承認〕 

第２ 報告事項 

【報告第 42 号】 

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


