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平成 27 年２月 定例教育委員会 会議録（要旨）

１ 日 時 

平成27年２月26日（木）

開会 午前９時30分から    閉会 午後０時28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 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 永ノ間生涯学習課副課長 栁川文化課

副課長 楠田こども課保育幼稚園係長 永田文化財保護係長 

５ 平成27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 

 ・生涯学習課の「早寝早起き朝ごはん」に関する事業で、文部科学大臣表彰を受ける。 

 ・総合計画の６つの重点項目である生涯学習の充実について、ハード面で牛津公民館の改修 

が既に始まっている。 

 ・文化連盟の活動が活発で、子どもたちも巻き込んでの展開を嬉しく感じている。 

 ・中学受験で 22 名が市外へ進学予定。小城市の教育をもっと魅力あるものにし、地元に通

わせたいということに繋げたい。 

 ・中学校の生徒指導。難しい局面もあるが、いつ川崎市で起きたようなむごい事件が起きる

かもわからないということを小城市も意識しなければならない。 

 ・いじめ問題対策連絡協議会、２つの協議会と専門委員会を開催したので、組織としては

整った。 

・県のネットの安全・安心ポスターコンクールで小城市教育委員会が団体賞をいただいた。

小城市なりの規模で ICT 利活用、情報モラルを一歩一歩励んでいきたい。 

 ・佐賀県スポーツ功労賞芦刈の少年野球チームが表彰を受ける。 

 ・東部教育事務所の善行表彰で、三里小、三日月中生徒会が清掃活動やボランティアで表彰

を受けることになった。 

 ・ソロプチミスト佐賀－中部から、市内の女子中学生１名が入学一時金を受けるありがたい

支援があった。 

 ・高田保馬博士をたたえる会、子ども達の態度も清々しいもので、顕彰会というのはすばら

しいと感じた。 

７ 議 事 

第１ 議決事項 

【第 43 号議案】 
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平成 27 年度小城市立小・中学校の入学式日程について 

  〔議案説明〕 

  ◇学校教育課長が提案理由説明 

   入学式の日程を、小城市小中学校の管理及び運営に関する規則第 12 条により教育委員

会で決定していただくもの。 

  〔意見・質問〕 

   なし 

  〔結 果〕 

   提案どおり、小学校入学式４月 10 日、中学校入学式４月９日、芦刈観瀾校については

小中同時ということで４月９日に決定。 

  【第 44 号議案】 

    小城市史跡の指定について 

〔議案説明〕 

◇文化課長及び文化課文化財保護係長が提案理由説明 

 小城鍋島家の菩提寺である祥光山星巌寺を小城市の史跡に指定したいと審議会に諮問し

たところ、小城市史跡として十分な価値を有するとの答申をいただいた。 

〔意見・質問〕 

 なし 

〔結 果〕 

 承認 

 第２ 報告事項 

  【報告第 35 号】 

    園児の幼稚園平成 26 年度小城市外居住就園について 

  〔報告説明〕 

  ◇こども課長が報告内容を説明。 

   小城市内の幼稚園に通園する子どもが小城市から転出したが、最終学年でもあり、現在

通っている幼稚園への通園を卒園まで認めるもの。 

  〔意見・質問〕 

 なし 

〔結 果〕 

 了承 

  【報告第 39 号】 
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    文化財保護法第 94 条の未届けによる工事着工について 

  〔報告説明〕 

  ◇文化課長が報告内容を説明 

   新聞やマスコミ報道があったとおり、埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う際に必要な

手続きを佐賀土木事務所が怠り、三日月町織島地区の工事を行ったもの。小城市から再

三の催告をしたが応じられなかったもの。 

   県の土木事務所、県土づくり本部から小城市教育委員会と小城市長、副市長に謝罪に来

られた。 

  〔意見・質問〕 

  ○委員長 

   初めてではないのに。 

  ○文化課長 

   引き継ぎがうまくできていなかったことと、埋蔵文化財についての認識が甘かったと言

われた。 

  ○委員長 

   他にもあると聞くが。 

  ○文化課長 

   そのとおり。 

  ○委員長 

   無視された気がする。 

  ○文化課長 

   そういう事も伝えている。 

  ○Ｄ委員 

   今後は何もないのか。 

  ○文化課長 

   もともと小城市の分は、過去に周辺の地区は調査が済んでいて遺跡が確認できておらず、

立会のみで済んだ部分。佐賀市は、工事を中断させている。 

  ○教育長 

   担当のミス。ただ、上司はその事を確認しなくてはいけない。県は非常に重く受け止め

ている。 

  ○教育部長 

   小城市の工事で同じことが起きないように、庁内担当部署に遺漏が無いようにという申

し入れを実施した。 

  〔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 

第 21 回小城少年少女合唱団定期発表会、アイル 12 周年記念感謝祭 の２件 〔了承〕 

② 平成 27年度辞令交付式の日程について                            〔了承〕

③ 小城市内保育園・幼稚園・認定こども園の卒業式・入園式日程について        〔了承〕

④ 小城市社会福祉協議会評議員の就任について                        〔了承〕
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⑤ ネットの安全・安心ポスターコンクール入賞について                    〔了承〕

⑥ 平成 26 年度優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の推進にかかる文部科学大臣表彰の決定につ

いて                                                    〔了承〕

⑦ 郡市対抗県内一周駅伝大会の結果について                          〔了承〕

⑧ 平成 27年小城観桜大会の日程について                            〔了承〕

⑨ ハッピーコミュニケーション講座の開催について                         〔了承〕

⑩ 寄附採納について                                           〔了承〕

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

  【日 時】 ３月 26 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 45 号議案】 

小城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する 

条例について                            〔承認〕 

【第 46 号議案】 

小城市職員定数条例の一部を改正する条例について           〔承認〕 

  【第 47 号議案】 

小城市教育委員会教育長の職務専念義務の特例に関する条例制定について 〔承認〕 

  【第 48 号議案】 

小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

について                              〔承認〕 

  【第 49 号議案】 

    小城市公告式条例の一部改正について                 〔承認〕 

  【第 50 号議案】 

    小城市教育委員会の委員の定数を増加する条例の一部改正について    〔承認〕 

  【第 51 号議案】  

    小城市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正について          〔承認〕 

  【第 52 号議案】 

    小城市立保育所設置条例の一部改正について              〔承認〕 

  【第 53 号議案】 

    小城市公民館条例の一部改正について                 〔承認〕 

  【第 54 号議案】 

    小城市民図書館条例の一部改正について                〔承認〕 

  【第 55 号議案】 

    平成 27 年第１回小城市議会定例会に提出する予算案のうち教育委員会の所管する 

    予算案について                    

    ・平成 26 年度小城市一般会計補正予算（第８号、第９号） 

    ・平成 27 年度小城市一般会計予算                   〔承認〕 

  【第 56 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２ 報告事項 
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【報告第 36 号】 

就学援助（準要保護）の認定について                 〔了承〕 

  【報告第 37 号】 

    女子高校生奨学生の推薦について                   〔了承〕 

  【報告第 38 号】 

    教育委員会事務局職員の育児休業承認について             〔了承〕 


