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平成２９年５月 定例教育委員会 会議録 要旨 

 

１ 日 時 

平成 29 年５月 25 日（木） 

  開会 午前９時 30 分 閉会 午前 10 時 35 分 

 

２ 場 所 

  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 

  山口教育部長 本村学校教育担当部長 麻生教育総務課長 松尾保育幼稚園課長 坂田生

涯学習課長 古庄文化課長 橋間教育総務課副課長 松本教育総務課庶務係長 

 

５ 平成 29 年４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 

 

 ・５月８日に桜岡小学校を中心に読み聞かせ活動をしている「えほん大好き」グループが文

部科学大臣表彰を受け、市長を表敬訪問。これからの時代だからこそ幼少期に豊かな感性

を育むことに大きく貢献していただいている。 

 ・５月９日 臨時議会 

 ・５月 10 日 小城市公民館分館長全体会 

 ・５月 11 日に各校長による学校経営計画説明会が行われ、校長の強い思いが伝わり年々充

実していると感じているが、学校の特徴、取り組みたいところのアピールが少し薄いと感

じた。 

 ・５月 12 日は西九州大学の福本教授に第三者評価委員会の委員就任の事前相談。快諾いた

だいた。 

 ・５月 14 日キッズファンが行われ、普段見えないところで非常にグレードの高い目標を

持って頑張っている子どもに光が当てられている。ピアノ演奏とかそういったものを母の

日に開催できたことは嬉しい思いがした。 

 ・５月 17 日 市幼保ネットワーク会議 

 ・５月 18 日の市就学相談会は 40 人程度を県内のこの道のエキスパートが終日面談を行った。

こういった活動はありがたいと思う。年々相談者が多くなり、学校現場では特別支援学級

が増えているということは、偏見の在った昔とは違い、今は一人ひとりの子供の個性に合

わせた生き方をという事で社会全体が理解ある方向になっていると感じ嬉しい思いがした。 

 ・５月 24 日 市青少年育成市民会議常任理事会 

 ・５月 28 日の芦刈中、小城中、三日月中、砥川小の運動会に委員分担して参加予定。 

 ・最後に教育委員の皆様に資料を渡しているが、平成 29 年度の社会教育に関する資料を用

意している。今の学校、社会教育、地域がこれまでやってきたこと、これから進もうとし

ているところについて記載してあるのでご一読いただきたい。 

 



- 2 - 

７ 議 事 

第１ 議決事項 

【議案第５号】 

小城市教育委員会会議規則の一部を改正する規則について 

〔説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、小城市教育委員会会議

規則の一部を改正する必要がある。 

小城市教育委員会会議規則第 14 条第４項及び第 16 条中「委員長」を「教育長」

に改めるという新教育委員会制度に伴う改正。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

承 認 

 

【議案第６号】 

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 

〔説明〕 

◇教育総務課長が提案理由説明 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、小城市教育委員会公印

規程の一部を改正する必要がある。 

新制度移行に伴い委員長が今回６月１日からなくなる関係で、別表の３、４、５

の委員長の項目を削除し、番号を繰り上げる。 

〔意見・質問〕 

  ○委員長 

    委員長関係の印鑑が無くなるという事だけですね。 

  ○教育総務課長 

    そうです。 

〔結果〕 

承 認 

 

【議案第７号】 

社会教育委員の委嘱について 

〔説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

社会教育法第 15 条第２項、小城市社会教育委員条例第２条第２項及び小城市教

育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第５号の規定に基づく委嘱。 

任期２年で今年度が改選時期。社会教育委員条例の中で「委員は、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する課等を行う者並びに学識経験のある者

のうちから小城市教育委員会が委嘱する」となっている。 

定数 12 人以内という事で 12 人を選出。うち 3 名が新規選出。 

〔意見・質問〕 

  ○委員長 

    任期は２年ということですね。 

  ○生涯学習課長 
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    はい。 

〔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 

〔説明〕 

◇教育総務課庶務係長が説明 

 ①子どもの安全を地域で見守る会／小城市青少年育成市民会議 

 ②第 35 回小城美術工芸展／小城市文化連盟小城支部 

 ③平成 29 年度佐賀県高等学校総合体育大会／佐賀県高等学校体育連盟会長 

 ④ふれあい芸能まつり／小城市文化連盟会長 

 ⑤第 54 回佐賀県母親大会／佐賀県母親大会実行委員会 

 ⑥「校庭に東風吹いて」上映会／ゆきとどいた教育をすすめる佐賀県連絡会 

 ⑦佐賀子ども劇場の鑑賞例会及び自主活動／佐賀子ども劇場 

 ⑧創始 70 周年記念 2017 少林寺拳法佐賀県大会／「創始 70 周年記念 2017 少林寺 

拳法佐賀県大会」実行委員会 

 ⑨平成 29 年度学校給食における食物アレルギー対策指導者研修会／佐賀県教育庁

保健体育課長 

 ⑩第 24 回日本学校教育相談学会九州沖縄地区研修会／日本学校教育相談学会佐賀

県支部会 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

了 承 

 

 （2）平成 30 年小城市成人式開催要項について  

〔説明〕 

◇生涯学習課長が提案理由説明 

平成 30 年小城市成人式開催要項を定めた。主催は小城市と小城市教育委員会。

開催日時は平成 30 年１月７日の日曜日。小城、三日月、牛津、芦刈それぞれの会

場で行う。 

対象者は、平成９年４月２日から平成 10 年４月１日に生まれた方で、小城市に

住所を有する方、小城市の学校に在籍または卒業した方で成人式に参加を希望する

方としている。 

〔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 

 ◇定例会 

  【日 時】 ６月 23 日（金） 午前９時 30 分～ 

  【場 所】 小城市役所 西館２階 ２－６会議室 

〔意見・質問〕 
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  ○教育部長 

    通常第４木曜日の６月 22 日だが、議会の常任委員会の予定があり、一日ずらし

て 23 日金曜日にお願いしたい。 

  ○Ａ委員 

    ６月議会か。 

  ○教育部長 

    はい。６月議会が９日より開催予定。概ねそれくらいの時期。 

〔結果〕 

承 認 

 

10 平成 29 年５月臨時教育委員会の会議録承認について【非公開】       〔承認〕 

 

11 議 事【非公開】  

第１ 議決事項 

【議案第９号】 

平成 29 年第２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 協議事項 

【協議第２号】 

  小城市外居住者の幼稚園就園について                 〔承認〕 

 

第３ 報告事項 

【報告第６号】 

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

【報告第７号】 

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

【報告第８号】 

平成 28年度一般財団法人小城市体育協会の経営状況について         〔了承〕 

 


