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平成 29 年８月 定例教育委員会 会議録 要旨 

 

１ 日 時 

平成 29 年８月 24 日（木） 

  開会 午前９時 30 分 閉会 午前 11 時 11 分 

 

２ 場 所 

  市役所西館 2-6 会議室 

 

３ 出席及び欠席委員 

  出席者 大野教育長 上野委員 久本委員 荒牧委員 飯盛委員 

  欠席者 大庭委員 今村委員 

 

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 高塚生涯学習課副課長 松本教育総

務課庶務係長 

 

５ 教育長の報告事項 

 

・台風５号が長期間消滅せず、心配させられた。子どもクラブの球技大会等の予定もあり

影響が懸念されたが、無事開催できた。今年の夏は異常気象等はあったが、中学校のコ

ンクールや、中体連など子どもたちの活躍が多く見られた。 

・同時期に九州柔道大会が佐賀県で開催され、小城多久地区が主幹となって、駐車場係で

など、多くの先生方が運営、指導を熱心にされている様子を見て本当に頭が下がる思い

がした。 

・８月３日～４日宮崎市にて教育委員会研修大会に教育委員の皆様と参加した。職場体験

について、宮崎県日向市の取組みが紹介されたが、職業観というよりも勤労観を大切に

されており、なぜ働くか、働く意味は等をしっかり考えさせ、子どもたちに伝えていき

たいという話をされていた。また、小中一貫教育、小中高との連携を行いながら子ども

の生きる力や、故郷を愛する心を育むという取り組みがなされていた。他にも産・官・

学の連携の取組として「世の中教室」をされていたが、子どもたちだけでなく、教員や

企業の社員の成長にもつながるという話は小城市の中でも参考にしなければいけないと

感じた。 

・８月１日全体朝礼会・経営戦略会議 

・８月３日～４日宮崎市での九州都市教育委員会研修大会 

・８月６日子どもクラブ球技大会。子どもクラブの参加等が小城市内全部の校区では難し

い状況であるので今後検討していく必要がある。 

・８月９日平和の出前講座ということで、三日月町中学校にて知覧特攻平和会館の田代参

事よりお話ししていただいた。 

・８月 10 日ＮＨＫ全国学校音楽コンクール佐賀県予選会。三日月中学校の合唱部は九州

大会を決めていたため、芦刈中学校がオープン参加。非常に素晴らしい合唱を聞かせて

もらった。 

・８月 17 日県市長会議 

・８月 19 日津の里ミュージアム夏休み宿泊合宿。牛津の認定こども園と保育園、小学校
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の園児児童約 50 名が参加。お世話については牛津中、牛津高校の生徒約 20 名と地域の

スタッフで行われ、子どもたちが自分でテントを建て宿泊する等いい研修がなされてい

た。津の里ミュージアム自体は 2002 年から 15 年程度経過しているが、素晴らしい地域

の取り組みだと感じた。 

・８月 23 日課長・副課長会議、小城市学力向上研修会。学力向上研修会については新学

習指導要領に対し、小学校の完全実施予定の平成 32 年、中学校の 33 年を控え参加者も

しっかりと話を聞くことが出来た。 

・８月 23 日第３回目の小城市教育委員会評価委員会。評価委員による最終の取りまとめ

を行っていただいた。これを元に今後の取組に活かしていきたい。 

・来週には小城市学力向上コーディネーター研修会、８月 31 日にはたちばな保育園の園

訪問を予定している。 

 

６ 議 事 

第１ 議決事項 

【会議録】 

平成 29 年７月定例教育委員会の会議録について 

〔意見・質問〕 

無し 

〔結果〕 

承認 

 

第２ 協議事項 

【協議第４号】 

芦刈幼稚園バスの使用について 

〔説明〕 

◇保育幼稚園課長が説明 

芦刈幼稚園が平成 29 年３月 31 日で閉園となり、通園バスの扱いについて検討を

行ってきた。芦刈幼稚園の園児を引き受けてもらった、あしかりこども園でのバス利用

について申し入れをしたが、当面バス運営はしないとの事で回答があり、他に庁内での

利用について確認をしたが、各部より利用の見込みがないという事であった。そのため

廃止の方向で提案させていただく。 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

 １台は全然動いていなかったが。現在本当に利用は無いのか。 

○保育幼稚園課長 

 はい。 

○保育幼稚園課長 

 民営化の現在の進行状況について報告をさせていただきたい。岩松保育園については、

移管先が清水福祉会と決定し、清水福祉会と、岩松保育園の保護者と、小城市教育委員

会での３者協議を進めている。園名は平仮名の「いわまつ」保育園でほぼ決定し、職員

採用、閉園式、行事の確認等が行われているところ。現時点では岩松保育園はスケ

ジュール通り来年４月に移管予定で進んでいる。 

 また、次期民営化計画については今年度中に方向性を決めるとしているため、庁内で

協議を進めている。年度内にパブリックコメント等の意見聴取、議会説明を経て方向性

が決まれば来年度初めには公表できると考えている。 
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〔結果〕 

了承 

 

第３ 報告事項 

【報告第 19 号】 

小城市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 

〔説明〕 

◇保育幼稚園課長が説明 

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱に基づき、補助区分及び減免単価に変更があったこ

とから、小城市の私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する必要がある。  

新旧対照表にて確認願いたいが、国の幼児教育無償化に向けた取り組みの段階的な推

進という事で、低所得者世帯の保護者の負担軽減を目的とした国の基準改正にあわせて

小城市も改正を行う。 

今回大きく改正となった部分として、市町村民税非課税世帯の第２子の保護者負担を

無償化し、年収 360 万円以下の世帯を想定して、市町村民税の所得割額７万 7,100 円以

下世帯の軽減額の金額が上げられる。 

〔意見・質問〕 

○Ｃ委員 

 減額に応じて、国からは補助等がされるのか。 

○保育幼稚園課長 

 はい。補助金の負担割で国からの補助、市からの持ち出しと分かれている。施設型給

付の対象園は所得割額に応じて段階的な保育料軽減はなされていたが、今回は施設型給

付対象外の園が対象となる。 

 平成 28 年度は対象園児がいなかったが、平成 29 年度は 4 名程度対象となる見込み。 

〔結果〕 

了承 

 

７ 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第 19 回赤胴鈴之助剣道大会・竹刀供養 

／赤胴鈴之助剣道大会・竹刀供養実行委員会 

②第 30 回観月会／小城市文化連盟三日月支部 

③第１回小城市スポーツ少年団交流大会／小城市スポーツ少年団 

④第 19 回佐賀県プロ野球県人会ドリーム旗争奪中学生軟式野球大会 

／佐賀県プロ野球県人会 

⑤第 16 回天山アートフェスタ in 小城／ＮＰＯ法人天山ものづくり塾 

⑥第８回小城市福祉大会／小城市社会福祉協議会 

⑦牛津映画上映会／小城市映画製作実行委員会 

⑧第４回フォトクラブ三脚うしづクラブ展／フォトクラブ三脚うしづ 

〔意見・質問〕 

無し 

〔結果〕 

了承 
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（2）平成 29 年度 各事業開催一覧について 

〔説明〕 

◇生涯学習課長が説明 

文化の秋・スポーツの秋に向けて９月から 11 月にかけて色々なイベントが開催され

る予定。 

まず文化連盟の観月会が２カ所で開催され、市民文化祭も例年どおり４カ所で小城の

10 月 29 日を皮切りに公演並びに作品の展示を行う。 

町民運動会については、10 月１日に小城の町民運動会。10 月８日に３カ所で開催予

定。 

〔意見・質問〕 

無し 

〔結果〕 

了承 

 

（3）平成 29 年度小城市子どもクラブ球技大会の結果について 

〔説明〕 

◇生涯学習課長が説明 

８月６日に恒例の小城市子どもクラブ対抗の球技大会を開催。男子がドッヂビーで９

チームが参加し、小城町の晴田校区７部が優勝している。女子はミニバレーボールで８

チームが参加し、小城町の三里Ｂが優勝した。 

それぞれ８月 19 日の県大会に出場し、男子ドッヂビーのチームが昨年優勝チームを

破り決勝トーナメントに進出したが、惜しくも４位という結果であった。 

子どもクラブ球技大会については、チームの参加が少なく、芦刈地区からは過去２年

は参加されていない。小城は公民館の各支館での予選を経て出場しているが、他の地区

はいろいろな原因はあると思うが、参加が難しい地区がある模様。 

〔意見・質問〕 

○教育長 

 子どもクラブについては非常に大きな課題であり、学校を含めて課題として取り扱っ

て話をしていきたいと考えている。 

〔結果〕 

了承 

 

（4）小城市幼児施設運動会等日程について 

〔説明〕 

◇保育幼稚園課長が説明 

公立・私立それぞれの日程表をお配りしている。委員の皆様に参加願いたい。 

〔意見・質問〕 

○教育長 

 生涯学習課の行事と保育幼稚園課の行事等あるが、都合をつけていただき、ぜひ参加

をお願いしたい。また、ご都合に関して何かあればこちらに相談していただきたい。 

〔結果〕 

了承 
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８ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

 ◇定例会 

  【日 時】 ９月 28 日（木） 午前９時 30 分～ 

  【場 所】 小城市役所 西館２階 ２－６会議室 

 

９ 議 事【非公開】  

 第１ 議決事項 

【会議録】 

教育委員会の会議録について（非公開）                  〔承認〕 

【議案第 12 号】 

平成 29 年第３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〕 

【議案第 13 号】 

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

第２ 報告事項 

【報告第 20 号】 

専決処分の報告について                         〔了承〕 

【報告第 21 号】 

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

【報告第 22 号】 

特別支援教育就学奨励費の認定について                  〔了承〕 

 


