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平成 29 年 11 月 定例教育委員会 会議録 要旨 

 

１ 日 時 

平成 29 年 11 月 24 日（金） 

  開会 午前９時 30 分 閉会 午前 12 時 02 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 大庭委員 荒牧委員 

  欠席者 今村委員 飯盛委員 

 

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 西村保育幼稚園課副課長 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 

 

・11 月は「小城市文化と教育に親しむ月間」ということで、10 月下旬から 11 月５日までの

期間を中心に本当に多くの事業、行事に取り組んできた。特に３日の文化の日には各町で

芸能祭、公演会、作品展、文化祭などいろいろな形で文化、芸術、芸能の発表の場として

盛大に開催されていた。小さい子供から高齢の方々まで、出品やステージ発表をされてい

る方、またはそれを楽しみに観る観客の方、これらの行事が充実して展開されているのは

こういった方々のおかげと改めて感じ、それぞれが重要な事業と痛感した。 

・学校では、11 月８日には小城市学力向上研究会が開催され、今年は小城中学校、桜岡小

学校、三里小学校の３校で授業公開と研究協議が行われた。これからは小・中学校といっ

た校種をこえて、どのように９年間を育てていくかということを考える機会が必要になる

ため、この研究会は非常に重要となっている。一方で、幼稚園、保育園の連携の充実も必

要と感じた。 

・11 月２日第２回教育支援委員会。同日より４日まで三日月と芦刈の市民文化祭作品展が

開催された。 

・11 月４日小城市文化連盟の会長表彰式。小城市内４地区から５名の皆さんが功労者表彰 

を受けた。引き続き芦刈文化まつりということで、ステージ発表等もこの日に行われた。 

・11 月５日小城市サッカーフェスティバル。 

・11 月３日から５日まで、小城市民文化祭の牛津の作品展、小城の文化展が開催された。 

・11 月５日岩松小学校、晴田小学校フリー参観。岩松小学校では、５年生、６年生より少

年少女の声大会の発表が行われた。 

・11 月５日出羽海
で わ の う み

部屋力士とのふれあい会。芦刈観瀾
かんらん

校の相撲場にて出羽海部屋の関脇

御嶽海
み た け う み

関と碧
あお

の正
しょう

さんをはじめとして、元小城ノ花の出羽海親方、元小城錦の中立
なかだち

親方

と 20 人弱の小学生との交流会が開催された。 

・11 月６日第１回相原一郎基金東京視察事前研修会。 

・11 月７日第２回社会教育委員会。生涯学習推進計画を策定中。 
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・11 月８日小城市教育研究大会。小城中学校は午前中に訪問、午後は研究大会と終日の日

程で、小城市長にも参観いただき、中学校として取り組んでいる状況と子ども達の様子等

をお知らせした。 

・11 月９日東部管内定例教育長会。 

・11 月 10 日県中体連駅伝大会がふくどみマイランド公園コースで開催された。男子は多久

中央が１位、九州大会出場は逃したが、小城中学校は３位という健闘を見せた。 

・11 月 11 日東京にて開催された在京芦友会に市長、副市長と共に参加した。120 周年の歴

史がある芦刈のＯＢの方々の交流会で、約 60 人の参加の中でも高齢の方も多く参加され、

故郷への思いが強い方が多く、とても心強く感じた。 

・11 月 12 日三里小学校・三日月小学校フリー参観デー。同日牛津産業まつり、少年剣道大

会。 

・11 月 14 日教育委員会佐賀県連絡協議会。 

・11 月 15 日文化財保護審議会。文化財の購入に関して審議。 

・11 月 16 日、17 日平成 29 年度市町村教育委員会研究協議会。市教委より代表でＡ委員に

参加いただいた。 

・11 月 17 日牛津町出身のガラス工芸作家中野良
よし

廣
ひろ

さんより 34 点のガラス工芸品を寄贈い

ただいた。今後も関わりたいということで、故郷への熱い思いを感じた。 

・11 月 18 日県のスポーツ推進委員実技研修会に約 300 人のスポーツ推進委員で実技研修を

行った。 

・11 月 19 日第１回体育協会主催で、小城市スポーツ少年団交流会が開催された。７団体が

キンボールという軽スポーツを行い交流を行った。 

・11 月 19 日牛津の小城市民文化祭公演会。 

・11 月 19 日桜岡小学校フリー参観。 

・11 月 21 日県学校教育課より来年度の肥前さが幕末維新博覧会の事業説明があった。幕末

維新記念館が現在の市村記念体育館の方に開設されるが、県内の全小中学生に見学しても

らいたい旨話があり、小城市内でも事業協力と、見学についても各学校長へ説明したい旨

話をした。 

・11 月 21 日衛生管理研修会。小城、多久の栄養教諭、学校給食関係者の研修会を開催した。 

・11 月 21 日牛津中学校訪問、小城の教育を語ろう会。 

・11 月 23 日県の補助を受けて、小城鍋島 400 年シンポジウムがゆめぷらっと小城で開催さ

れ、改めて小城市の歴史と伝統について考える機会を今後も持っていきたいと感じた。 

・今後の日程として、今日 11 月 24 日が定例教育委員会、管内教育長会。11 月 25 日には小

城市文化と教育に親しむ月間の最後として、少年少女の声大会が開催され、12 名の子ど

も達が参加予定。 

 

６ 議 事 

第１ 議決事項 

【会議録】 

  平成 29 年 10 月定例教育委員会の会議録について（公開） 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

承認 
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【議案第 19 号】 

  平成 30 年度小城市教育の基本方針について  

〔説明〕 

◇教育総務課長が説明 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25 条第２項第１号及び小城市教育

委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項の規定により承認を受ける必要が

あるため。 

平成 30 年度小城市教育の基本方針で朱書き部分が変更点。重点目標の「家庭学

習」を「家庭教育」に、４番目「安全な居場所」を「安全・安心な居場所」、５番

目に「基本的生活習慣の定着」を据え、６番目を「学校・家庭・地域が一体となり

健やかな心と体を育む」と変更している。次の「明治維新 150 年記念事業の推進」

については県の記念事業があるため、こちらも重点目標として挙げさせていただい

ている。 

その他、昨年度は「携帯・スマホ利用等の家庭ルールの推進」があったが、これ

は具体的な事業を行う段階に入っているとして、重点目標からは削除している。 

また、「小城教育の日」、「小城市文化と教育に親しむ月間」に加えて、従来から

定めていた「いじめ防止、心を考える日」を上げている。 

〔意見・質問〕 

○Ｃ委員 

昨年度と比べると「城創伝心」の後の一段落目「育んでいきます」以降の文章が

削除されているが理由は。 

また、重点目標の後に従来はカッコ書きで記述があったが無くなっている。この

２点について説明を。 

○教育部長 

平成 30 年度の小城市教育基本方針については、大枠のながれについて記述を行

い、詳細な事業の中身、事業については来年発行予定の「小城市の教育」にて明文

化していく方向で考えたもの。 

また、明治維新の事業だけが、今回重点目標となっているが、平成 30 年度だけ

の事業で、具体的な内容があるため上げさせていただいている。 

一方で、早寝早起きや、道徳の話、国際交流等についても「小城市の教育」にて

詳細を記載したいと考えている。 

以上の事から今回８つの重点目標を掲げていきたい。 

〔結果〕 

承認 

 

【議案第 20 号】 

  小城市立保育所運営規則の一部を改正する規則 

〔説明〕 

◇保育幼稚園課長が説明 

私立保育園の開所時間等を定める為、小城市立保育所運営規則の一部を改正する

もの。 

平成 27 年度より国の政策等の変更により保育時間が 11 時間預かる保育標準時間

と、保護者の勤務時間等により８時間預かる保育短時間ができたが、それらの詳細

が明文化されていなかったため今回追加する。 

第８条第２項に保育標準時間、保育短時間の時間帯を明記し、第９条で「開所時
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間は、午前７時半から午後６時半までとする。」の記述を追加し、10 条から 12 条

を条ずれの改正を行う。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

承認 

 

第２ 報告事項 

【報告第 28 号】 

小城市全国競技大会等出場激励費交付要綱の一部を改正する告示 

〔説明〕 

◇生涯学習課長が説明 

本要綱では第１条において「全国競技大会等」とし、九州、全国、世界的団体等

が主催する競技大会もしくは研究大会または表彰式典等としているが、第２条にて

「全国大会または九州大会」、「海外大会」等の表記がなされ、表彰式参加者に交付

できないような記述となっていたため、それらを「全国競技大会等」と改めたもの。 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

全国競技大会等とあるが、九州大会以外はどういったものがあるか。 

○生涯学習課長 

全国大会、九州大会、海外に行く選手もいる。制度上本来大会に加えて、表彰・

授賞式も行ける制度となっているため、整合をとらせていただく。 

〔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 

◇教育総務課庶務係長が説明 

①めざせ！佐賀の子ども観光大使／佐賀県子ども観光大使実行委員会 

②"ひらまつ病院杯第 49 回佐賀県ミニバスケットボール交歓大会"／佐賀県ミニ

バスケットボール連盟 

③第 57 回郡市対抗県内一周駅伝大会／佐賀新聞社 

④第 13 回小城市バレーボール協会長旗大会／小城市バレーボール協会 

⑤2018 春 小・中学生「English CAMP in 能古島」「Spring CAMP in 能古島」／

能古島青少年育成協会 

⑥2018 夏 小・中学生チャレンジ留学「English CAMP in GUAM」／能古島青少

年育成協会 

⑦『第 42 回黄美会＆アートプロジェクト《つくるとつなぐ》』／黄美会 

⑧翔謡会三十周年記念発表会／翔謡会 

⑨平成 29 年度 文化講演会／小城市文化連盟 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

了承 
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 （2）相原一郎教育振興基金活用事業 小中学校東京研修について 

〔説明〕 

◇学校教育担当部長が説明 

今回５回目を迎える相原一郎教育振興基金活用事業。例年どおり小学校、中学校

より参加者の推薦が完了している。 

将来の夢作文コンクールの優秀賞の副賞としての東京研修で、小学生８人、中学

生４人に対して 12 月 18 日から２泊３日で予定している。 

東京の街の状況や、大学の授業、佐賀県出身の辰野金吾さんが設計した東京駅、

ほかにも日本銀行、博物館等の見学も行う予定。３学期には各学校の代表の子供た

ちが全校生徒、保護者に発表をするまでが本事業の一連の流れとなっている。 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

基金ということで、財源的に後何回くらいか。 

○学校教育担当部長 

あと２回分となる。また、事業完了後に冊子も作成して参加者、学校、相原一郎

氏にもお渡しする予定。 

〔結果〕 

了承 

 

 （3）芦刈観瀾校小中一貫教育公開授業について 

〔説明〕 

◇学校教育担当部長が説明 

小中一貫教育の発表会を芦刈観瀾校にて開催する。今年２回目。校内研究につい

ても小中一貫教育の効果的な進め方で進めている。12 月 15 日午後開催予定で、福

岡教育大学の磯部先生の講演を予定している。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

了承 

 

 （4）平成 29 年度小城市幼児教育・保育施設・生活発表会等日程予定表について 

 （5）平成 29 年度・30 年度 小城市内の各園の卒園式・入園式について 

〔説明〕 

◇保育幼稚園課長が説明 

平成 29 年度の出席について資料を配布している。ご確認願いたい。 

保育園の生活発表会の現状として、保護者だけでなく、祖父、祖母の参観もある

ということで、施設的にも駐車場も満杯の状況。そういったところで、公立の保育

園については教育委員の皆様の参観はなくす方向でいきたい。公立幼稚園について

は余裕があるため、是非参観いただきたい。 

また、各園の卒園式、入園式についても資料を確認願いたい。 

なお、公立保育園の卒園式の終了後に岩松保育園にて閉園式を計画しているため、

教育委員の皆様にも出席をお願いしたい。各園の卒園式の後に移動いただく事にな

る。 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 
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私立園については参加ですね。 

○保育幼稚園課長 

はい。 

〔結果〕 

了承 

 

 

 （6）平成 29 年度執務納め式・執務始め式の日程について 

〔説明〕 

◇教育総務課長が説明 

平成 29 年度の執務納め式について 12 月 28 日午後５時より大会議室にて、執務

始め式については１月４日午前 11 時に同じく大会議室にて開催したい。委員の皆

様の出席をお願いする。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

了承 

 

８ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

 ◇定例会 

  【日 時】 12 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 18 号】 

  平成 29 年度第４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９号】 

小城市立幼稚園・保育園の再編計画について              〔了承〕 

 

第３ 報告事項 

【報告第 29 号】 

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


