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平成 30 年１月 定例教育委員会 会議録 要旨 

 

１ 日 時 

平成 30 年１月 25 日（木） 

  開会 午前９時 30 分 閉会 午前 10 時 45 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 飯盛委員 

  欠席者 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 

 

・寒い中参加いただき感謝する。本年のスタートは穏やかな正月であったが、今週は寒波襲

来ということで、先日の群馬県の草津白根山の噴火等も含めて、自然の猛威を心配してい

るところ。 

・学校でのインフルエンザは今月も収束することなく、保育園、幼稚園を含めて閉鎖等も

行っている状況なので、心配をしている。今年も子どもたち、市民の皆さんが元気に過ご

すことが出来るよう願いながら業務を行っていきたい。 

・新年に際し原点に立ち返って「共に育つ、共に育む」という教育を今回志していきたい。 

・先日の小城市学力向上フォーラムにもご参加いただき感謝する。デジタル時代になってい

る今の時代だからこそ、フォーラムであったような人と人との関わりというアナログな部

分も大事にしていきたいと考えている。 

・今年のキーワードとしては、命、繋がり、健康、感謝、誠意、謙虚、発想、知恵、工夫等

いっぱい挙げているが、こういったところを常日ごろから意識してやっていきたいと考え

ている。委員の皆さんにもご協力願いたい。 

・１月の行事として、５日に経営戦略会議および新春賀詞交換会。県知事を含めて、小城地

区の多くの方々と顔合わせをすることができた。 

・７日交通安全祈願式。芦刈町の乙宮神社で毎年行われている。その後小城市４町の成人式。

今回の対象人口は成人者 478 人で男女比はほぼ同数。 

・９日市内公立学校の始業式。同日に平成 35 年開催予定の佐賀国体の会場視察ということ

で、内定している競技のハンドボールについて、ハンドボール協会が芦刈文化体育館の視

察に見えられた。他にもバレーボールが内定しており、平成 35 年の国体に向けて準備を

行っている。 

・10 日、11 日管内教育長会。 

・11 日牛津芦刈商工会新年会。 

・12 日青少年育成市民会議の常任理事会。今月 28 日のモデル子どもクラブの発表会や来年

度事業について話がなされた。 
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・13 日社会を明るくする運動作文発表会。保護司会主催で、子どもたちの純粋で率直な思

いが述べられており、参加した保護者、地域の方など我々大人が襟を正さないといけない

と感じ、多くの人に聞いていただきたいと感じた。 

・同日の小城市学力向上フォーラムでは、学校と保護者、地域が連携していろいろな課題に

対応していかなければならないというきっかけ作りができた。概略は教育長コラムをご覧

いただきたい。今後は特に、子どもとインターネットの問題、スマホの問題等について、

学校、地域、保護者で検討していければと考えている。 

・16 日受験生応援縁起物商品祈願祭。小城市観光協会より中３の受験生に対して寄贈され

ている「ｙｏｕ ｃａｎ！」という羊羹の祈願祭が岡山神社にて行われ、その後中学校に

配布いただいている。この件については 26 日夕方のＮＨＫにて放送が行われる。 

・同日 16 日定例校長会、部落解放同盟新春旗びらき。 

・17 日小城市議会の臨時議会。ふるさと応援寄付金に関する補正予算。 

・同日 17 日西九州大学の内覧会に市長、副市長と参加した。４月開校に向けて準備が進ん

でいる。 

・23 日課長副課長会議、認知症サポーター養成講座。 

・同日 23 日第１回芦刈幼稚園民営化評価委員会。今年度より芦刈幼稚園が芦刈保育園と一

緒になり、あしかりこども園としてスタートしているが、その幼稚園の民営化についての

評価を行う。最終的に３回の評価委員会を実施する予定。 

・24 日教育委員会佐賀県連絡協議会にて平成 30 年度教職員の定数や配置基準についてほぼ

昨年通りで提案された。 

・25 日定例教育委員会。午後からは宇土市より教育行政視察に来られ、明日 26 日はＩＣＴ

利活用ということで岩松小学校を視察される予定。 

・今後の予定として、28 日モデル子どもクラブ発表会、小城武道物語講演会。30 日小城市

ふるさと食の日。２月３日土曜授業、２月４日高田保馬博士をたたえる会、小城市綱引き

大会。２月８日から９日は教育委員自主研修を予定している。 

 

６ 議 事 

第１ 議決事項 

【会議録】 

  平成 29 年 12 月定例教育委員会の会議録について（公開） 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

質問として、４ページ６行目からの「生涯学習、生涯スポーツという言葉は使わ

れなくなってきている」とあるがどうか。 

○生涯学習課長 

ここでは国の組織改編の話で、用語としては今もあるものの、組織名称としては

それらの言葉が使われなくなってきているという意味である。 

〔結果〕 

承認 

 

【議案第 23 号】 

  小城市重要文化財の指定について 

〔説明〕 

◇文化課長が説明 

文化財指定の申請に伴い小城市文化財保護審議会に意見を聞くために提案するも
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の。 

小城市三日月町織島の勝妙寺より申請があり、所蔵されている中山法華経
ほけきょう

寺歴代

貫首
かんしゅ

の曼荼羅
ま ん だ ら

本尊 16 幅等日蓮関係資料を文化財として指定してほしいとの事であ 

った。 

資料の中に曼荼羅本尊の写真がある。中心に「南無妙法蓮華経」という法華経の

お題目があり、その周辺にいろいろな仏様のお名前を墨で書いてあるが、大変貴重

なもの。これらについて、小城市重要文化財としてふさわしいかどうか小城市文化

財保護審議会に諮問という形で意見を求めたい。 

〔意見・質問〕 

○Ｃ委員 

市の重要文化財として指定されるとどうなるか。 

○文化課長 

指定文化財は、小城市にとって価値があるということで、広報を行ったり、修理

の際は市からの補助対象となったりといった効果がある。 

○Ｃ委員 

今まで指定された総数は。 

○文化課長 

現在小城市では 41 点を指定している。 

○Ａ委員 

小城町三里地区の三岳寺に大きな仏像があるが、それは指定されているか。 

○文化課長 

あれは鎌倉時代の仏様で、佐賀県の重要文化財。 

〔結果〕 

承認 

 

【議案第 24 号】 

  小城市野外研修センター条例施行規則の一部を改正する規則 

◇生涯学習課長が説明 

12 月の市議会で、野外研修センターの一つである川内野外研修センターの廃止を

議決いただいたが、それに伴い、教育委員会規則で定める利用許可申請書と許可証

について改正する必要がある。 

改正後の様式では利用施設の欄を三日月野外研修センターのみに修正し、申請書

の「携帯電話」、「電話番号」の欄を「連絡先」に統一するもの。 

〔意見・質問〕 

なし 

〔結果〕 

承認 

 

【議案第 25 号】 

  小城市立小・中学校の児童生徒に係る出席停止の命令手続に関する要綱を定める告示 

〔説明〕 

◇学校教育担当部長が説明 

小城市の学校管理規則で、疾病による出席停止の他に、性行不良による出席停止

が定められているが、その手続きについて、学校管理規則を定めた際に定められて
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いなかったため、今後に備えて、出席停止の手続きの要綱を定めたい。 

手続きとしては、子どもたちの状況を見て学校長が出席停止を教育委員会に具申

し、教育委員会が、その具申を受けて、学校、保護者、子どもから聴取を行い、決

定通知等を行う。今回様式もあわせて提案したい。 

〔意見・質問〕 

○Ｃ委員 

内容は熟読した方が良い。18 年に学校管理規則が定められた時に、何故これが

定めてなかったかは不明だが、学校現場にいた時の経験では、出席停止はいろいろ

な問題を含んでいる。出席停止をしている間は学校も大変になる。出席停止の間は

保護者に子どもを預けるわけにはいかないのでそれ以上の手間暇が学校にかかるし、

子どもたちの事を考えるとなかなかできなかった実情もある。 

この要綱を判断するためにもう少し時間は欲しいと感じた。 

○教育長 

生徒指導上の出席停止に関わることについては、慎重に行う必要がある上、色々

な面で大変な部分がある。今まで小城市ではそういった事例はなかったし、他市で

も多くないと思う。ただ、手続上のことはうたう必要があったため今回議案に上げ

させていただいた。とりあえずここで準備させていただき、進めていくと行くこと

でよいか。 

〔結果〕 

承認 

 

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"全国学力・学習状況調査をふまえた授業改善セミナーin 佐賀"／ＴＯＳＳ佐賀 

②第 28 回小城市三里牛尾梅まつり／小城市三里牛尾梅まつり実行委員会 

③第 17 回小城市三・九カップサッカー大会(中学生大会)第 17 回小城市三・九カップ

サッカー大会(ジュニア大会)／小城市三・九カップ実行委員会 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

小城市三・九カップサッカー大会の「三・九」の意味は。 

○保育幼稚園課長 

三日月中で亡くなられた生徒の誕生日と、「ありがとう」を兼ねて「三・九」

だったと思う。 

〔結果〕 

了承 

 

 （2）平成 29 年度・平成 30 年度小城市立小学校中学校の式行事予定について 

〔説明〕 

◇教育総務課副課長が説明 

委員の皆様に出席をお願いしているが、確認願いたい。都合が悪い場合は連絡を

お願いする。開式の 20 分前には学校での受付をお願いしたい。 

〔意見・質問〕 

○保育幼稚園課長 

保育園についても調整をお願いしたい。ただ、小城ルーテルこども園の入園式が
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桜岡小学校の入学式と同日となっている為、園に連絡したい。 

○Ｅ委員 

17 日のさくら保育園の卒園式について調整願いたい。 

○Ａ委員 

私のたちばな保育園と交代を。 

〔結果〕 

了承 

 

 （3）平成 30 年小城市成人式参加者数について 

〔説明〕 

◇生涯学習課長が説明 

成人式の参列について感謝申し上げる。良い雰囲気で無事に終了できている。市

の合計参加予定者数 577 人（市外居住者も含む）に対し参加実数 471 人、81.6％の

参加率であった。参加率については昨年に比べ、どの会場も上昇している。 

〔意見・質問〕 

○Ａ委員 

恩師の挨拶があるところと無いところがあるが、実行委員がそういったものを知

らないようであれば教えたらどうか。 

○教育長 

恩師の一言について、今は無いところもある。実行委員に提案することについて

はよいと思う。 

○Ｅ委員 

三日月の成人式に参加したが、いい式であった。成人の方の誓いの言葉も代表の

方が、自分の生き方を見つめながらどういうふうに乗り越えてきたというような話

をされ、堅苦しい言葉では無く、挨拶のような感じで印象に残ってよかったと思う。 

○保育幼稚園課長 

三日月は毎年実行委員を募集して、自分たちの式典だからということで毎年違う

ものが開催されている。ある年は先輩が挨拶をしたりしている。 

○教育長 

自立ということで実行委員会形式となっているが、いろんな情報は提供をしなが

ら一緒に作り上げられる成人式になればと思う。 

〔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】 ２月 22 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〕 

第２ 報告事項 

【報告第 33 号】 



- 6 - 

指定校変更の認定について                       〔了承〕 

【報告第 34 号】 

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


