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平成２８年４月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成 28 年 4 月 27 日（水）午前１３時３０分～午前１６時４５分 

場    所：基山町役場 ２０１会議室 

出席委員：教育委員（5 人） 

田口委員長、佐藤委員、中島委員、松隈委員、大串教育長 

事務局（3 人） 

内山課長、佐藤係長、江島指導主事 

欠席委員：0 人 

傍 聴 者：0 人 

 

１． 開 会 

 委員長    本日の小学校３年のお茶摘みは雨となり中止になった。熊本の震災で

は、小中学校に８名の児童生徒の受け入れを行っている。佐賀県からも

被災地への支援を行っているが、本町でもご理解とご協力をお願いした

い。 

        ４月２５日の委員長・教育長合同会議で、今年一年の基本方針が発表

されたが、例年通りで大きな変化はなかった。 

        はじめに、教育長さんより報告をお願いします。 

 

 

２ 教育長報告 

 １ 県教委より 

  (1) 教職員人事異動の概要【P1～5】 

   ・女性管理職の登用 

   ・今後１０年間で教員全体の４０％が退職 

   ・英語力、理数能力の高い教員の小学校への配置 

  (2) 不祥事防止・交通事故防止の徹底 

  (3) わいせつ事案の防止の指導 

  (4) 初任者の育成及び初任者研修の充実 

  (5) 教職員の人材育成 

   ・管理職の学校経営力の向上 

   ・女性教職員リーダーの育成 

   ・ミドルリーダー、若手教職員の育成 

  (6) 平成２８年度重点課題と対策（東部教育事務所）【P6】 

  (7) 電子黒板整備、学習用ＰＣ等の整備、放課後等学習支援事業 実施市町 

及び学校【P7～9】 

 

 ２ 平成２８年度 佐賀県市町教育委員連合会事業予定(案)【P10～13】 
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３ 基山町教育委員会報告・協議 

  ①小中学校現況報告 

   ・基山小 

     熊本から２名を受け入れ 

     保護者から携帯の持ち込みの問い合わせ（基山町では持ってこない） 

 

    ・若基小 

     熊本から５名を受け入れ 

     忘れ物０週間、自転車安全教室の実施 

 

    ・基山中 

     熊本から１名を受け入れ 

     生徒会で熊本震災のボランティア活動 

     １年生、３年生で喧嘩 

 

   ②小中学校児童・生徒数、学級数の確定【P14-1~3】 

     基山小２３クラス（うち特別支援５クラス） 

     若基小１３クラス（うち特別支援４クラス） 

     基山中１４クラス（うち特別支援２クラス） 

 

   ③新図書館等開館について 

    ・当面の問題点、改善点等 

     下校時に図書館への寄り道 

     平日の利用者 ２５０～４００人、土日の利用者 ５００～６００人 

     ＤＶＤ等の貸し出しが多く、在庫がない 

     ５月５日は祝日だが、開館しイベントを実施 

 

   ④フッ素洗口について（２８年４月現在） 

           25年度末  26年度末  27年度末 

     ・基山小   86％ →  91.2％  → 92.8%  

     ・若基小   86％ →   94.4％    →  89.3% 

     ・基山中   59％ →  74.7％    →  74.2% 

     継続して行っていく 

 

   ⑤震災被災地小中学生の基山小学校への受け入れについて 

     一時的な受け入れを行っている 

     教科書については無償給付 

 

   ⑥基山町で作る創作劇について 

     町長の意向としては、今年度も実施していきたい 
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   ⑦学校教育、今年度の課題について 

    ○学力の向上 

     ・放課後学習授業（現在の形式の検討） 

     ・土曜補充学習 （   〃    ） 

     ・家庭学習の奨励(家庭との連携)  

     ・小中一貫教育のへの実践 

     ・ＩＣＴ利活用教育 

     ・郷土史学習の充実 

    ○英検の受験者の奨励に対する施策 

    ○基山中大規模改修実施設計 

    ○中学校今後のエアコン設置への見通し 

    ○中学校空き教室への簡易個別ブースの設置 

 

   －意見等－ 

   ⇒地震に対する避難訓練を指示している 

   ⇒ＳＮＳ研修の実施 

   ⇒ＰＴＡを脱退したいという意見が出ている 

   ⇒学校訪問（基山小 10/11、若基小 6/24、基山中 9/27） 

   ・旧図書館で下校時に待ち合わせをしている 

   ・旧図書館で習い事等のバス送迎で利用 

   ・創作劇の内容は 

    ⇒組織を立ち上げ、子供達だけではなく大人も参加し進めていく 

    ⇒小中学校も協力していく 

    ⇒窓口は、まちづくり課でおこなう 

   ・英検の補助については良いことだと思う 

   ⇒放課後補充学習等で、英検対策を重点的にできないか検討していく 

   ・講師の進め方で違ってくる 

 

 

４ 教育関連資料【P15～20】 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

５ 教育委員会関連行事（～５月３１日まで） 

   ・４月２５日（月） 委員長・教育長合同会議 

   ・５月１０日（火） 東部管内教育長会 

   ・５月 末頃     三神教委連総会 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 
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３ 議案審議 

（１）第１号議案 基山町教育委員会委員長及び同職務代理者の選任について 

 委員長   議案の説明をお願いします。 

事務局    （議案書を基に説明） 

委員長   説明がありましたように委員長の任期は１年となっています。新制度ま

でになりますが、委員の皆さんのご審議をお願いします。 

各委員   委員長以外の全委員より「28年度も是非お願いします」との発言あり 

 委員長   皆さんより推薦がありましたので、引き続きお受けしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 委員長   職務代理者は如何いたしましょうか。委員の皆さんのご審議をお願いし

ます。 

 各委員   佐藤委員以外の委員より「引き続きお願いします」との発言あり 

 委員長   今、佐藤委員にという発言がありましたがいかがですか。 

 佐藤委員  はい、お受けしたいと思います。よろしくお願いします。 

 委員長   それでは、第１号議案は委員長に田口、同職務代理者に佐藤委員に決定

しました。 

 

 

（２）第２号議案 平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

 委員長   「１．３」を基準に判断していますのでよろしくお願いします。 

それでは、順番に審査を行っていきます。 

         （議案書を基に全委員が審議し、認定作業を行った。） 

 委員長   それでは、今、審議をした内容でよろしいですか。 

 全委員   異議なし。 

 委員長   それでは、第２号議案は承認されました。 

 委員長   議案の説明をお願いします。 

 事務局    （議案書を基に説明） 

 

   －意見等－ 

   ・世帯の状況については、統一した基準の作成をお願いします 

   ・状況が変われば、再度申請を出すように連絡して下さい 

   ・学生のバイト収入については収入とみなさない 

 

 

（３）第３号議案 平成28年度町立小中学校主任等の辞令について 

 委員長   ３号議案の説明については、指導主事からお願いします。 

 指導主事    （議案書を基に説明） 

 

   －意見等－ 

   ・各学校長等で協議され推薦されていますので、教育委員会として意見等はない 

 

   ⇒【議案は承認】 
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 委員長  それでは、第３号議案は承認します。 

 

 

（４）第４号議案 宿泊を伴う学校行事の承認について（基山中学校１学年宿泊訓練） 

 委員長   議案の説明をお願いします。 

 指導主事   （議案書を基に説明） 

 

   －意見等－ 

   ⇒自主学習では、「ノートの作り方」の指導 

   ⇒ナイトハイクは、雨の場合は室内でできるものを検討中 

   ・例年、北山少年自然の家か？ 

    ⇒例年、北山少年自然の家に行っている 

   ・夜須高原など近い場所もあるが、慣れた場所がいいのか？ 

    ⇒慣れた場所というのもあると思うが、場所が取れないというのもある 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員長  それでは、第４号議案は承認します。 

 

 

（５）第５号議案 宿泊を伴う学校行事の承認について（基山中学校２学年宿泊訓練） 

 委員長   議案の説明をお願いします。 

 指導主事   （議案書を基に説明） 

 

   －意見等－ 

   ・緊急時搬送医療機関は「那珂川病院」が近いのか 

    ⇒那珂川が近いと思います 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員長  それでは、第５号議案は承認します。 

 

 

（６）第６号議案 宿泊を伴う学校行事の承認について（基山中学校３学年修学旅行） 

 委員長   議案の説明をお願いします。 

 指導主事   （議案書を基に説明） 

 

   －意見等－ 

   ⇒引率者数の変更１０人を９人へ（団長を除くため） 

   ・新鳥栖駅から新幹線でも行けるのでは？ 

    ⇒安全面など考慮して、博多駅まで「バス利用」としている 
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   ⇒【議案は承認】 

 

 委員長  それでは、第６号議案は承認します。 

 

 

４．報告及び協議事項 

（１）基山町区対抗スポーツ大会（第 48 回ソフトボール・第 12 回男女混合ミニバレー

ボール）について 

   ・まちづくり課 安部課長、担当中村より資料を基に説明 

 

   －意見等－ 

   ・開会式には、全委員さん参加する 

 

（２）平成 28年度防犯パトロールカー巡回スケジュールについて 

   ・５／３０ 教育学習課 

   ・６／３  教育委員 

   ⇒次回の教育委員会で誰が巡回するかを決める 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（３）当面の行事予定について 

   ・別紙予定表のとおり 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（４）総合教育会議について 

   ・次回の教育委員会の日に行う 

   ⇒総務企画課と調整する 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

５．そ の 他 

平成２７年度佐賀県市町教育委員会連合会負担金及び佐賀県市町教育長会連合会負

担金について 

○教育委員長及び教育委員 ７，５００円  ○教育長 ３６，０００円 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 
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６．閉   会 

 委員長  次回の委員会は、５月１９日（火）９時から行うことにします。 

以上をもちまして、４月定例教育委員会を閉会します。 

 


