
平成２９年３月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成29年3月31日（金）午前９時００分～午前１１時４０分 

場    所：基山町役場 ２０４会議室 

出席委員：教育委員（4人） ： 田口委員、中島委員、松隈委員、津川委員 

教育長 ： 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 

 委員代表 小中学校の卒業式はお疲れ様でした。人事異動の時期となり、機構改革も行われる

ようですので大変だと思いますが、よろしくお願いします。 

      新年度となり新しい事業も考えていかなければいけないと思います。 

      教育長より報告をお願いします。 

 

２．教育長報告 

 １ 県教委より 

 （１）管理職人事 

   転任 若基小校長 伊藤 進（鳥栖小へ） 

   転任 基山小教頭 田﨑幸子（旭小へ） 

   転入 若基小校長 池田典穂（金立小校長より転任) 

      基山小教頭 下川路隆之（吉野ヶ里町教委より転任） 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （２）基山町小中学校転出入状況（本務者のみ） 

   基山小 退職   １ 

       教諭 転出４       転入５、再任用0.5 

       加配 4.5(ＴＴ少人数２、通級２、初任研0.5) 

       栄養教諭 転出１     転入１ 

       事務主任 転出１     転入１ 

       欠員臨任 教諭２ 養護１ 

   若基小 教諭 転出３       転入４ 

       加配 2.5(ＴＴ少人数１、小２選択１) 

       欠員臨任 １ 

 



   基山中 教諭 転出４       転入５ 

       加配 ５(ＴＴ少人数３、主幹教諭１) 

       事務主査転出１    事務主任転入１ 

    ・転出の人数は減っている。一度に多くの人事異動がないようにしている 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 ２ 基山町３月議会一般質問より 

   別紙参照【P1】 

   ・入学準備金の入学前支給について 

    ⇒現状の収入状況の確認が２月の段階では難しいため、入学準備金の３月支給について

は困難であるため、５月支給を行っている 

   ・入学準備金の引上げ及びクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費の支給について 

    ⇒近隣の状況を調査し、入学準備金等の研究を行っていきたい 

   ・基山中学校の大規模改修における洋式トイレの設置について 

    ⇒校舎大規模改造に向けて学校と十分に協議を行い、教室棟のトイレは男女とも１ヶ所

のみ和式トイレを残し、残りはすべて洋式トイレの設置を行う 

   ・基山小、若基小の洋式トイレの設置率は 

    ⇒基山小学校の洋式トイレの設置率は 83.3％、若基小学校の洋式トイレの設置率は

25.7％となっている 

   ・小学校の洋式トイレ化の設置計画について 

    ⇒基山中学校を大規模改修し洋式トイレの増設を行いますので、若基小学校のトイレ改

修につきましては、中学校の大規模改修後に検討している 

   ・小中学校で母子（父子）家庭の児童に関しての状況把握 

    ⇒新学期に家庭状況環境調査、家庭訪問等を実施し、家庭状況の把握に努めている 

   ・図書館開館後の成果と現状の課題は何か 

    ⇒図書館利用者を現在の高い水準のまま維持していく為には、利用者サービスの向上と

ともに、さらに本と触れ合いながら学ぶ楽しさを伝える交流拠点として取り組むこと

が必要であると考えている 

   ・図書館開館後に変化はあったか 

    ⇒保育園や幼稚園からは、お散歩の途中での来館、若基小はＪＲ体験、基山小は町なか

体験での利用や佐賀県立美術館キャラバン隊の展示解説でクラスごとの来館があって

いる 

   ・学校構内での車両・自転車・学童生徒との事故防止対策は 

    ⇒車で通行する頻度が高い教員に対しては、学校付近ならびに校内では最徐行するよう

に指導を行っており、体育館裏にある職員駐車場に出入りする車と、校舎から体育館

入り口へ向かう歩行者の事故を防ぐために、通路へコーナーミラーを設置している。 

 



   ・特別史跡基肄城跡保存整備基本計画の見直しについて 

    ⇒町民の宝でありシンボルとして基肄城跡を、将来に向けて歴史学習の場、憩いの場な

どとして保存活用を図り、活力あるまちづくりに繋げていくため、策定事業に取り組

んでいる。今年度の事業として、各種計画との関係性、自然環境、歴史的環境、社会

的環境、史跡内の状況など、来年度に検討する具体的な保存整備計画に必要な基礎的

な調査・分析を行う内容であることから、業務内容を反映させた名称として「基礎調

査業務」としている。また、近年の動向により、基肄城跡への調査・保存整備への期

待感が一層高まってきている 

   ・「子どもの貧困率」はどう定めてあるのか 

    ⇒貧困率は定めてない 

   ・武雄市のように「子どもの貧困」の実態を明らかにするための調査をする考えはないか 

    ⇒武雄市も含めた先進地の状況を調査し、調査対象者、アンケート内容を研究し、実施

に向けて検討したい 

   ・学校給食費の無料化と高校生までの通院の医療費助成を望むがどうか 

    ⇒学校給食の無料化については現在考えていない。高校生までの通院の実施については、

今年度拡充した高校生の入院助成の実施状況と、近隣の状況も踏まえて調査していき

たいと思っている 

    ⇒学校給食の無料化には６千万円（無償化：江北町、太良町、上峰町が検討） 

 

   －意見等－ 

    ・「子どもの貧困」について、基山町の事例を出されたのか 

     ⇒出されていない 

    ・母子、父子の家庭はどれぐらい 

     ⇒全国平均 6.8％、基山町で17.02％程度 

 

 

 ３ 基山町教育委員会報告・協議 

 （１）小中学校の現況報告 

   ⅰ）基山小 

    【指導主事より現況報告】 

    ・３月１７日に卒業式が無事に終わった 

    ・３月１４日～１５日に３の３で学級閉鎖 

 

   ⅱ）若基小 

    【指導主事より現況報告】 

    ・３月１７日に卒業式が無事に終わった 

    ・３月２８日と２９日に両小学校で、職員対象の外国語活動研修を行った 

 

 

 



   ⅲ）基山中 

    【指導主事より現況報告】 

    ・３月１０日に卒業式が無事に終わった 

    ・病休の先生が１名 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （２）教職員の人事異動について 

    ・一時は１０年程度の異動もあったが、少なくなっている 

    ・中学校の柔道部で、顧問が異動と、一人が病休で危惧するところがある 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （３）基山中高校入試の現状について【P2】 

    ・県立･公立高校の不合格者が少なかった 

    ・国立高専は４名（昨年は９名） 

    ・三養基高校は１７名（昨年１８名）で、鳥栖高校よりも多い 

    ・福岡常葉、筑陽は国立大の授業料の助成など 

    ・佐賀北の定時制については、随時募集を行う 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （４）支援員、学校用務員の任用、配置について 

    ・基山小学校…支援員（７人）、学校用務員（１人） 

    ・若基小学校…支援員（５人）、学校用務員（１人） 

    ・基山中学校…支援員（２人）、学校用務員（１人）、不登校対策（１人） 

    ・小中学校の標準人数は、一般学級40人（小学校 1年生のみ 35人）に対し、特別支援

学級は8人となっている 

 

 

 

 

 

   －意見等－ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%AD%A6%E7%B4%9A


    ・支援学級のクラス数と児童数は？ 

     ⇒基山小学校は６クラスで３２人 

      若基小学校は５クラスで１５人 

      基山中学校は２クラスで８人 

 

 

 ４ 中学校大規模改造、小学校エアコン設置工事について 

    ・中学校大規模改造工事は入札が終わり、鳥飼建設が落札した 

    ・中学校と打ち合わせを行っている 

    ・小学校エアコン設置は４月初旬に入札を行う 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 ５ 基山町立図書館天井化粧垂木落下事故について 

    ・議会から説明を求められた 

    ・どこでどう判断をしたのか？危機管理の甘さがあったのではないか 

    ・目視で確認し開館を行った 

 

   －意見等－ 

    ・請負業者はどういわれているのか？ 

     ⇒作業中の見逃しがあった 

    ・対策としては 

     ⇒作業中の検査、完了の検査を業者が確実の行い、町の竣工検査で再度確認 

    ・構造として問題はないか 

     ⇒デザインとして垂木を使用していたため構造的に問題はない 

    ・ＢＣＰ（事業継続計画：災害などの緊急事態が発生したときに企業が損害を最小限に

抑え、事業の継続や復旧を図るための計画）が必用 

    ・初期初動が大事 

    ・結果（防げなかったのか？予知できなかったのか？） 

 

 

 ６ 資料 

 （１）基山町教委 教育関連資料【Ｐ３～５】 

    ・知識の伝達、注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図り、一緒になっ

て切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、生徒が主体的に問題

を発見し解を見いだしていくアクティブ・ラーニングへの転換が必要 

 

   －意見等－ 



    ・特になし 

 

 

 ７ 教育委員会関連行事（～４月３０日まで） 

   ・４月 ６日（木） 小中学校始業式 

   ・４月 ７日（金） 基山中入学式 

   ・４月１０日（月） 基山・若基小学校入学式 

   ・４月１１日（火） 教育長会（東部事務所） 

   ・４月１８日（火） 全国学力・学習状況調査、佐賀県学習状況調査 

   ・４月２４日（月） 県市町教育委員会・教育長合同会議 

   ・４月２６日（水） 教委連春季定期総会 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

３．議案審議 

（１）第27号議案 基山町教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    図書館係がまちづくり課に異動に伴う改正 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第27号議案は承認します。 

 

 

（２）第28号議案 基山町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の 

一部改正について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    図書館係がまちづくり課に異動に伴う改正 

 

   －意見等－ 

    ・事務を補助執行しても報告をお願いします 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第28号議案は承認します。 



 

 

（３）第29号議案 基山町文化財保護審議会委員の委嘱について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    ２名の方が新任で、３名の方が再任です。任期は平成29年4月1日から平成31年3

月31日までの２年間です。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第29号議案は承認します。 

 

 

（４）第30号議案 公民館長の委嘱について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    ５区の区長の変更に伴い１名の方が新任です。任期は平成29年4月1日から平成

30年3月31日までの１年間です。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第30号議案は承認します。 

 

 

（５）第31号議案 副公民館長の委嘱について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    区長代理の変更に伴い２名の方が新任です。任期は平成29年4月1日から平成30

年3月31日までの１年間です。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第31号議案は承認します。 

（６）第32号議案 基山町立図書館長の専決規程の一部改正について 



 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    まちづくり課の町長部局へ異動するのに伴い改正 

 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第32号議案は承認します。 

 

 

（７）第33号議案 基山町立歴史民俗資料館・図書館職員の勤務時間、休暇等に関する規程の 

         廃止について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    廃止し、一般職員を準用 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第33号議案は承認します。 

 

 

４．報告及び協議事項 

（１）平成２９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 

   ○委員長及び教育委員 ７，５００円   ○教育長 ４１，０００円 

    

   ※４月の定例教育委員会で徴収させて頂きます。 

 

 

 

（２）平成２９年度佐賀県教育委員会・市町教育委員会協議会の開催について 

  ①日時 平成２９年４月２４日（月） 14：30～17：00 

  ②場所 マリトピア 

 

 

   －意見等－ 



   ・教育長、田口委員が出席 

 

 

（３）平成２９年度以降の小学校入学式・卒業式出席者の確認について 

    ・卒業式と同じ学校へ 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

（４）平成２９年度防犯パトロールについて 

    ・教育委員さんの最初は６月２日 

 

   －意見等－ 

    ・５月の教育委員会で決める 

 

 

（５）当面の行事予定について 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

５．そ の 他 

   ・平成２８年度三神教委連関係会議の旅費について 

    ・印鑑の受領 

 

    ・特になし 

 

 

６．閉  会 

 委員代表  次回の委員会は、４月２５日（火）１４時００分から開催 

以上をもちまして３月の定例教育委員会を閉会します。 


