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平成２９年５月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成 29 年 5 月 24 日（水）午前９時００分～午前１０時５５分 

場    所：基山町役場 ２０１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） ： 井上課長、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   ６月議会も始まります。暑くなりましたので、熱中症対策についても

よろしくお願いします。 

        教育長さんより報告をお願いします。 

 

２ 教育長報告 

 教育長    ２１日に、区対抗スポーツ大会が開催されました。 

        ・ソフトボール      Ａパート   Ｂパート 

                優 勝   ４区     17区 

                準優勝   11区     12区 

        ・ミニバレー      Ａパート   Ｂパート 

                優 勝   ９区     １区 

                準優勝   11区     ３区 

        応援などありがとうございました。 

 

１ 県教委より 

 (1) 県内市町立小中学校の標準学級数 

   ・小学校 2,101 前年度比 23増（うち特別支援学級 473 前年度比 38増） 

   ・中学校   849 前年度比 10減（うち特別支援学級 196 前年度比 10増） 

 

 (2) 県内市町立小中学校の児童生徒数 

   ・小学校 46,345 前年度比 115減（うち特別支援学級 1,791 前年度比 38増） 

   ・中学校 21,498前年度比 744減（うち特別支援学級 613 前年度比 70増） 

 

 (3) 多忙化対策 

   ・具体的な施策よりも指導を行っている 

   ・定時退勤の日を決めていても、なかなか守れていない 

   ・中学校は部活動もあるので、専門の指導員を入れないと難しい 

 

 (4) 職員の健康管理 

   ・労働安全衛生法に基づく安全・健康管理 
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   ・健康診断・人間ドック後の事後措置（受診勧奨、確認） 

 

 (5) 指導に課題がある教員の支援研修に関する要綱【Ｐ1～3】 

    ・教育公務員特例法 

    ・該当者はいない 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

２ 基山町教育委員会報告・協議 

  ① 小中学校の現況報告 

   基山小 

   ・４／27 お茶摘み体験 

   ・５／２ 基山（きざん）登山があり、山頂で若基小と交流事業を行った 

   ・５／13 リレーカーニバル、ＰＴＡ総会が開催 

   ・５／26 先生の交通事故（ケガはない）校長より指導 

 

   若基小 

   ・４／27 お茶摘み体験 

   ・５／13 参観日、ＰＴＡ総会の開催 

 

   基山中 

   ・5/14～5/16 ３年生の修学旅行（大阪京都） 態度もよかった（１名欠） 

   ・２年生が自主研修を開催 

 

  ② 平成２９年度佐賀県小中学校学習状況調査(速報)について 

   ・指導主事より【状況説明小５～６年、中１～３年】 

    詳細が分かり次第報告する 

 

  ③ 平成２９年度学校訪問日程 

  基山小   6月 14日（水）（午前中） 

  基山中   9月 21日（木）（午前中） 

  若基小   10月 30日（月）（終日） … 給食有 

 【教職員課訪問】 

  若基小   5月 30日（火）９：００～（教育長対応） 

 

  ④ 平成２９年度基山町教育の基本方針について 

    【第 11号議案で説明】 

 

  ⑤ 第５９回全国町村教育長研究大会資料 

   ・宣言、決議、要望事項等【Ｐ4～9】 
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   －意見等－ 

   ・学校訪問は、時間を調整して参加して下さい 

 

 

３ 資 料 

① 資 料【P11～15】 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

４ 教育委員会関連行事（～６月３０日まで） 

   ・６月６日（火）～６月１３日（火） ６月定例議会 

   ・６月１４日（水） 基山小学校訪問  8：00集合 

   ・６月８日（木） 教育長会 

   ・６月３０日（金） 県教委連定期総会・研修会 

 

   －意見等－ 

   ・６／３０ 県教委連定期総会・研修会…出：田口委員  欠：津川委員 

 

 

３ 議案審議 

（１）第８号議案 準要保護児童生徒の追加認定について 

 委員代表   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－ 

   ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第８号議案は承認とします。 

 

（２）第９号議案 宿泊を伴う学校行事の承認について（若基小学校６学年修学旅行） 

 委員代表   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－ 

   ・例年通りか？ 

    ⇒例年通り（長崎） 

   ・お小遣いは？ 

    ⇒今年度は、４,０００円となっている 
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   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第９号議案は承認します。 

 

（３）第10号議案 平成29年度学校評議員の委嘱について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局   （議案書を基に説明） 

 

   －意見等－ 

   ・学校長からの推薦か？ 

    ⇒各学校から推薦されていますので、教育委員会で承認をします。 

   ・掛け持ちは良いのか？ 

    ⇒要綱では、ダメとはなっていない 

   ・意見を言われているのか？報告名等で終わっているのか？ 

    ⇒確認を行います 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第１０号議案は承認します。 

 

（４）第11号議案 平成29年度基山町教育の基本方針について 

 委員代表  議案の説明をお願いします。 

 事務局  平成29年度と大幅な内容変更はありません。 

       （追加、変更箇所など説明） 

 

   －意見等－ 

   ・歴史を伝える郷土資料の企画展示だけでなく、美術展示等を追加する 

    ⇒追加します 

   ・ＲＥＳＡＳとは？ 

    ⇒RESAS（リーサス）は、産業構造や人口動態、人の流れなどに関するデータを

集約したもの 

   ・RESAS（リーサス）の説明書きを入れてください 

 

 委員代表  誤字・脱字等再度チェックして下さい。委員の方で修正あれば、今月中

に連絡をしてください。 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第１１号議案は承認します。 
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４．報告及び協議事項 

（１）６月議会補正予算の概要について 

   ・資料により説明 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（２）中学校２年自主研修について 

   ・５／１６に開催しトラブルなく充実した活動だった 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（３）若基小学校修学旅行について 

   【１年～５年の実施計画書を説明】 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（４）創作劇参加者説明会 

   ・１２／１０「ふれあいフェスタ」で開催 

   ・６／２０（火）に町民会館の小ホールで説明会を行う 

   ・子ども達は、学校を通じて連絡を行う 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（５）平成 29年度防犯パトロールカー巡回スケジュールについて 

   ・５／２９（月） 教育学習課 

   ・６／２（金）  教育学習課 

    ⇒委員さんの都合がつかないため、教育学習課で巡回する 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（６）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 
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（７）第１２回九州地区市町村教育委員会研修大会について 

   ・開 催 日   ８月３日（木）～４日（金） 

   ・参加申し込み  【６/９締切】  会議のみ参加 

   ・宿   泊   ホテルは別途予約 

 

 

５．そ の 他 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

６．閉   会 

 委員代表  次回の委員会は、６月２１日（水）９時３０分から行うことにします。 

以上をもちまして、５月定例教育委員会を閉会します。 

 


