
平成３０年９月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成30年9月19日（水）午前９時００分～午前１０時３０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、長野係長、音成指導主事 

欠席委員：0人 

傍 聴 者：0人 

 

 

１．開 会 

 委員代表  ようやく過ごしやすい気候になってきたが、９月に入って台風被害や地震などで

日本列島は大荒れの状態が続いている。自然災害は我々人間ではどうにもできない

ので、備えることが一番大事である。役場でも学校その他家庭でも「備える」とい

うことをしっかりやっていかなければならない。 

９月は行事も色々と行われますので、よろしくお願いします。それでは、教育長報

告をお願いします。 

 

 

２．教育長報告 

 教 育 長  それでは、教育長報告をいたします。 

 

 １ 県教委より 

  ・不祥事の根絶に向けた取り組みを … 県内講師の飲酒運転の件 

  ・佐賀県「運動部活動の在り方に関する指針」 

   ：適正な部活動時間の管理 … ガイドライン（国→県→町）10月に町にてガイドライン 

週２回休み、平日練習２時間、休日３時間、対外試合が

続くことがないように等。策定にあたりお示しします。 

 ：特殊業務手当（４号業務）の状況 … 部活動指導員予算に配当のため12月に枯渇する。 

 ・指導教諭の受験状況 

    小学校  ８６（１９） ※（ ）内は女性 

    中学校  ４０（ ３） 

     計  １２６（２２）  

   ：ミドルリーダーの育成（管理種億候補の養成） 

  ・人事異動に向けた取り組み … 10月からヒアリング 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 



 ２ 基山町教育委員会報告・協議 

 （１）小中学校現況報告 

   ⅰ）基山小 

    ・児童数 年度当初より１人減２人増 603名 

    ・９月２９日運動会 全体練習が先週から今週にかけて始まっている。 

 

   ⅱ）若基小 

    ・児童数 年度当初と変わらず 275名 

    ・９月２９日運動会 全体練習が先週から今週にかけて始まっている。 

     両小学校とも熱中症等の報告は受けてないが、週明けの保健室利用が増えてきている

ので、週末の過ごし方を児童に呼びかけながら疲れがたまる運動会シーズンに臨ませ

たい。 

 

   ⅲ）基山中 

    ・生徒数 年度当初より３人減 377名 

    ・９月１０日の体育大会は日程的に厳しい状況だったが、雨天の関係で月曜日開催 

土曜日の時点で月曜開催を決めたこともあって生徒も心の準備が出来て臨めた。 

    ・１０月５日 地区中体連の駅伝大会 

    ・１０月６日 子ども議会 14名の中学生が参加 

    ・１０月１５日女子陸上部の生徒がジュニアオリンピックの全国大会に砲丸投げで出場 

    ・１０月４日 学校訪問 

 

   全体 

    ・大きな生徒指導等の問題はあってない。 

・全国的には9月1日問題があるが、そういう事例もない。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

 （２）ＰＴＡ･教育委員会意見交換会について（９月２１日開催）【Ｐ7~11】 

    各学校ＰＴＡから提出された資料により説明 

   ・児童奨励費、環境整備費 … 支出に至った過去の経緯を確認して公費で賄えるもの 

                  については予算措置が必要である。 

   ・授業参観について、ランドセルが重たすぎることについて、短縮授業時の掃除について          

 … 学校での協議が必要である。 

   ・学年費等の集金について … 若基小学校が２学期から口座引き落としに変更 

   ・通学路に関して … 役場内の担当課と協議して対応する。 

   ・地区懇談会に関しての意見（行政に対する陳情会になってるように思える） 

           … 大きな柱立てをして「子育て」について考える会になればと思う。 



   ・スマートフォンの利用について … 家庭学習の取り組みも必要である。 

   その他、学校の方とも十分に打ち合わせをして取り組んでいかなければならない内容は協

議していきたい。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 （３）御神幸祭における取り組み 

   ・仮設スタンド … 昨年、基山シール会のご厚意で木製ベンチ６台協賛いただいた。 

             今年度は県の補助事業でアルミ製の仮設スタンドを購入した。 

             ６０人ほどは座って見ていただけるだろう。 

   ・循環バス   … 臨時駐車場を役場と社協に設けて循環バスを運行する。 

   ・告知（広報） … クリアファイル等 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 （４）全国学力学習状況調査の公表の方法について 

    ・今もでも正答数で公表を行っており、今回も正答数で行う。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 ３ 平成３０年９月定例議会一般質問より【P1】 

   ・７月豪雨における基山町の災害と防災について（学校における） 

   ・想定外をなくすための危機管理対策について（学校における） 

   ・放課後児童クラブに通うすべての子が安全・快適に過ごすために … 不公平感、特別

支援児童等への対応など 

   ・子どもたちを取り巻く教育事情について …ランドセルの荷物の重さ等 

   ・災害時の通学安全対策について … 臨時休校の是非、大雨特別警報時の対応 

   ・教育行政の疑問点 … 教育の基本方針、総合教育会議、大綱、最重要課題は何か等 

 

   －意見等－ 

   ・コスモスとひまわりの不公平とは何ですか？ 

    ⇒施設の諸条件の違い（建築年、エアコン使用条件等）によるものはあります。 

     デマンドの関係があるので、電気の分離は検討しています。 

   ・送迎に関する連絡要望は中学校よりも小学校のほうがあったのでは？ 

   ・小学校と中学校のお子さんを持つ親御さんは中学校はお迎えの連絡があったが小学校が

なかったので、小学校もお迎えにいっていいか連絡された方もおられるようです。 

    ⇒中学校においてもお迎えがないと帰せないという連絡ではありませんでしたが、違う



捉え方で広がったのかもしれません。この件に関しては、校長教頭とも話をして緊急

の際はできる限り情報を共有して早め早めに同じような情報を流すようにしていきた

いと思っています。 

 

 

 ４ 教育関連資料 

 （１）資料【P2~6】 

   ・部活動の時間に上限 

   ・「置き勉」について 

   ・「混合名簿」の急増について … 鳥栖基山では無い 

   ・生活保護の部活動費 … 一律から実費へ 

 

   －意見等－ 

    特になし 

 

 ５ 教育委員会関連行事（～１１月３日まで） 

   ・９月２３日（日）   御神幸祭 … 神事が12時20分から 芸能が13時から 

   ・９月２９日（土）   基山小・若基小運動会  … 先月割振りのとおり 

   ・１０月４日（木）   基山中 学校訪問 …8時10分集合 田口委員、津川委員欠席 

   ・１０月６日（土）   こども議会 … 傍聴可能 

   ・１０月７日（日）   町民体育大会 … まちづくり課（中川）から案内説明 

   ・１０月１４日（日）  園部くんち 

   ・１１月３日（土）   基山町文化祭 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

３．議案審議 

（１）第21号議案 宿泊を伴う学校行事の承認について（若基小学校５学年宿泊体験） 

 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） 

        昨年度と同様に夜須高原自然の家、10月17日（水）～19日（金） 

        屋外での活動を中止として効果的な学習に取り組む。全員参加予定 

 

   －意見等－ 

   ・怪我の無いように引率をお願いします。 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第21号議案は承認します。 



 

 

（２）第22号議案 基山町民会館及び基山町体育施設等の指定管理者選定委員会設置 

要綱の廃止について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事 務 局  （議案書を基に説明） 

        指定管理者の選定が５年間経過し、選定委員会を行う必要があるが、所管課が

まちづくり課に移行しており、今回新たに町長部局で制定するにあたり、教育

委員会での要綱を廃止する必要がある。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第22号議案は承認します。 

 

 

４．報告及び協議事項 

（１）９月議会について 

   ・９月議会は無事終了し、補正予算については特に変更なく可決された。 

    【教育長報告の中で内容説明】 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（２）平成30年度佐賀県市町教育委員会連合会役員現地研修会の開催について 

   ・平成３０年１０月１６日（火） ９：１０～ 【武雄市】 

    （参加者：市町教育委員２０名） 

 

   －意見等－ 

   ・田口委員（職務代理者）さん、所要のため欠席。代理（委員）についても出席無し。 

    欠席で報告します。 

 

（３）佐賀県市町教育委員会連合会 役員組織について 

  ・会 長 職     … 従前のとおりで良いと思われる。 

  ・副会長職・人数  … 従前のとおりと良いと思われる。 

 

   －意見等－ 

   ・教育長会の組織もあるので、教育委員会連合会は今までどおりでよいのではないか。 



   ・あくまでも人となりなので、必ずしも教育長や代理者に限定する必要もないので、役員

の中から互選で決定するべきである。また、職務代理者も年齢層が下がって現職の方が

増えつつあるなかで、そういう人が選ばれると厳しいという側面もあるため柔軟性を持

たせた方が良い。 

 

（４）防犯パトロールについて 

   ・９月２１日（金） 教育委員（中止） 

   ・９月２６日（水） 教育学習課（中止） 

※両日とも防犯パトロールカー修理中のため中止 

   【次回予定】 

   ・１１月２８日（水） 教育学習課 

   ・１２月１９日（水） 教育委員 

 

   －意見等－ 

   ・次回予定の教育委員巡回は、次回以降の会議で決める。 

 

（５）当面の行事予定について 

   ・【５ 教育委員会関連行事】 

 

   －意見等－ 

   ・１０月４日（木）の基山中学校の学校訪問は、８：１０に集合 

 

 

５．そ の 他 

   特になし 

 

 

６．閉  会 

 委員代表   次回の委員会は、１０月２３日（火）９時００分から行うことにします。 

以上をもちまして９月の定例教育委員会を閉会します。 


