
 

平成３０年４月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成 30 年 4 月 25 日（水）９時００分～１１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 

  代表委員  各学校の入学式も無事に終わった。 

        新年度で人事異動があっているが、今年度も宜しくお願いする。 

 

 

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】 … 女性管理職登用 基山町は 33.3％ 等 

  (2) 教職員の服務規律の保持 … 県内で教職員の飲酒運転があった。 

  (3) 勤務時間の適正化  

   ①勤務時間の能率の向上 

   ②校務処理の見直し 

   ③各種業務の見直し 

   ④部活動指導の適正化 … 一部に部活動指導員を導入。部活動数の検討も必要。 

   ⑤時間外業務の縮減 

 

 ２ 平成３０年度 佐賀県市町教育委員連合会事業予定【P6～7】 

      〃     〃  教育委員名簿 

 

    ・７月 ２日…県教委連･定期総会･研修会 

 

 

３ 基山町教育委員会報告・協議 

① 小中学校現況報告 

・４月のスタート、入学式終了。 

  ・学校での大きな問題行動等の報告はない。 

  ・小中一貫基本構想スタート、推進委員会が開催された。 

   ３校目標「きたえ、やりぬき、まなびあう」 

  ・教員定数配置の不足。（５月に配置確定、支援員未定） 

 

 



 

   ⅰ）基山小 

    ・基山小は維新博覧会へ 

    ・４月２５日 お茶つみ 

 

   ⅱ）若基小 

    ・若基小の家庭に関わって、３件のケース会議 

 

   ⅲ）基山中 

     ＊基山中学校 平成２９年度卒業生進学先一覧【P8】 

     ・中学生の進路報告 進学１４８名 就職１名 未定１名 

 

② 小中学校児童・生徒数、学級数の確定【P9～11】 

     基山小２４クラス（うち特別支援６クラス） 

     若基小１４クラス（うち特別支援６クラス） 

     基山中１４クラス（うち特別支援３クラス） 

・若基小３５名学級＋特別支援学級８名 

      ・基山小は数年ぶりに６００名を越える児童数 

      ・基山中は４００名を下回る 

      ・児童生徒数は今が底だと思われるが、基山小校区に住宅建設の偏り。 

 

   ③学校教育、今年度の課題について 

    ○小中一貫教育のへの実践【P12～13】 

     ・３校が共通の教育目標を 

      「○きたえ ○やりぬき ○まなびあう」 

    ○学力の向上 

     ・放課後学習授業（中学校１、２年、小学校６年、３年） 

     ・土曜補充学習 （中学校３年） 

     ・家庭学習の充実（家庭との連携、家庭学習の手引きの作成） 

     ・ＩＣＴ利活用教育 

     ・郷土史学習の充実 

    ○英検の受験者の奨励合格率の向上 … 目標 50％ 現在 40数パーセント 

    ○基山中大規模改修 … H28国庫事業で教室棟、H30管理棟は当初予算なし。 

                今年度は、H29補正繰越しで管理棟トイレのみ改修。 

    ○小中学校新指導要領（２０２０年実施）の移行措置への対応 

     ・小学校 外国語（５、６年） 外国語活動（３、４年） 

    ○その他 

・中国との交流で修学旅行を受け入れる計画があり、合宿所を利用して、基

山町の児童との交流を検討している。 

・働き方改革関連 … 長期休暇中の学校閉庁をお盆あたりで考えている。 

           夏季休暇を使い、閉庁時の電話連絡等の対応は、教

育委員会で行うこととしたいので了承願いたい。 



 

④基肄城保存整備計画の実施 

現在、修正作業を行ており、終わり次第にお渡しします。 

  

   ⑤部活動指導員・外部指導者活用補正予算について 

    ４月の臨時議会で６名の予算を要求し、承認をいただいた。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

４ 教育関連資料【P14～19】 

   資料を基に説明 

 

   －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２３日（月） 委員長・教育長合同会議 

   ・５月２５日（金） 若基小学校 学校訪問 

   ・５月 ８日（火） 東部管内教育長会 

   ・７月  日（ ） 三神教委連総会 …未定 決まり次第早めに連絡します。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

３ 議案審議 

（１）第１号議案 平成29年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

 委員代表  「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、３８件について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。） 

 委員代表  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。 

 委員代表  それでは、第１号議案は承認されました。 

 

   －意見等－ 

   ・世帯収入の欄は、世帯員ごとの横に表示するように様式を修正してください。 

・世帯収入が極端に少ない世帯については、生活が出来ているか心配なので、 

 福祉のほうと連携してください。 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第１号議案は承認３４件、否認４件とします。 

 



 

（２）第２号議案 平成30年度町立小中学校主任等の辞令について 

 委員代表  ２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－ 

   ・教育委員会として特に意見等はない。 

辞令交付について、よろしくお願いします。 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第２号議案は承認します。 

        

 

（３）第３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） 

 委員代表  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－ 

   ・内容については、例年どおりということで、気を付けて行ってきてください。 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  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３学年修学旅行） 

 委員代表  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－ 

   ・内容については？ 

    ⇒昨年同様のプログラムで宿舎も同じです。 

   ・学校から博多駅までの交通手段は？ 

    ⇒貸切バスを利用しています。 

   ・新鳥栖駅を利用ている学校もあるが、日曜日出発の設定が関係してますか？ 

    ⇒日曜日出発のほうが、ＵＳＪが空いている。宿も取りやすいようです。 

   ・基山を出るところからが研修なので、今後検討をお願いします。 

   ・事故などに十分な注意をお願いします 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  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（基山小学校５学年宿泊訓練） 

 委員代表  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－ 

   ・費用その他も例年どおりですか？ 

    ⇒はい。 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第５号議案は承認します。 

 

（６）第６号議案 平成30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－ 

   ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第６号議案は承認します。 

 

 

（７）第７号議案 基山町教育委員会事務局組織規則の一部改正 

 委員代表  議案の説明をお願いします。 

 事務局   教育長不在時の代決の規定が整備されていなかったため、基山町 

教育委員会事務局組織規則を改正する必要がある。 

教育長が不在のときは、課長がその事務を代決する 

課長が不在のときは、参事、主幹又は係長がその事務を代決する。 

代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要する

もののほかは、行うことができない。 

代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければなら 

ない。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第７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 51 回ソフトボール・第 15 回男女混合ミニバレー

ボール）について 

   ・まちづくり課担当係長より、大会概要及び変更点等を説明 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（２）平成 30年度防犯パトロールカー巡回スケジュールについて 

   ・５／２８ 教育学習課 

   ・６／４  教育委員 

    ⇒次回の教育委員会で割り振りを決定する 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

（３）当面の行事予定について 

   ・教育長報告の（４ 教育委員会関連行事）に同じ 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

５．そ の 他 

・平成３０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 ４１，０００円 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

・学校給食のアレルギー対応について 

  「だし、エキス等のアレルギー対応表」によりケース１からケース５について、現

在の状況を説明。文科省より示されている食物アレルギー対応指針に基づき、安全

性を最優先としている。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

６．閉   会 

 委員代表  次回の委員会は、５月２３日（水）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。 


