
平成３０年３月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成30年3月27日（火）午前９時００分～午前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（4人） ： 井上課長、佐藤係長、江島指導主事、相良 

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、県の人事も新聞に載

っていました。教職員の発表も２９日に行われるようです。 

      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 基山小校長    北川 政文（三瀬小へ） 

   転任 若基小教頭    一番ヶ瀬徹（芙蓉小へ、副校長） 

   転任 基山中教頭    馬場  司（多久東部後期へ） 

   転任 指導主事     江島 裕章（鳥栖中へ、教頭） 

   転任 主幹教諭     峯  哲也（白石中教頭へ昇任） 

   転任 基山中事務主任  大坪 泰裕（旭小へ、事務長） 

   転出 基山小指導教諭  権藤 暢道（鳥栖北小主幹教諭へ昇任） 

   転入 基山小校長    江口 陽子（弥生が丘小教頭より転任、採用) 

      基山中教頭    永田 康子（佐賀大附属中教頭より） 

      若基小教頭    古舘 洋治（北茂安中教頭より） 

   基山中主幹教諭     衛藤 拡典（千代田中より） 

      基山小指導教諭  中尾 治樹（中原小より） 

   指導主事        音成 耕治（基山中より） 

   基山小 小野教諭    基山中へ 

 

   －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６       転入７、再任用0.5 

       加配 ４(ＴＴ少人数２、通級２) 

       欠員臨任 教諭２ 養護１ 

   若基小 退職   ２ 

       教諭 転出２       転入４ 

       加配 ２(ＴＴ少人数１、小２選択１) 

       欠員臨任 ２ 

   基山中 退職   １ 

       教諭 転出４       転入３ 

       加配 ５(ＴＴ少人数３、主幹教諭１、中１選択) 

       事務主査転出１    事務主任転入１ 

 

   －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】 

   ・育英資金の過去５年間の利用人数の推移と現在の基金残高、貸付残高を示せ 

    ⇒基金残高、貸付残高等と説明 

   ・対馬交流事業について 

    ⇒対馬での交流などを、ホームページと広報、ふれあいフェスタの際で紹介した 

   ・今回の事業を契機に今後どのような形で友好意識を醸成していくのか 

    ⇒事業に参加した子供達は、対馬の方々との友好意識が生まれたと思います。 

今後も友好意識を醸成すべく対馬との歴史的関係の学習や交流事業を実施していきた

いと考えています。 

   ・県教育委員会が公立中学校教員の長時間労働の軽減を呼び掛けている。 

    ⇒「学校現場の業務改善計画」を策定し、教職員の時間外勤務の縮減等に努めている。 

   ・部活動の「統一休養日」とは何か 

    ⇒昨年１１月より、県下一斉に毎月第３日曜日は部活動を行わない「休養日」とするも

ので、公式試合は勿論、練習試合や通常の練習などを行わないようにしようという取

り組みを行っている。 

   ・県は新年度に活用研究事業費として部活動指導員を配置する予算を組み、市町に導入を

呼びかけている。 

    ⇒現在、佐賀県教育委員会において活用研究事業として「部活動指導員」を配置する予

算が計上されている。 

   ・歴史民俗資料館廃止に伴う文化財及び図書の保管状況は 

    ⇒旧歴史民俗資料館及び旧役場に保存しておりました文化財資料については、役場車庫

棟１階の一区画・役場車庫棟２階会議室・役場地下倉庫・若基小学校にある文化財資料室

に分散して保管している。 



   ・新たな展示保管施設の建設時期は 

    ⇒今後、基肄城跡保存整備基本計画に基づきガイダンス施設を建設する予定です。 

   ・学校費用の軽減について 

   ⇒入学準備金については国の基準に合わせ３０年度より引き上げを行います。 

   ・入学準備金の入学前支給について 

   ⇒入学準備金については、申請者の現況に合わせた所得要件の確認が必要であると考えま

すので、30年度については、４月以降の支給としています。 

   ・小中学生の下校時における図書館の利用について 

   ⇒児童生徒に対しての学校の生活全般の決まりは、学校長がその管理のもと、責任をもっ

て作成していますが、下校時の町立図書館の利用については、基山小、若基小及び基山中

学校においては禁止をしています。今後、学校がＰＴＡや保護者の方の意見を伺い、利用

についての要望や、利用した場合の手立て等について検討していきたいと思います。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 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１６日に卒業式が無事に終わった 

    ・３月１３日に中学生の自転車とぶつかった 

 

   ⅱ）若基小 

    【指導主事より現況報告】 

    ・３月１６日に卒業式が無事に終わった 

    ・３月３０日に新一年生に転出予定があり、３６人が３５人へ（１クラスの可能性も） 

 

   ⅲ）基山中 

    【指導主事より現況報告】 

    ・３月９日に卒業式が無事に終わった 

    ・先生の名字変更が１名 

 

   －意見等－ 

    ・今年度３件の交通事故 

    ・自転車の事故は大事にならなくてよかった 

    ⇒４月末に自転車の交通指導を行う 

 

 



 （２）教職員の人事異動について 

    ・新聞発表は紙面の都合で２９日 

    ・離任式を２９日に行う 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （３）基山中高校入試の現状について 

    ・県立･公立高校が少なかった 

    ・国立高専は１名（昨年４名、前々年９名） 

    ・三養基高校は１１名（昨年１７名）で、鳥栖高校９名よりも多い 

 

   －意見等－ 

    ・基山町の特徴で、佐賀よりも福岡の市立が多い 

 

 

 （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（６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－ 

    ・特になし 

 

 （５）小中学生の自転車事故（加害）について 

    ・小学校５年生が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、神戸地

裁は、少年の母親に約９５００万円という高額賠償を命じた。被害に遭った女性（６

７）は、事故の影響で今も意識が戻らない状態が続いて、専門家は高額賠償を「妥当」

と評価した。子供を持つ親にとって、１億円近い賠償を命じた判決は、驚愕である。 

 

   －意見等－ 

    ・保険加入義務がない自転車の事故は、高額な賠償命令が出されるケースも多く、自己

破産に至る例もある 

    ・一億円を超えるケースもあり、保険加入等についても検討が必要 

 ４ 中学校トイレ改修工事及び大規模改修の予定について 

    ・トイレの改修工事は、夏休み頃から行う予定 

    ・管理棟は、３０年度の事業決定が例年だと４月末頃の予定 

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


   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 ５ 教育関連資料【Ｐ２～３】 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 ６ 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 ９日（月） 基山中入学式 

   ・４月１０日（火） 基山・若基小学校入学式 

   ・４月１７日（火） 全国学力・学習状況調査、佐賀県学習状況調査 

   ・４月２３日（月） 県市町教育委員会・教育長合同会議 

   ・４月２７日（金） 教委連教育長春季定期総会 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

３．議案審議 

（１）第27号議案 平成30年度要保護及び準要保護児童･生徒の認定(新入学)について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    資料により説明（別紙Ｐ１～Ｐ１８） 

 

   －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 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    任期は平成30年4月1日から平成32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28号議案は承認します。 

 

 

（３）第29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６名の方が新任です。任期は平成30年4月1日から平成32

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29号議案は承認します。 

 

 

（４）第30号議案 基肄城跡保存整備委員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、変更となります。（理由等の説明） 

 

   －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 基山町立図書館設置条例施行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。 

 図書館長   国民の祝日を開館するように改正します。 

 図書館長   年間で３００日程度の開館になります。 

 教育長    基山小と若基小では、学校図書館の貸し出し数が違う（若基が多い） 

        図書館から遠く、利用しにくいのではないか（利用に差がある） 

 まち課長   コミュニティバスの利用、チケット制など若基小の図書館の推進を検討 



        ４月１日（日）の１０時３０分より開館２周年記念イベントを開催 

 

   －意見等－ 

    ・人員については大丈夫か？ 

    ⇒１月より再任用で１名増員になっている。４月より非常勤を１名追加予定。 

    ・利用者の町内・町外の人数は？ 

    ⇒７割程度が町内です 

    ・子どもが興味を持った時に、すぐに手に入ることが大事 

    ・基山小と若基小の利用状況は 

    ⇒小学校ごとの利用状況は把握できない 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第31号議案は承認します。 

 

 

４．報告及び協議事項 

（１）平成３０年度部活動指導員活用研究事業について 

    ・３月１６日に説明会が開催された。国のガイドライン案 

    ・各市町２名（国に４５名で要望） 

 

   －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する。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

 

（３）平成３０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３０年４月２３日（月） 14：30～17：00 

  ②場所 グランデはがくれ 

 



   －意見等－ 

   ・教育長、田口委員が出席 

 

（４）平成３０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－ 

    ・津川委員さん欠席（中学校入学式） 

 

（５）平成３０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４日 

 

   －意見等－ 

    ・５月の教育委員会で決める 

 

（６）当面の行事予定について 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

５．そ の 他 

   ・基山町教育委員会教育委員の歓送迎会について 

     平成３０年 ４月２５日（水）・５月２日（水）で調整 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ・平成２９年度三神教委連関係会議の旅費について 

    ・後日、印鑑の受領をお願いする 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

６．閉  会 

 委員代表  次回の委員会は、４月２５日（水） ９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。 


