
平成３０年１月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成30年1月26日（金）午前９時００分～午前１１時３０分 

場    所：基山町役場 ２０３会議室 

出席委員：教育委員（3人） ： 田口委員、中島委員、松隈委員 

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（1人） ： 津川委員人 

傍 聴 者：0人 

 

１．開 会 

 委員代表 今年最初の委員会です。寒くなってきて、インフルエンザも流行っていますので注

意をお願いします。先日の成人式については、例年より出席者も多く、静かでおとな

しかった。景気も良く放ってきているようですし、年末年始と教育全般で大きな問題

もなかった。１月の定例教育委員会を始めます。教育長報告をお願いします。 

 

２．教育長報告 

 １ 県教委より 

 （１）人事異動方針に則り、「オール佐賀の視点で」 

 （２）小中間交流を積極的について 

    ・他紙の教育長より、東部の方が優秀な教諭が多いんじゃないかという意見があった 

    ・東部は進学先を広範囲に選べるため、教育の風土が違うんじゃないか 

    ・東明館では、６年間（中高）で教育課程を組み立てる 

    ・基山町では、小中間交流を行っている（中学校の教諭を小学校に） 

 （３）広域人事の活性化について 

    ・教員の異動に当たっては２地域３地区を徹底していく 

 （４）平成２９年度末人事異動にかかる内示予定日、記者発表、退任・離任式等について 

    ・平成30年度の新聞掲載について 

 （５）不祥事防止の徹底 

    ・わいせつ事案等不祥事の防止について 

 （６）今年度末退職予定者  

     定年  １７７人(教諭１０１人) 

     定年前  ６６人(教諭 ５６人) 

      計  ２４３人(教諭１３５人) 

 （７）管理職任用 

     校長･副校長  ６９人 

     小学校教頭  ５４人 

     中学校教頭  ４３人 

     事務長    １１人 



 （８）再任用希望者 

     フルタイム 小６６人  中３１人 

     短時間   小２６人  中３３人 

             計９２人 

 

   －意見等－ 

    ・校長でも再任用がある。（校長から教諭となる） 

 

 ２ 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 

    ・１月２０日 土曜授業 

    ・インフルエンザによる学級閉鎖 

      ４年３組 １月１９日～２１日まで 

      ６年１組 １月２６日～２８日まで 

    ・教職員による交通事故（１月９日 駐車場で追突事故）損傷、怪我等はなし 

 

   ⅱ）若基小 

    ・インフルエンザによる学級閉鎖 

      ３年１組 １月２３日～２７日まで 

    ・１月２３日 ６年生の男子児童が体育（跳箱）の授業中に右手首の骨折 

 

   ⅲ）基山中 

    ・県教育長表彰（児童生徒、団体対象） 

      吉本萌乃(３年) 柔道九州大会優勝、全国大会５位  

    ・インフルエンザによる学級閉鎖 

      ３年２組 １月２４日午後～２８日まで 

    ・１月２２日から１月２６日まで部活動中止 

    ・私立高校の専願入試 

 

   －意見等－ 

    ・香楠中発表（２４日） 

 

 （２）平成29年度12月実施 佐賀県学力状況調査の結果について 

     【パワーポイントにて指導主事より説明】 

 

   －意見等－ 

    ・基山小学校は随分頑張っている 

    ・漢字が出来ないのはもったいない 

     ⇒宿題も出ているが、たくさんの漢字の中からなので難しかった 

     ⇒読書が少ない 



    ・若基小４年生があまり良くなかった 

    ・中学２年の社会科（日本の地域的特色）、理科（生物的領域）が悪い 

 

 （３）平成30年度基山町立小中学校学級編制について【別紙】 

    ・基山小 ２４クラス 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 知 自･情 

クラス ３ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ４ 

    ・若基小 １６クラス 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 知 自･情 肢 病 

ｸﾗｽ ２ ２ １ ２ １ ２ １ ３ 1 １ 

    ・基山中 １４クラス 

学年 １年 ２年 ３年 知 自･情 

クラス ４ ４ ４ １ １ 

 

    ・人数等については、香楠中・私立の学校に行く児童も含んでいる 

    ・若基小で特別支援学級が１クラス増える 

 

   －意見等－ 

    ・香楠中の受験者が減ってきた 

      香楠中受験  基山小 １６人（合格６人）、東明館３人、早稲田２人 

             若基小  ３人（合格１人） 

    ・昨年はどうだったか？ 

     ⇒香楠中受験  基山小 １２人（合格７人）   若基小  ９人（合格４人） 

 

 （４）小中学校の支援員等の配置予定について 

    ・基山小７人（生徒３３人）  《２９年度》 ７人（生徒３２人） 

    ・若基小６人（生徒２７人）         ５人（生徒１４人） 

    ・基山中２人（生徒１１人）         ２人（生徒 ９人） 

 

   －意見等－ 

    ・支援員については、最低でも今年度と同じ人員を各学校が要望している 

 

 （５）アバンセ杯放送（朗読）コンクールについて 

    ・基山小１１人、若基小２人、基山中６人と香楠中から参加 

    ・小学校２７日（土） アバンセ 午前中、中学校２８日（日） 佐賀西高で開催 

    ・ふれあいフェスタの劇「八ツ並の姫」の参加者に声掛けを行っている 

 



   －意見等－ 

    ・冬休みから練習を行い、アナウンス部門と朗読部門に半々参加 

    ・いい成績が期待できるのではないかと思う 

 

 （６）その他 

    ・今後の学校給食に係る児童生徒への給食費の補助について 

 

   －意見等－ 

    ・国の施策として、検討すべき問題だと思う 

    ・個別（収入などにより）で補助を考えるべき 

    ・最初の学校給食は、家が貧しくて弁当を持ってこれない子供が多くいるということで

学校給食が導入された。今は「食育」や「管理された学校給食が子どもたちの体の維

持・向上にも公平に貢献する」、「みんな同じ物が食べられる」などの教育的メリット

がある 

    ・給食で、「カニ」や「佐賀牛」の提供を行っている自治体もあり、基山町でも食材の提

供を行えば、給食費の負担軽減にもなり検討できないか 

    ・すべて基山の食材を提供する「基山の日」等を検討したらどうか 

 

 ３ 基山町教委 教育関連資料【Ｐ１～Ｐ１８】 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 ４ 教育委員会関連行事（～３月１５日まで） 

    ・１月２８日（日）  小学生駅伝大会 

    ・３月 ９日（金）  基山中卒業証書授与式 

    ・３月１６日（金）  基山小、若基小卒業証書授与式 

 

   －意見等－ 

    ・インフルエンザが流行しているが、駅伝は実施する予定（昨年中止） 

    ・参加できる方は、駅伝の応援をお願いします。 

    ・卒業式の挨拶文については、教育委員会で統一した文面を用意してはどうか 

 

 

３．議案審議 

 委員代表   今月の議案審議はありません。 

 

 

 

 



４．報告及び協議事項 

（１）基山町立歴史民俗資料館の閉館について 

  ① 歴史民俗資料館等解体工事 

    工期 平成30年１月11日～平成30年３月23日  

    契約金額 14,580,000円  (株)相生園緑地建設 

  ② 文化財資料等移転業務 

    期間 平成30年１月11日～平成30年２月６日  

    契約金額 2,342,900円  久留米運送株式会社 

 

   －意見等－ 

    ・閉館は１月１日 

    ・跡地には、バディ保育園 

    ・文化財資料等は、役場地下室・役場車庫棟・若基小学校・旧公民館へ 

 

（２）基肄城跡保存整備基本計画のパブリックコメントの募集について 

   公表期間   平成30年２月１日(木)～３月２日(金) 

   意見聴取期間 平成30年２月15日（木）～３月２日（金） 

 

   －意見等－ 

    ・ホームページ等に掲載し意見聴取を行う 

 

（３）基肄城跡史跡管理草刈業務について 

    期間 平成30年１月11日～平成30年３月29日  

 

   －意見等－ 

    ・火入れの業者選定はどうしているのか？ 

    ⇒見積もり入札を行っている 

 

（４）平成３０年度佐賀県教育委員会・市町教育委員会協働会議の開催について 

    ・平成３０年４月２３日（月）開催  （教育長、田口委員が出席予定） 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

（５）防犯パトロールカー巡回スケジュール（１月～３月）について 

    ・２月 ９日（金）のパトロール【教育学習課】 

    ・２月１４日（水）のパトロール【中島委員、松隈委員 予定】 

 

   －意見等－ 

    ・教育委員さんが巡回できない場合は、教育学習課で巡回する 



（６）当面の行事予定について 

   ・教育長報告（４ 教育委員会関連行事）に同じ 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

５．そ の 他 

   ・民生委員児童委員協議会との意見交換会 

    【福祉課係長より説明】 ２月２１日（水） １１：００～予定 

 

   －意見等－ 

    ・意見交換機は、主任児童委員等５人～６人程度で１時間程度 

    ・新教育委員制度が始まり教育委員会の会議の進行体制を見直す時期では 

     ⇒他の教育委員会では、会議の進行は教育長が行っている方が多い 

 

６．閉  会 

委員代表  次回の委員会は、２月２１日（水）９時００分から行うことにします。 

以上をもちまして１月の定例教育委員会を閉会します。 


