
平成３１年２月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成31年2月19日（火）午前１０時００分～午後１２時００分 

場    所：基山町役場 ３０１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 ２月に入ってまだまだ寒い日が続きますが、インフルエンザもようやく少し収束し

たみたいで、今度は麻疹という話になっていますが、皆さんもじゅうぶん注意をして

ください。 

 

 

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 

 （１）人事異動に関して、三神地域の課題 

    ・特別支援学級増への対応（2/1現在 小１５増、中１１増） 

    ・地域間交流、地区間交流、市町教育委員会交流の促進（同一市町長期在勤の解消） 

    ・小学校は、欠員と講師対策、中学校は教科過不足への対応 

 …なかなか講師が見つからない。欠員だけでなく育児休業や病休もあり任用に苦慮。 

    ・男女比の調整 

 

 （２）人事異動の具体的な推進 

    ・広域人事交流(地域間、地区間)の推進 

     ＊県の課題（地域差）の解消に向けた計画的広域人事 

    （配置換に限らず地域・地区間で対応 東部、西部から北部への送り込み） 

     免許教科の適正配置 

     ＊教職経験を意識した中長期的視点からの異動 

     ＊２地域３地区の勤務経験の推進（２～３校目の異動で適任者に他地域、他地区を勧

める） …管理職を希望しても経験してなければなれない。中々上手くいかない。     

＊県全体の地域間交流数の目標を確実に達成(教諭１７０名以上)   

     

 



  

（３）課題解決と組織マネジメント 

    ・管理職と牽引する教員をきちんと各学校に配当することが基本スタンスとなっている。 

     組織がうまく機能しないことも現実的にあるが、基山町では上手くいっていると思う。 

 

 （４）管理職の異動 

    ・管理職は概ね校長は１校３年、教頭は１校２年経験で異動対象 

      教頭を２年としているのは勤務経験を拡大するという趣旨 

    ・管理職在任中は原則一度は管外交流を経験 

    ・女性管理職の通勤距離を３０分～４０分程度以内で配置 

      女性管理職の登用がなかなか進まないための配慮 

      配慮のおかげで女性の管理職候補が増えてきている。 

      県としては、３０％までは持っていきたい。（現在２０数パーセント程度） 

 

 （５）教諭の異動 

    ・長期在勤（６年以上）を解消していく。 

      鳥栖・基山地区は上限７年、三神地区全体としては８年 

    ・小中間の異動 

      小中連携教育・小中一貫教育の推進 

 

 （６）養護、事務、栄養教諭、栄養職員の異動 

    ・養護教諭に関しては、小中間必ずどちらも経験が必要 

    ・事務職員は４年以上で異動（事務長は３年で異動） 

 

   －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 

ⅰ）基山小 

    【音成主事より状況報告】 

    ・県立中学校の合格発表 基山小から合格者５名 

 

   ⅱ）若基小 

    【音成主事より状況報告】 

    ・2/1 新入学児童説明会 

    ・2/2 土曜授業 サイエンスショー等 

    ・県立中学校の合格発表 若基小から合格者１名 

 



   ⅲ）基山中 

    【音成主事より状況報告】 

    ・2/2 土曜授業「職業人に学ぶ」様々な業種から 学校教育係の相良主事も講師 

    ・2/13 県立高校特色選抜の合格発表 ６４名中１９名合格 

 

   〇 全体 

    ・インフルエンザについては、今週は出席停止ありません。 

    ・問題行動等の報告 …基山中、基山小 

    ・2/22午後 要支援会議 …スクールソーシャルワーカーや保健センターと学齢期の子

ども達を対象とした定例会議を開催。情報共有をして町の機関でも手分けして対応し

ていきたい。 

    ・2/13 小中一貫教育全体研修会 …今年度取組の反省、来年度に向けて定着の取組 

 

－意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （２）平成３１年度基山町立小中学校学級編成について（２月現在）【P9～P11】 

     【音成主事より説明】 

    ○基山小 ２６クラス 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 知 自･情 

クラス ４ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ５ 

 

    ○若基小 １５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 １ １ （２） １ ２ １ ２ ３ 1 １ 

    ・３年生は、通常学級３６名で少人数の加配の利用対象してあげています 

    ・３年生は、１名減ると３５名となり、１クラスになる。 

 

    ○基山中 １６クラス 

学年 １年 ２年 ３年 知 自･情 

クラス ４ （４） ４ １ ３ 

    ・２年生は本来35人学級から40人学級に戻るが、少人数選択を希望 

 

 

   －意見等－ 

・特になし 



 

 （３）教職員の人事異動について進捗状況その他 

    ・進捗状況が例年より１週間早くなっている。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 （４）３１年度特別支援学級支援員の配置について 

（平成３１年度）         （平成３０年度） 

基山小 ７名（６クラス）     基山小 ７名（６クラス） 

      若基小 ６名（７クラス）     若基小 ６名（６クラス） 

      基山中 ３名（４クラス）     基山中 ２名（３クラス） 

計 １６名            計 １５名 

 

・現在のところ基山中学校のみ１名増 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （５）１２月実施佐賀県学力調査 学校別結果【P12】 

    正答率資料により説明 

   ・若基小の正答率にかなりの向上が見られる 

   ・基山町内の社会の平均が非常に高い 

 

   －意見等－ 

    ・基山小の５年生が少し気になります。 

 

 （６）管理職人事に係る付議について 

    ・２月２７日～３月６日までに実施の予定 

     ⇒ ３月５日（火） １７：３０～ 教育委員会応接室 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 （７）佐賀県市町教育委員会連合会役員一覧【Ｐ１】 

 ・会  長 教育長会会長の杉崎教育長 

 ・副 会 長 教育長代表１名 教育委員から２名 

 ・理  事 常任理事は教育委員から５名 理事は教育委員から１１名 

・教育長代表 ３名 



 今までは教育委員の代表が会長であったが、組織改編があった。 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 ３ 資料 

 （１）基山町教委 教育関連資料【Ｐ２～８】 

   ・児童・生徒300人、表現力豊かに（アバンセ杯放送コン） 

     基山小５年の児童がアナウンス部門で最優秀賞（小学生）を受賞  ほか 

    

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 ４ 教育委員会関連行事（～３月３１日まで） 

   ・３月 １日（金）～２２日（金） 基山町３月議会開催 

   ・３月 ４日（月）～６日（水） 議会一般質問 

   ・３月 ８日（金） 基山中学校卒業式 

・３月 ５日（火） 教育委員会（管理職付議） 

   ・３月１５日（金） 基山・若基小学校卒業式 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

３．議案審議 

（１）第２９号議案 平成31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  それでは、新入学児童生徒に係る８件について順番に審査を行っていきます。 

「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。 

         （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－ 

   ・新規は新規と分かるように表示をしてください。 

   ・生活保護を受けた方がよさそうな世帯については、丁寧にサポートしてください。 

   ・生活状況等注意を要するご家庭については、福祉のほうとも連携して、じゅうぶんなケ

アをお願いします。 

   ・１５歳のお子さんの学年「その他」とは？⇒高校進学ですが、まだ決定していないため。 

   ・比率で「０．３」以下は心配な家庭なので、福祉のほうと連携してください。 



   ・生活保護基準に対して世帯収入の比率ですか？⇒社会保険料等控除後の比率です。 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表  それでは、第２９号議案は承認７件、否認１件とします。 

 

（２）第３０号議案 基山町社会教育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    今回は１０名の方全員が再任です。任期は平成31年4月1日から平成33年3月31

日までの２年間です。 

基山中学校の校長については、４月１日異動があれば、間に合えば３月の議案

で承認をいただきます。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【承認】 

 

 委員代表   それでは、第30号議案は承認します。 

 

 

４．報告及び協議事項 

（１）教育委員会教育委員の任命について【P14～P16】 

    中島委員さんが５月で任期が終わる 

    前回、皆さんから推薦いただいた候補者の福永さんに承諾を頂いた 

    議会の同意を求める案件を３月議会に上程することとしています。 

    任期は、平成31年５月14日から平成35年５月13日まで 

     

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

（２）平成30･31年度 小学校卒業式・入学式の出席者について 

   ①平成３０年度小学校卒業式【３月１５日（金）】 

    基山小 10：00～  町長、田口委員、中島委員、教育学習課長 

    若基小  9：40～  教育長、松隈委員、津川委員、音成指導主事 

 

   ②平成３１年度小学校入学式【４月１０日（水）】 

    基山小 10：00   町長、田口委員、中島委員、教育学習課長 

    若基小 9：40   教育長、松隈委員、津川委員、音成指導主事 



 

   －意見等－ 

    ・小学校の卒業式は、上記の割振り通りでお願いします 

 

（３）３月補正予算について 

     【Ｐ17～Ｐ18より説明】 

   ・基本的には、各事業の事業費の確定及び不用額に伴う減額 

    ・基山小については、来年度１年生が４クラス（１クラス増）と支援学級も１クラス増に

対応するための備品購入や、２階のふれあい４・５を普通教室とし支援学級については

現在の会議室を３分割して、ふれあいの４・５・６とする経費を計上している。 

 

   －意見等－ 

    ・準要保護では増えるであろうという予測で計上していたということですか？ 

⇒ 見込みより下がっています。 

 

（４）平成３１年度当初予算について 

     【Ｐ19～Ｐ34より説明】 

    ・平成30年度と比較をしながら説明 

    ・主な事業について説明（前年度より増減額が多い事業など） 

     ＊今年度から日本スポーツ振興センター保護者負担共済掛金をいったん歳入で受入 

     ＊健康診断委託料の増 教職員互助会の人間ドックの廃止に伴う 

     ＊若基小の校門改修 等 

     ＊基山中手数料の減は、３年毎実施などにより変動する。 

     ＊基山中修繕料 技術棟の老朽化 

     ＊基肄城跡保存整備事業 用地購入費用、移転補償費など 

     ＊給食センター 施設が建設から１０年経過し、機械等の老朽化で修繕料の増 

 

   －意見等－ 

    ・中学校スクールカウンセラーとソーシャルワーカーの費用は？ 

     ⇒県負担となります。 

    ・給食センターの老朽化ということですが、あちこち金属片の混入等があっているので、

備品等はじゅうぶん注意をしてください。 

 

 

（５）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 

   ・九州地区市町村教育委員会研修大会  

日程 平成31年８月１日～２日 

場所 大分 

 

 

６．閉  会 

 委員代表  次回の委員会は、３月２６日（火）９時００分から開催 

以上をもちまして２月の定例教育委員会を閉会します。 


