
平成３１年３月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：平成31年3月26日（火）午前９時００分～午前１１時００分 

場    所：基山町役場 ２０３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（2人） ： 井上課長、長野係長 

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ましたが、新年度もよ

ろしくお願いします。 

 

２．教育長報告 

 １ 県教委より 

 （１）管理職人事 

   転任 基山中校長 嘉村 和久（鳥栖西中へ） 

   転任 基山小教頭 下川路隆之（北山小へ、副校長） 

転任 基山中主幹教諭 衛藤 拡典（三根中教頭へ） 

転入 基山中校長 増田 健一（中原中校長より） 

      基山小教頭 長野 篤志（東部教育事務所より） 

      基山中主幹教諭 渋谷 健 （上峰中指導教諭より） 

 

   －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   ０ 

教諭 転出５（教育センター１）   転入７、再任用１ 

       加配 ７(ＴＴ少人数２、通級２、主幹教諭、初任研、教育センター) 

       欠員臨任 教諭３  

若基小 退職   １ 

教諭 転出３       転入４  

事務主査  転出１       転入１ 

     加配 １(基礎定数少人数学級１、) 

    欠員臨任  

基山中 退職   ０ 



教諭 転出８       転入７ 再任用１ 

            欠員臨任 ４ 

    加配 ６(ＴＴ少人数２、基礎定数少人数学級１、主幹教諭、 

       教育センター、小学校英語業務改善） 

       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】 

   教育委員会関連の議案について、質問及び説明の概要を説明 

   ・町立小学校の今後のあり方について 

    …児童数の減少、学級数、校区等についての今後のあり方 

   ・小中学校におけるプログラミング教育必修化について 

   ・性的マイノリティーの人たちへ理解と保障を 

   ・教育長から見た教育行政の問題点について 

   ・子どもの育み運動の充実を 

   ・児童虐待防止について 

   ・小中一貫教育の推進について 

   ・小・中学校の「特別の教化 道徳」について 

   ・小・中学校のエアコン使用の効率化について  等 

    

   －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 

   【音成指導主事欠席のため教育長より現況報告】 

   ⅰ）基山小 

    ・３月７日 ３年生 ふるさと基山についての学習 

      ゲスト；福永真理子 主税英徳 

      荒穂の神様や御幸祭りについてまなぶ 

・３月８日 ５年生米作り体験発表会 

      これまでの田植え～稲刈り、餅つきまでの成果を発表、 

農業委員会への感謝をこめて実施 

 

   ⅱ）若基小 



    ・３月１日 ありがとう集会実施 

    ・３月６日 けやきタイムでたてわり活動のまとめを行う 

 

   ⅲ）基山中 

    ・大きな行事は特になし。 

    ・高校入試実施、全員進路確定 

 

その他行事等 

・卒業証書授与式 

３月８日中学校、３月１５日小学校、滞りなく終了。素晴らしい卒業式 

    ・修了式、離任式３月２２日に実施、終了 

・今年度については、インフルエンザの影響がほとんどなかった。 

    ・問題行動等の報告 …基山小、若基小 

    ・児童生徒等の就学関係に係る保護者対応等報告 ほか 

 

－意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （２）教職員の人事異動について 

    ・新聞発表 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （３）基山中進学状況及び高校入試の現状について【Ｐ２】 

   「平成30年度卒業生の進路状況」資料により概要説明 

    ・今年度は鳥栖高校の割合が高くなっている。 

    ・私立高校については、例年福岡方面に比べ佐賀方面が極端に少ない。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （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（３人）、学校用務員（１人）、不登校対策（１人） 

     …現在、若基小の支援員が１名欠員であるが、採用予定者あり。 



基山中の不登校対策が現段階では決定していない。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 （５）男女混合名簿の使用について 

   ・平成３１年度から基山町においても男女混合名簿を導入する 

     ＬＧＢＴの観点もあるが男女平等参画の意味合いから使用していく。 

 

－意見等－ 

・発育測定等のために男女別の名簿も必要となるなど二重管理となる。 

    ・男女平等は重要であるが、男女それぞれの特性を尊重することも必要である。 

 

 

４ 小中学校特別教室エアコン設置工事の予定について 

    ・本日の午後に業者決定の入札があるようになっている。 

    ・工期的には８月末頃までかかると思うが、試運転で教室利用することも想定される。 

    ・３月議会の会期中に補助金の追加があり、追加補正を行った。（当初、普通教室以外の

室で計上していたが、基山小学校のクラス増や基山中学校の特別支援学級数の増によ

り普通教室として追加要望していた。） 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

 ５ 教育関連資料【Ｐ３～７】 

   主なもの 

   ・学校規模適正化調査で約８割が課題があると認識している。 

   ・幼児期に「頑張る力」が強い子ほど思考力が高い傾向 

   ・教職員給与に人事評価反映 

    ほか 

 

   －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 ８日（月） 小中学校始業式 

   ・４月 ９日（火） 基山中入学式 



   ・４月１０日（水） 基山・若基小学校入学式 

   ・４月１８日（木） 全国学力・学習状況調査、佐賀県学習状況調査 

   ・４月２２日（月） 県市町教育委員会・教育長合同会議 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

３．議案審議 

（１）第31号議案 平成30年度要保護及び準要保護児童･生徒の追加認定について 

 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（Ｐ１） 

        平成31年度につきましては、２月の委員会で認定されていますが、今年度３月

分として申請がありました。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第31号議案は承認します。 

 

 

（２）第32号議案 平成31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～Ｐ５） 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第32号議案は承認します。 

 

 

（３）第33号議案 基山町文化財保護審議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    ５名の方すべて再任です。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。 

 



   －意見等－ 

    ・もう少し専門的な方の選任もお願いしたいと思うので、次回２年後までに検討をお願

いします。 

 

   ⇒【議案は承認】 

 

 委員代表   それでは、第33号議案は承認します。 

 

 

（４）第34号議案 基山町立図書館協議会委員の任命について 

 委員代表   議案の説明をお願いします。 

 事務局    委員は、７名以内となっており、６名の方が再任で、１名の方が新任となって

おります。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。 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

４．報告及び協議事項 

（１）平成３１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 

   ※昨年度と同額 

   ※４月の定例教育委員会で徴収する。 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

（２）平成３１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３１年４月２２日（月） 14：00～17：00 

  ②場所 グランデはがくれ 

 

   －意見等－ 

   ・教育長が出席 

   ・今年度から教育委員は希望者のみ（１名まで） 

 

（３）平成３１年度以降の小学校入学式・卒業式出席者の確認について 

   ・平成３１年度入学式は平成３０年度卒業式と同じ学校へ 

    （基山小） 町長    田口委員、中島委員   教育学習課長 



    （若基小） 教育長   松隈委員、津川委員   音成指導主事 

 

   －意見等－ 

   ・特になし 

 

 

（４）平成３１年度防犯パトロールについて 

    ４月のパトロールはありません。 

    ・教育委員さんの最初は、６月３日（月） 

    ・教育学習課の最初は、５月２７日（月） 

 

   －意見等－ 

    ・４月以降の教育委員会で決める。 

 

（５）当面の行事予定について 

   ・教育長報告（６ 教育委員会関連行事）に同じ 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

５．そ の 他 

   ・教育委員候補者の福永さんについて、３月議会において同意された。 

中島委員さんが５月１３日で任期が終わり交代となる。 

 

   －意見等－ 

    ・負担金については、年額の月割りでお願いします。 

 

   ・基山町教育委員会と小中学校との意見交換会について 

     ５月の連休明けで調整予定 

 

   －意見等－ 

    ・特になし 

 

 

６．閉  会 

 委員代表  次回の委員会は、４月１６日（火）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。 


