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令和４年度 ８月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：令和４年８月１０日（水）１０時００分～１２時００分 

場    所：基山町庁舎２階 ２０２会議室 

教育委員：出席（３人）：田口委員、津川委員、天野委員 

：欠席（１人）：福永委員 

教育長 ：柴田教育長 

事務局 ：今泉課長、音成指導主事、水田指導主事 

傍聴者 ：なし  

 

 

１．開 会 

 

２．教育長報告 

1.はじめに 

・佐賀県全体や鳥栖基山地区において、新型コロナウイルス感染者数は依然として多く、8 月にお

いてもしばらくはコロナウイルス感染症の感染拡大に注意する必要がある。 

・二学期の始業式は 8月 25日となっている。 

 

【報告事項】 

１．県・市町教育長意見交換会報告（東部地区） 

・中学校運動部活動の地域移行について（佐賀市より） 

 ３校以上の合同チームの取り扱いについて検討できないか。 

・教員不足について（鳥栖市より） 

・市町の教育支援センターへの県からの支援について（基山町より） 

 大和町にある県立施設について見直しが必要。各市町が行っている不登校児童生徒への支援につ

いて補助を行えないか検討を依頼。 

・小中学校の特別支援学級・通級指導教室について（佐賀県教委から） 

 

２．夜間中学校について 

 ・文科省の方針 

閣議決定で今後５年間以内に全国の都道府県に１つずつ設置の方向 

 ・佐賀県の状況 

  佐賀県には設置されていないことから、昨年度からニーズ調査を実施して設置を検討中。基山町と

しては、いずれ作るべきものだが、早急に設置する必要はないのではないか。先進の都道府県での

事例等を検証した上で、今後検討していくことも提言している。 

 

３．新型コロナウイルス関係 

 ・文部科学省通知、濃厚接触者の待機期間の見直し等について保護者へ通知。 

  変更点 

  〈濃厚接触者等・本人〉 

  出席停止の期間 7 日間→5 日間  

※抗原検査キットで 2・3 日目に陰性の場合は 3 日目から出席可能 

  〈要待機者・本人〉 

  出席停止の期間 5 日間→3 日間 

              ※抗原検査キットで 2・3 日目に陰性の場合は 3 日目から出席可能 

  〈要待機者・同居家族〉 

  2 日間の出席停止→原則、出席可 
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４．部活動改革について 

 ・地域クラブ公認制度導入の検討について 

 〈導入のメリット〉 

  ・現在地域部活動として認めていない部活（バドミントン・空手等）についても、学校が認めるこ

とによって学校だより等で他の部活動と同様に「地域部活動」として保護者に活動の紹介ができ

る。 

  ・部活動の地域移行というモデルを示すことができ、今後の方向性を示すことができる。 

  ・準要保護家庭の生徒や保護者に部活動登録費が支給できる。 

 〈課題〉 

 ・町民体育館の利用料をどうするか。小学生や基山町民以外もそのスポーツクラブ団体には所属し

ている場合が多いため、他の部活動のように無料での利用ができるかどうか。 

  →まちづくり課を含めて検討が必要。 

 

５．ＰＴＡ協議に向けて 

 ・8 月 3 日に地区 PTA が開催。基山小の会長から脱退検討について報告があった。 

 ・基山小職員が対象の PTA アンケートの結果について。 

 ・PTA への参加が自由参加になった場合、PTA 会費の徴収方法はどうなるのか。「払わなくて良いな 

ら PTA に参加しない」という方も増えるのではないか。 

 ・地区 PTA を一度やめれば、再度地区 PTA に戻ることは難しいだろう。 

 ・すぐに脱退するのではなく、地区 PTA、県 PTA に残った上で、事業内容等の見直しを行うことで 

業務負担の軽減を行うことは検討できないか。 

 ・区長会や議員等、さまざまな意見を求めるべきである。 

 ・今回の脱退についての議論が、会長を中心に行われており、学校の教職員を含めた組織全体で議論

し決定されたのかという部分においては疑問が残る。 

 ・地区 PTA には所属しない基山小だけの全員加入の保護者組織を作ることはできないのか。 

 ・地区委員は、存続されるところではあるが、PTA 地区役員選考は難しいのではないか。 

 

 

６．小中学校等の現況報告 

（１）学校関係（指導主事より） 

・基山小学校 8 月 1 日 登校日の代わりにオンラインミーティング実施 

        

・若基小学校 8 月 4 日 登校日の代わりにオンラインミーティング実施 

 

・基山中学校 中体連の県大会が実施された。 

九州大会出場は女子バドミントン、陸上競技の 2 種目だった。 

8 月 6・7 日に陸上競技の九州大会が実施され、決勝に進み 8 位入賞。 

8 月 9 日～女子バドミントンの九州大会が実施されており、8 月 10 日時点で１回戦

突破、ベスト１６確定。 

猛暑の影響により、外で活動を行う部活動については、昼間の時間帯は控え、朝早 

くか夕方の時間帯で活動を実施している。 

 

・３校共通  ・7 月中旬頃から新型コロナウイルス感染症の感染者が増加。 

        感染者数（３校合計）：7 月 64 名、8 月 15 名 

（夏休み中の完全な把握は出来ていない） 

                    教職員 8 名（基山小 3 名、若基小 2 名、基山中 3 名） 

         ・8 月 11 日～8 月 15 日で学校閉庁を実施。 
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（２）教育支援センター（まいるーむ）について 

  8 月 8 日から 19 日まで閉所。夏休み中の利用者は 1 日１～２人程度。 

   指導員は、家庭訪問や電話連絡等を実施しており、各学校の学校図書電算化の作業の手伝い等 

も行っている。 

 

３．その他 

・8 月 11 日～8 月 15 日で学校閉庁を実施。 

  佐賀県内又は東部管内で、ある程度学校閉庁の期間を統一させる必要があるのではないか。 

特に、中学校では学校閉庁の期間に部活動も中止としている市町もあれば部活動を許可している市 

町もあり、対応が割れている。教育長会等で連携を図っていきたい。 

 

【議案審議】 

・第８号議案 準要保護児童・生徒の追加認定 

  ⇒議案書により説明 

  ⇒認定 ２件、否認定 ０件 

 

・第９号議案 基山中学校第３学年修学旅行について 

  ⇒議案書により説明 

   旅行先 広島県広島市、廿日市市、愛媛県松山市 9月 14日～16日 

 

・第 10 号議案 若基小学校第６学年修学旅行について 

  ⇒議案書により説明 

   旅行先 長崎県長崎市 9月 21日～22日 

 

・第 11 号議案 基山中学校第１学年宿泊訓練実施計画書について 

  ⇒議案書により説明 

   宿泊先 黒髪少年自然の家 9月 14日～15日 

 

・第 12 号議案 令和３年度教育委員会事務事業点検・評価報告書について 

  ⇒別綴資料により説明 

   ・各項目の目標値を明確にする必要がある。 

 

５．報告及び連絡事項 

（１）９月議会議案の概要について 

   ・通学支援実施要綱の制定に係る予算の計上について 

   ・基肄城散策路中の看板設置の予算計上について 

   ・御神幸祭の開催に係る足場設置の予算計上について 

 

（２）若基小学校第１学年～第５学年修学旅行について 

 ⇒承認 

 

（３）令和４年度 第１回通学区域審議会報告について 

   ・令和４年度小規模特認校制度利用者 12名。 

   ・人口動態から見た児童数の変化について  

    基山小：通常学級が 4クラスで今後も推移していく予定。 

    若基小：児童数は 40人前後が予想されるが、そこから特別支援学級の生徒が何人になるかによ

りクラス数が変わってくる。（通常学級の人数が 36人以上となれば 2クラスとなる） 

 ・校区の見直しについての意見が審議会中にでた。 

  →自由校区等の検討も審議会で検討を行っていく。 
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（４）全国学力・学習状況調査結果の概要について 

   ⇒議案書により説明 

    基山小：すべての教科で全国及び県よりも正答率が高く、無回答率が低い。 

    若基小：理科以外の教科は全国及び県と正答率はほぼ同等。無回答率が基山小と比べて高い。 

    基山中：数学の正答率が全国と比べて低くなっており、また基本問題についても正答率の低さ 

が目立った。 

 

（５）７月定例教育委員会会議録の承認について 

   ⇒承認 

 

（６）当面の行事予定について（～10月１日まで） 

 

【３校共通】 

・学校閉庁 ８月 11日(祝)～８月 15日(月) 

・夏季休業 ８月 24日(水) まで 

・２学期始業式 ８月 25日(木) 

・成績２期制前期終了 ９月 30日（金） 

 

【基山小学校】 

８月 25日（木） ２学期始業式 特別校時にて３時間授業 

26日（金）～31日（水） 特別校時(４時間授業、給食あり、13:15下校予定) 

９月 8日（木） 火災避難訓練ビデオ視聴 避難訓練 

10日（土） PTA親子美化活動 

 

【若基小学校】 

８月 25日（木） ２学期始業式 特別校時にて３時間授業 

26日（金）～31日（水） 特別校時（４時間授業 給食あり、13:15下校予定） 

28日（日） PTA親子除草作業 ※秋に延期 

30日（火） 平和集会 

９月 21日（水）～22日(木) 修学旅行６年 長崎（１泊２日） 

22日（木） 修学旅行１～５年 

26日（月） ６年生４時間授業 

29日（木） 授業参観２校時１～３年 ３校時４～６年 

ひまわり講座３校時 ６年学校公開日 

 
【基山中学校】 

８月 25日（木） ２学期始業式 給食あり 

29日（月）～31日（水） 前期期末テスト 

９月１日（木） 生徒総会 

14日（水）～16日（金） ３年生修学旅行 広島方面 

               １年生宿泊学習 

14日（水）～15日（木） ２年生職場体験 

28日（水） 生徒会長選挙・投票 
 
【教育委員会関係】 

８月 17日（水） PTAとの意見交換会 
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19日（金） 団体長連絡会、市町教育長等人権・同和教育研修会 

22日（月） 第３回民生委員推薦会（教育長、福永委員） 

25日（木） ９月定例町議会一般質問通告締切日 

29日（月） 議会全員協議会 

31日（水） 一般質問答弁調整、市町教育長・県教委意見交換会 

９月１日（木） 一般質問答弁最終調整 

５日（月）～22日（木） ９月定例町議会、決算委員会 

23日（祝） 御神幸祭り 
 

（７）後援申請について 
   認定済２件   
 

６．閉 会 
 


