
 

 

令和３年度１２月定例教育委員会会議録（要点筆記） 
 

日    時：令和３年１２月２４日（木）９時30分～11時30分 

場    所：基山町庁舎２０１会議室 

教育委員：出席（４人）：田口委員、津川委員、福永委員、天野委員 

：欠席 なし 

教育長 ：柴田教育長 

事務局 ：今泉課長、酒井係長、松尾係長、長野係長、音成指導主事、山内指導主事 

傍聴者 ：なし  

 

１ 開 会 
教育長より 

・コロナウイルスの波、今は落ち着いてきている。 

・ふれあいフェスタでの給食試食会や創作劇も大好評だった。 

・創作劇を参観して、知らなかった基山の歴史を知ることができた方も多かったのではないかと思う。

また子どもたちも基山の歴史や先人の思いに触れたりする機会ができ、創作劇の果たす役割の大き

さを改めて感じたところである。 

・町内各小中学校では、本日（12月24日）無事に２学期の終業式を向かえることができた。 

・今後、オミクロン株の流行が懸念される。対応をしっかりしていきたい。 

・12月15日号の広報に育英資金の制度拡充の記事が掲載されたが、掲載日を誤ったため、あらためて

１月１日号に謝罪文と記事を掲載することとした。  

  
２．教育長報告 
１．教育長会報告 

（１）全国市町村教育委員会オンライン協議会報告 

   議案書により説明 

①提出資料について 

  ・教育の情報化 

⇒GIGA スクール関係･･･基山町では、長期休業中に持ち帰り、普段は持ち帰らないようにしてい

るが、全国的には、普段持ち帰りをし、長期休業中には持ち帰らない地域が多いようだ。 

・教員働き方改革について 

⇒通知表を３回から２回に減らす取組は、全国的にもかなり進んでいる。 

・留守番電話の導入については検討していく。全国的に、導入していない地域が少なく、福岡県内

の市町や隣の鳥栖市も導入している。 

・１学期のスタートを、４月６日から３日遅らせている地域がある。人事異動で多忙な中でのスタ 

ートとなるので、３日遅らせてスタートし、その分は夏休み等で調整しているとのこと。 

・留守番電話機能の代わりに連絡システム（マチコミのようなシステム）を使っている地域もあっ

た。有償のアプリを使用している地域もある。 

②分科会資料について･･･別紙 

資料１…学校運営協議会関係 

資料２…教育の情報化（GIGAスクール関係） 

資料３…教員の働き方改革 

資料４…学校の小規模化（過疎に対する対応）   

 

（２）12月定例町議会 一般質問関係 

   ・桒野議員 ･･･基山町の地球温暖化対策の対応について 

   ・大久保議員･･･１．投票率向上への啓発と主権者教育について 

       ２．児童数増加による基山小学校、放課後児童クラブの受入れについて 



 

 

⇒議会が町立学校の運営に関する「特別委員会」を作ることを決定。基山小の児童数増加への

対策等について、毎月１回「特別委員会」が開かれる。 

 ※教育学習課から福津市（児童数が急激に増加した小学校）に視察に行っている。 

      ・大山議員 ･･･ジェンダー平等に関する学校現場の対応について 

   ・河野議員 ･･･学校図書館の現状について 

 

２．報告及び協議事項 

（１）３校ＰＴＡ教育懇談会（意見交換会） 

   ・12月 14日（火）19:00より町民会館にて 

   ・GIGAスクールについて･･･タブレットの持ち帰り、補償等 

   ・小規模特認校について    

・その他、各学校 PTAからの質問について、文書または口頭にて回答した。 

 

（２）特認校制度について 

 ①制度周知のプリント 

  保護者の意見をもとに、ちらしを作成し直して、基山小最長兄姉、来年度新入生に配付した。 

  来年度の予定学級数や若基小学校の教員、保護者の声などを入れた。 

 ②コミュニティ・バスについて 

若基小学校の特認校化に伴い、基山小校区から若基小学校に通う児童の負担軽減のため。 

料金は、無料とすることを検討中である。（通学パス）対象者は、基山小学校区に住所があるが、

若基小学校に特認校制度を利用して通学する児童。 

＜利用するコミュニティ・バスの運行経路、停留所等＞（アンダーラインが今回、追加分） 

 (登校時) 

 ・１号車（高島線） 

   高島団地南 7:26 11区公民館 7:27 高島団地北 7:28 向田公園 7:29 秋光交差点 7:30 

 基山駅前通り 7:31 基山駅 7:33 

・２号車（園部線）※アンダーラインが乗車停留場 

 小松 7：25 基山浄水場 7：26 小原 7：27 浦田 7：29 園部団地東 7：30  

 基山町図書館 7:32 基山駅前通り 7:35  基山駅 7:36着 

・１号線２便（けやき台線） 

  基山駅 7:48 基山駅前通り 7:48 ニュータウン東 7:50 けやき台入口 7:51 

  けやき台 2丁目公民館 7:53 

（下校時） 

・１号線７便（けやき台線）※アンダーラインが降車の停留場。 

けやき台 2丁目公民館 16:15 けやき台給水塔入口 16:16、けやき台 4丁目公民館 16:17 

高速パーク＆ライド 16:20 けやき台 3丁目公民館 16:22 けやき台駅 16:24 

けやき台 1丁目公民館 16:25 けやき台入口 16:27 ニュータウン東 16:28 

第３区公民館 16:29 モール商店街 16:30 基山駅前通り 16:31 基山駅 16:33 

③若基小学校の新５年生への対応について 

  臨時交付金を使って、密を防ぐ目的で今年度と同様の対策が取れないかを検討中。 

④制服の補助について 

  来年度の予算で、制服の補助を検討中である。制服補助やコミュニティ・バスの利用等で、特

認校制度を使って若基小学校に通ってくれる児童が増えることによって、１クラスから２クラス

を実現できたらよい。 

【意見等】 



 

 

 〇特別委員会のメンバーはだれなのか。主に何について話し合うのか。 

  ⇒議長を除く全員とのこと。内容は「学校運営全般」とのこと。 

 〇今後、基山小学校児童が増え、教室不足の問題などがでてくるだろう。それらの対応について、議

員に審議してもらうことはよいことだ。多様な考え方が出てくるだろう。 

 〇タブレットの取扱いについては、保護者の不安もあるだろう。タブレット自体は、５～７年くらい

で故障したりすることが予想されるが、そのときに全ての端末を買い換えるとなると大変だろう。 

  ⇒その件については、全国市町村教育委員会オンライン協議会でも話題に挙がっていた 

  

 

 ３．各学校の現状等報告（指導主事より） 

 ・各学校の学校行事等の報告 

   小学校･･･もちつき大会、生活の様子について 

   中学校･･･３者面談、進路について、 

全国学力・学習状況調査の結果に対する県からの聞き取りについて 

        ⇒・ノーチャイムの実施等、静かに、自分で考えて学習に向かうことができる環境作り

が学力向上につながったのだろう。 

              ・基山町で、小中連携の事業がはじまって９年目になる。中３の生徒は、この９年

間の成果が出てきているのだろう。 

 ・放課後補充学習について 

・基山町教育支援センターＭＹ ＲＯＯＭ（まいるーむ）活用状況について 

    
３ 議案審議 
  第24号議案 準要保護児童・生徒の追加認定について 

        議案書により説明 

        ⇒ 承認 

 
４ 報告及び協議事項 

(１)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について 

    教育学習課 今泉課長より説明 

  ・活用計画案について･･･会議は１月なので、まだ未定である。 

  〇教育施策には、今後の状況も踏まえて、有効に予算をつかってほしい。   

 

(２)第13回『きやま みんなが守ってきた「きやま」展』について 

  教育学習課ふるさと歴史係 松尾係長  

  議案書により説明 

  ・町立図書館での展示･･･「第５回きやま創作劇『絹の糸』の舞台を知る」 

基山創作劇の歩みと劇に関連した基山の歴史についての紹介となる。 

〇基山創作劇は、今年度は朗読劇となったが、約５６０人の観客で大好評だった。 

   〇周知について･･･劇の告知と同時に、展示の告知もできる周知の在り方について今後は検討して

いく。 

   〇子どもたちも多く出演しているので、今後はより広く周知していきたい。 

 

(３)ふれあいフェスタ報告 

  教育学習課ふるさと歴史係 松尾係長 

  議案書により説明  

①基肄城絵はがきコンクール展示（出張展示）について（ふるさと歴史係） 

・基山中学校生徒のボランティア･･･展示についての解説をしてもらってとても助かった。 



 

 

・家族連れで、子どもの作品をさがす微笑ましい光景がみられた。 

   ②給食試食会について 

    教育学習課給食センター係 酒井係長 

    議案書により説明 

    ・まっちゃ蒸しパン、つみれ揚げ約４００食分を２回に分け提供した。（カルチャーパークにて） 

    ・基山中学校生徒のボランティア･･･配付の手伝いをしてもらいとても助かった。 

    〇今後は、給食のパネル、給食クイズ、給食アンケートなど試してみてはどうか。 

 

(４) 11月定例教育委員会会議録の承認について 

   議案書により説明 

     ⇒承認 

 

(５)当面の行事予定について（コロナウイルス感染拡大の状況によって、延期や中止、内容の変更等

もある） 

【３校共通】 

  12月 24日(金) 2学期終業式 

  12月 25日(土)～1月 10日(祝)冬季休業 

  1月 11日(火) 3学期始業式 

1月 24日(月)～28日(金) 給食週間 

【基山小学校関係】 

1月 14日(金) ＣＲＴ標準学力テスト 1年生のみ 

1月 20日(木) 新入学児保護者説明会及び体験入学 

1月 27日(木) 授業参観 2校時 6年、4-1 3校時 1，3年 4-3 4校時 2，5年 4-2 

        第 3回学校運営協議会 

【若基小学校関係】 

  1月 20日(木) 避難訓練（予告なし） 

 1月 21日(金) 新入学児保護者説明会及び体験入学 

 1月 29日(土) 若フェス(土曜授業参観) 

【基山中学校関係】 

 1月 13日(木) 生徒集会 

 1月 21日(金) 学力診断テスト（全学年） 

【教育委員会・教育長関係】 

 1月 6日(木) オキナ草保存会(保護柵設置作業） 

 1月 7日(金) 東部教育事務所管内定例教育長会(WEB会議) 

 1月 9日(日) 基山町成人式 10:00～ 

 1月 10日(祝) 消防出初式   9:00～ 

 1月 19日(水) 特別史跡基肄城跡保存整備委員会 

 1月 20日(木) 教育委員会佐賀県連絡協議会（県地連）WEB会議 

 1月 21日(金) 佐賀県保健体育研究発表大会開会式 



 

 

         東部管内人事異動教育長協議会 

 

(６)防犯パトロールについて 

  １月２６日（水）教育学習課 

    

(７)その他 

  三神地区教育委員研修･･･２月８日（火）午前中 

  研修内容については、検討中 

  

５ 閉  会 
  

次回 令和４年１月１７日（月）１０：００～ 

          


