
  

 

 

令和３年９月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：令和３年９月２７日（月）10時00分～11時50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、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 

 ・教育委員の任期については、毎回明示するようにしていく。  

【教育長及び教育委員名簿（敬称略）】（任期期限）※任期満了が近い順 

     ・教育長  柴田 昌範       ～令和 4. 9.30 

・教育委員 福永真理子       ～令和 5. 5.13 

     ・教育委員 天野 雪子       ～令和 5.12.31 

・教育委員 田口 英信（職務代理者）～令和 6.10.13 

・教育委員 津川 典善       ～令和 7. 4.19 

  

（１）新型コロナウイルス感染症の状況について 

  ・２学期開始後の感染状況を踏まえて、学校からのクラスター発生のリスクを抑える対応をとっ

た。（密になる時間をできるだけ作らないようにする） 

・下校時刻変更等（小学校）給食後下校⇒昼休み、掃除なしの下校⇒通常下校 

・中学校 部活動中止（８月末まで）⇒再開(交流は停止)⇒交流試合等も再開 

県外との交流は自粛 

・全国的に感染者数は落ち着いてきたが、次の波がくる可能性もあるので、感染症対策は継続  

 

（２）台風の影響による休校 

 ・台風 14号の接近・・・基山町立小中学校は臨時休業とした。（前日、午前中に決定） 

・佐賀県内全ての県立中学校、県立高等学校、市町立小中学校９月１７日(金)臨時休業となった。 

 ・久留米市、小郡市、筑紫野市等も臨時休業だった。 

 

（３）小学校運動会について 

  ・基山小、若基小の２校とも、予定どおり９月２５日(土曜日)午前中開催。 

  ・来賓なし。保護者２名まで。保護者テントなし。 

  ・基山小は、低・中・高学年に分けての実施。教室への配信で、開会式等参加。保護者も時間で

区切っての参観。 

  ・若基小は、全校一緒ではあったが、内容や人数の工夫。 

  ・来年度の運動会については、新型コロナ感染状況をみての判断となる。 

 



  

 

 

２．教育長報告    

１．教育長会報告 

・令和 3年 9月 17日（金）17：30～リモート会議にて開催された。  

（１）令和４年度教員採用試験の結果について  

・小学校、中学校、養護教諭、栄養教諭の合格者数について 

・教員不足の状況が続いている。 

（２） 管理職選考等の推薦状況 

  ①校長、教頭、指導教諭等 

②事務主任昇任選考 

（３）令和 4 年度人事異動に向けて・・・11月にスタートする 

①同一市町長期在勤の解消 

②新採経 4 年目の他地域への異動の推進 

③へき地等（離島）への異動希望者を募っている。 

小学校教諭、中学校教諭（国、数、体、音、美）、養護教諭、事務職員（R3.9.3 現在） 

④再任用職員は、できるだけ短時間からフルタイムへ 

（４）新型コロナウイルス感染症関係 

  ・新型コロナウイルス感染症に係る管内の児童生徒の感染状況及び学級閉鎖の状況について 

 

２．９月町議会定例会一般質問  

  ・就学援助の拡充について（松石信男議員） 

  ・生理の貧困問題について（松石信男議員） 

  ・新型コロナ感染拡大への対応について（松石信男議員） 

  ・若い世代の新型コロナワクチン接種率アップについて（桒野久明議員） 

  ・登下校時の小中学生の安心・安全確保について（末次明議員） 

・基山町観光協会が商工会から役場が事務局となる産業振興協議会へ移行し、今後の観光協会の

あり方について（品川義則議員） 

  ・小中学生の新型コロナウイルス感染症対策など健康管理は万全か（末次明議員） 

【今後取り組むべき検討課題等】 

・就学援助制度の支給項目等の検討 

・教育プランへ就学援助に関する記述の追加 

・防犯ブザー補助制度の検討（新１年生に配布か補助） 

・通学路合同点検の実施方法等の検討 

・こども１１０番の家について、運営方法等の改善。旗の色の検討。交換方法の検討。運営主体

等の明確化。 

・生理の貧困問題。試行的に生理用品の配備を実施･･･日本タングステン、法人会からの寄付で、 

 各学校に配置する。 

・育英資金の対象者拡大の検討、入学祝金等の検討 

・文化財保存場所の検討 

【意見等】 

 〇防犯ブザーは、幼稚園によっては、卒園記念品（保護者会から）となっている。小学校では、定

期的に学校で防犯ブザーがなるかどうかを調べてもらっていて、助かっている。 



  

 

 

 〇中学生は、防犯ブザーをほとんど携帯していないようだ。 

 〇学校に持ってくることが必須であるならば、入学時に全員に配布することも検討すべきではない

だろうか。 

 〇防犯ブザーの使い方や付ける位置など、揃っていた方がよいならば、入学時に配布することを検

討した方がよいだろう。 

 

３．全国学力・学習状況調査（速報値） 

  ⇒議案書により説明 

（１）教科による調査の結果について 

  ・基山町立小学校、中学校の結果について 

  ・国語、算数、数学とも全国平均及び県平均を上回る結果となった。 

  ・児童・生徒意識調査、学校意識調査の結果については、来月報告する。 

（２）全国学力学習状況調査結果周知方法等について 

  ・今年度から、基山町立小中学校３校の結果公表の形式を揃える。 

  ・公表日も同一日にする。プリント、ホームページにて全保護者に公表する。 

  ４．連絡・協議事項 

（１）ＧＩＧＡスクールアンケート結果 

  ⇒議案書により説明 

  ①保護者アンケート結果より 

  ②教職員アンケート結果より  

  ・オンラインミーティングやタブレットドリルについて 

  ・子どもたちの学習意欲について 

  ・今後のタブレット利活用について 

  ・ドリルソフトについての課題について 

  ・宿題の出し方について･･･タブレットドリルをメインに使うのか、補助的に使うのか。 

  ・紙の教材とデジタル教材の共用について検討していきたい。 

【質疑応答】 

 〇東京町田市の小６年生のいじめ、自殺事案を受けて、ＩＤやパスワードの管理の徹底を。 

 〇ＩＤはランダムに組んでいる。パスワードは、４年生までは数字の組み合わせ、５、６年生は 

   数字とアルファベットで作っている。中学生については、初期パスワードを自分で変更させて 

いる。 

 〇ＩＤやパスワードについての指導は、学年に応じて行っている。 

  〇パスワードは、自分で管理していても、もれてしまう可能性がある。困ったことや嫌なことがお

こったときは、必ず相談できる体制を整えておくことが大切。新しいシステムが構築されること

はよいことだが、万全なことはない。相談体制を整えて、何かあったら必ず相談することを子ど

もたちに指導しておくことが大切である。 

（２）新型コロナウイルス感染症に関する保護者からの連絡体制について 

  ⇒議案書により説明 

   ・新型コロナ感染症感染状況を受け、全家庭に「保護者からの連絡体制」の通知を配布してい

たが、そのときの状況に比べ、落ち着いてきているので、保護者からの連絡体制を変えたい

と考えている。学校の携帯電話への連絡は一旦休止とする。 



  

 

 

（３）工事等の進捗状況 

  ⇒議案書により説明 

  ・若基小学校屋外トイレの洋式化の工事 

  ・若基小学校体育館トイレの改修工事 

  ・基山小学校教室増設（パソコン室、まなびの教室を普通教室へ）、手洗い場の増設 

      

５．各学校の現状等報告（指導主事より） 

  ・各小学校の運動会の様子について 

  ・２学期の出席状況について 

  ・児童生徒の生活面について 

  ・中学校生徒会の選挙が１０月に実施され、２年生が生徒会を運営していく。 

  ・入試の体制について･･･県外流失をさけるための県の取組について 

  ・中３対象のＳＡＧＡテストについて 

・基山中学校･･･修学旅行延期とし、日程・行き先等再検討中である。 

 

６．教育委員会関連行事 

日 程 行  事 時  間 場  所 

9月 25日(土) 運動会 午前 基山小学校・若基小学校 

9月 27日(月) 運動会代休  基山小学校・若基小学校 

9月 28日(火) 小学校おにぎり弁当の日  基山小学校・若基小学校 

9月 29日(水) 学校訪問 午前中 基山中学校 

10月 1日(金) 鳥栖・基山地区中学校駅伝大会 午前 基里中学校 

10月 7日(木) 基山中新１年生入学説明会 午後 基山中学校 

10月 12日(火)～

13日(水) 
１，２年生学力診断テスト 

 
基山中学校 

10月 13日(水) 基山小学校授業参観 午前 基山小学校 

10月 13日(水) 

～14日(木) 
６年生修学旅行(長崎市) １泊２日 若基小学校 

10月 14日(木) 若基小学校１～５年生修学旅行 日帰り 県内 

10月 21日(木) 

～22日(金) 
６年生修学旅行(長崎市) １泊２日 基山小学校 

10月 22日(金) 基山小学校１～５年生修学旅行 日帰り 県内 

10月 28日(木) 
授業参観、 

特認校のためのオープンスクール 
午前中 若基小学校 

10月 30日(土)  基山中学校文化発表会  基山中学校体育館 

11月 1日(月) 

～2日(火) 
基山小学校５年生宿泊訓練 １泊２日 

福岡市 

背振少年自然の家 

11月 12日(金) 

～13日(土) 
若基小学校５年生宿泊訓練 １泊２日 北山少年自然の家 



  

 

 

３ 議案審議 
   第16号議案 基山町育英資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例および施行規則の改訂

について 

              ⇒議案書により説明 

                  ・高等専門学校、専修学校も対象とする。 

         ・成績は選考条件に入れない、校長の推薦不要について検討中である。 

         ・貸付額の変更･･･大学３万円以内、高等専門学校・専修学校は２万円以内に検討

中である。 

         ・返済期間をのばすことも検討中である。 

         〇周知がどれくらいできているのか。 

         〇「心身が健全で」という文言はどうか。 

         〇保護者の収入は関係があるのか。 

          ⇒関係はない。 

         〇「入学祝金」ではなく「入学準備金」にしてはどうか。 

⇒準備金にすると、所得制限が必要になってくるかもしれない。 

         〇進学先はどこでもよいのか。 

          ⇒保護者が基山町在住であれば対象になる。 

                ⇒承認                                           

   

第17号議案 宿泊を伴う学校行事の承認について（基山小学校６学年修学旅行）  

        ⇒議案書により説明 

         日 時：１０月２１日（木）～２２日（金） 

         行き先：長崎方面に１泊２日（宿泊は長崎市内） 

         その他：ホテルのガイドラインがしっかりしている。 

新型コロナ対応の保険を付けている。 

                ⇒承認 

 

  第18号議案 宿泊を伴う学校行事の承認について（若基小学校６学年修学旅行）  

     ⇒議案書により説明 

         日 時：１０月１３日（水）～１４日（木） 

         行き先：長崎方面に１泊２日（宿泊は佐賀県内から長崎市内に変更） 

         その他：ホテルのガイドラインがしっかりしている。 

新型コロナ対応の保険を付けている。 

                ⇒承認 

 

４ 報告及び協議事項 
(１)   基山町教育支援センターについて  

     ⇒議案書により説明 

      ・基山町保健センター２階の和室に、11月開設。 

      ・支援員を１名配置する。１０月１日号の広報で募集する。 

      ・Ｗｉ－Ｆｉの環境がまだ整っていない。タブレットを使わせたい。 

(２)   基山小学校修学旅行（日帰り）について 

     ⇒議案書により説明  

    日 時：１０月２２日（金） 

    行き先：１年～５年とも県内となる。 

(３)  若基小学校修学旅行（日帰り）について 

    ⇒議案書により説明  

    日 時：１０月１４日（木） 

    行き先：１年～５年とも県内で、佐賀支え愛キャンペーン利用対象となっている。 



  

 

 

(４)  特別展『きやまの民俗芸能』について 

  ⇒議案書により説明 

      ・基山町立図書館にて展示をする。 

      ・９月１日（水）～１０月１７日（日） 

      ・「さが歳時記まつりびと」公式サイトで、「荒穂神社の御神幸祭り」、「園部くんち」を 

       視聴することができる。     

(５) 「基肄城絵はがきコンクール」の事業報告 

     ⇒議案書により説明  

      ・１１４４通の応募があり、基山町立図書館での展示も大好評だった。 

      ・全作品を「ふれあいフェスタ」でも展示する予定である。 

      ・来年度、コンクールをするのかどうかは未定 

      ・今後も基山や基肄城をアピールする取組を検討していきたい。     

(６)  名義後援について 

     ⇒議案書により説明  

     ・「キッズミュージカルTOSU」公演 

    ⇒承認 

(７)  ８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     

(８) 防犯パトロールカー巡回スケジュールについて 

    １０月２２日（金）福永委員 

             天野委員 

 

５ そ の 他 

  ・学校訪問  基山中学校･･･ ９月２９日（水） 

         若基小学校･･･１０月１９日（火） 

  ・PTAと教育委員会との意見交換会の実施･･･日程は後日調整 

 

６ 閉   会 

  

            次回 令和３年１０月２２日（金）９：３０～   

        


