
 

 

 

令和３年７月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：令和３年７月２７日（火）９時30分～11時30分 

場    所：基山町庁舎202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、音成指導主事、山内指導主事、坂井（ふるさと歴史係） 

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 

 ・中体連について･･･地区大会ではよくがんばっていた。県大会での健闘も祈っている。結果は、

地区大会と県大会の分をまとめて、来月の定例教育委員会でお知らせしたい。 

 ・東明館高校の野球部について･･･７月 25日に甲子園出場が決定 

  

２ 教育長報告 

１．令和３年度佐賀県市町教育委員会連合会定期総会報告 

・令和３年７月９日（金）１４：００～１６：００グランデはがくれにて開催され、基山

町からは、教育長と田口教育委員が出席 

・総会での主な議題は、以下のとおり。 

・部活動改革をどう行うか。 

・ＩＣＴ利活用教育の推進（学力向上） 

・夜間中学校の設置についての検討 

・生理の貧困問題 県立高校で１～２校試行的に取り組む予定 

・提案（佐賀市から）土曜授業について 

   ⇒夏休み短縮となって、土曜授業をしなくても授業時数は確保できるようになった。

県内で土曜授業をする際は、すべて第１土曜日に揃えようという依頼もあっていた

が、実際、統一されていない。土曜授業は、教師の振休を与えにくい問題があるだ

けでなく、児童生徒の地区行事や社会体育への参加、学校での欠席者が出るなどの

難しさがある。県内、土曜授業をやめることを検討してもいいのではという意見も

でた。土曜授業が定着している地区もある。今後の検討課題である。 

２．東部教育事務所管内教育長会報告 

（１）教職員課訪問から 



 

 

 

①働き方改革 

・手を付ける余地あり（職員の意識、会議のもち方、マネジメント等） 

・何のための働き方改革なのかを全職員と共有してほしい 

・45時間を一つの目安として、メリハリのある仕事の進め方をマネジメントする。 

②教職員人事評価の適切な運用 

・評価基準の例をあげて説明 

・8月 5日（木）評価者研修会 

 ⇒コロナ感染状況拡大のため、延期が決定 

③不祥事撲滅に向けた取組 

・ヒアリングを徹底する。 

・車検切れなどがないように。 

⇒管理職の声掛けだけではなく、車検証等のチェックをする。 

・１学期末に服務規律の保持についての指導をする（必要に応じて個別面談を行う） 

④教育行政職員の学校運営への参画 

・支援室との連携強化 

・学校運営組織に支援室を位置付ける 

・特別委員会（企画委員会等）のメンバーに入れる 

⑤人材育成 

・リタイヤさせない･･･再任用の積極的な採用 

⑥教職員の健康保持 

・夏季休業中の休暇取得の促進 夏季休暇 5 日間（7/1～10/31） 

⇒積極的に休んでもらう。基山町では、８月 10 日～13 日まで学校閉庁。年休も合わ

せて、連続で休暇がとれるようにする。 

・リフレッシュ休暇（節目の年に年休を連続取得） 

節目の年：勤続 10 年目、15 年目、20 年目、25 年目、30 年目及び 35 年目の職員 

連続する 7 日間程度（週休日、休日等勤務を要しない日を含む。7 日間以上もＯＫ） 

（２）「スマート・スタート・さが」の取組拡大 

①年間通した研修等の縮減・調査等の精選 

 ⇒オンラインによる研修の増加 

②働き方改革推進に係る情報提供窓口の設置 

③重複している諸調査や研修等に関する情報、働き方改革に係る好事例など 

（３）令和４年度教員採用選考試験受験申込状況 

・小学校 280／約 190 約 1.5倍（前年度比 △0.1ポイント） 

・中学校 242／約 90 約 2.7倍（前年度比 △0.2ポイント） 

    ⇒上記は、最終倍率ではないので、最終的にはさらに低い倍率になるだろう。 

３．県・市町教育長地区別意見交換会（7/21）報告 

（１）夜間中学の設置または協議会開催 

⇒現状把握のためのアンケート（ニーズ調査）を実施する 

  何らかの理由で、義務教育を受けることができなかった方、外国籍や不登校等で、十

分に学習が受けられなかった方などのニーズがあるのではないかの調査となる。 

（２）新規採用者の指導力向上 



 

 

 

   ⇒大量採用の流れの中で、新規採用の小学校教員の資質の確保が課題となっている。ま

た、初任者研修の指導者の負担も大きくなっている。  

（３）部活動改革 

   ⇒「部活動改革プロジェクト」で、基山町はモデル事業を実施している。 

   ⇒特別選抜における受検依頼･･･県外流失を防ぐため 

（４）特別支援教育に係る校内支援体制の充実 

   ⇒特別支援教育アドバイザー養成研修やエリアリーダーの活用で、地域の機能を強化し

ていきたい 

（５）変形労働制 

   ⇒導入するためには、県の条例整備が必要となる。 

    （例：学期末の多忙期はプラス１時間、長期休業中はマイナス１時間などの取組） 

（６）市町教育支援センター（適応指導教室）に対する県からの支援 

   ⇒現在、県内で「教育支援センター」の設置がないのは、基山町、大町町、江北町（フ

リースクールへの支援制度あり）のみである。基山では、設置を検討中であるが、人

件費を含む運営費が課題となっている。そこで、国の補助制度の活用や県から市町へ

の間接補助についての検討をお願いしたい。 

 

【報告・連絡事項】 

１．基山町教育プラン概要版について 

  ・今年度作成した「基山町教育プラン概要版」をもとに説明 

   ・町内小・中学校の全保護者に配布し、組合回覧で、回覧済みである。 

   ・来年度は、もっと早い時期に作成したい。 

【質疑応答】 

   〇「基山町教育プラン」の内容は、学校に特化しているという意見をもらった。教育は、小・

中学校だけではなく、もっと幅広いものではないか。以前の教育大綱の作成の時にも同様の

意見があったと記憶している。 

    ⇒「教育大綱」は、基山町が作成するものだから、図書館教育や社会教育なども含むので、

いろんな課が関わっている。「基山町教育プラン」については、教育委員会部局の事務事業を

抜き出しており、その結果、教育学習課関係となる。そのため、内容が学校教育と文化財関

係に特化した形にした。 

   〇法律上は、教育は全てを含んでいる。しかし、これまでの改革の中で、教育委員会は、学校

教育に特化する方向に変わってきた。「教育大綱」には、全てを含んでいるが、教育委員会の

業務が学校教育に特化しているので、学校教育に関するプランが多くなる。 

   〇教育委員会の主策は、学校教育に専念したものになっているが、法律上はもっと幅広い。教

育委員会では、学校教育以外のことも知っておく必要があるので、報告をしてほしい。基山

町では行政上、分かれているのでなかなか報告がないが、本来は、知っておく必要があるこ

とだと認識してほしい。 

   〇土曜授業について、授業時数が足りているのであれば、実施する必要はないのではないか。 

    ⇒基山町では、年に２回の土曜授業をしている。授業時数は足りている。終業式の日に給食

を出すなど、他の市町に比べても、授業時数の確保はできている。  

２．ＧＩＧＡスクール関係 



 

 

 

  ・議案書により説明 

   ・貸与の申請書⇒決定通知書（シリアル番号、識別番号、貸与条件） 

   ・夏休みの持ち帰りに伴う保障制度の案内 

   ・夏休みの家庭学習について 

  ・タブレットドリル（東京書籍）の不具合は、業者側の問題で調整済み 

  ・通信環境･･･Wi-Fiルーターの貸与は、現在４４件で、予定より少ない。YouTubeは、ブロッ

クをかけていて、見れない設定になっている。 

・家庭での故障のことも記載しているが、家庭の端末を利用している児童が２名いる。 

・今年度は、初年度なのでいろいろな課題がみえてくるだろう。今後は、そうした課題をクリ

アしながら、より効果化的な活用について考えていきたい。 

【質疑応答】 

〇夏休みの課題であるタブレットドリルの不具合は確かにあった。 

 ⇒昨日、東京書籍のサーバーの増強が行われており、不具合は解消したようだ。 

〇紙媒体の宿題とタブレットドリルと交互に行い、宿題を楽しんでしている様子もみられた。 

〇中学校は、朝８時までに健康観察を入力するようになっている。そのまま宿題をするようになり、 

 学習の習慣がついている。 

〇宿題がまとめて出されていないので、毎日計画的に宿題をしているようだ。 

〇保険についての保護者からの問い合わせ（登下校中は保障対象になるのか）があった。 

〇夏休みに持ち帰ることを想定していたのに、なぜ、端末のケースの準備ができていないのかとい

う声もあった。 

〇PTA の会長さんたちと話をしたが、中学校ではそれほど会長の方に意見は入ってこなかったが、

小学校の低学年の保護者さんたちからは、いろいろな意見があったようだ。 

〇若基小では、年度初めに家庭に、端末のケース準備の依頼があった。サイズもよく分からずに、

困っていた保護者も多く、学校でまとめて購入してほしいという声もあがっていた。 

〇年間千円くらいで全ての保障をしてもらえるのなら、保護者負担で入ってよいという意見もある

ようだ。 

〇今後、様々な保険会社の保障が出てくると思うが、「GIGA スクール端末対象外」というものもあ

るので、気をつけなければならない。 

〇何もかも学校や行政でするのが当たり前という感覚はよくない。「借りているのだから、大事に使

う」という気持ちも育てていきたい。   

〇全てがはじめての事業なので、賛否両論あるだろう。 

    

 

３．学校規模の適正化アンケートの実施について 

 ・議案書により説明 

  ・基山小１年～５年の保護者、町内の幼稚園・保育園の年長の保護者にアンケートをお願いした。 

  〔年長保護者の意見〕 

・コミュニティバスの利用、制服補助、制服制度の見直し、空き教室の利用 

・基山小との交流、校区を広げる等 

・特認校制度を利用して、若基小に行かせたい（２人）、迷っている（１５人） 

  〔基山小保護者の意見〕 



 

 

 

・コミュニティバスの利用、制服補助、制服制度の見直し、空き教室の利用 

   ・校区の変更、PTA活動の負担が心配等 

・特認校制度を利用して、若基小に行かせたい（そう思う１人）、（やや思う５人） 

【質疑応答】 

 〇若基小は、人数が少なくてよいが、その分 PTA活動の負担が大変ではないかという声をよくきく。 

 〇制服の話も出てくる。基山小での制服廃止のときは、アトピー性皮膚炎がきっかけだった。制服

代の問題もあった。 

 〇制服には良い面も悪い面もある。子ども達の思いはどうなのか。 

 〇送迎や制服の問題は、全て親の目線なので、こども達の意見も聞いてみるべきではないか。 

 〇若基小に特化した若基のよさ〔内容〕をもっと出していくべき。 

 〇若基小の学力向上のために、何かに特化した取組は考えられないか。 

 〇空き教室の利活用（英会話、プログラミング教育等） 

 

４．小中学校の現況報告 

 ・夏休みのオンラインミーティングについて 

 ・１学期の児童の様子について 

 ・学校の協力体制や SSWとの連携について 

 ・中体連について 

 ・吹奏楽コンクールについて 

 ・１学期の生徒の様子について 

 ・いじめアンケート、教職員体罰に関するアンケートについて 

 

５．教育委員会関連行事（～８月３１日まで） 

日 程 行  事 時  間 場  所 

８月 ２日（月） 基山町校長研修会 ９：３０～１１：３０ 基山町役場 

８月 ６日（金） 県・市町教育長意見交換会 １５：００～１８：００ グランデはがくれ 

８月１８日（水） 
三神視聴覚教育振興会 

臨時教育長会 
１４：００～１５：００ 神埼市役所 

８月２０日（金） 団体長連絡会  ９:００～１０：００ 基山町民会館 

８月２５日(水) ２学期始業式（小･･･給食なし）  ２小学校、基山中 

８月２６日(木) 小学校給食開始  ２小学校 

※９月 ６日(月)～９月２４日(金)９月基山町議会定例会 

 

  

３ 議案審議 

 第１２号議案 令和３年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

議案書により説明 



 

 

 

    ⇒認定１件 

 

 第１３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 

・令和３年９月14日（火）～16日（木）の２泊３日 

・昨年度より、関西方面から鹿児島方面に変更、公共交通機関を用いた自主研修はせずに、

クラス全員がバスで移動する。 

・新学期に入ったら、すぐに保護者に同意書をとる予定である。 

・中学生のワクチン接種も進んでいる。 

⇒ 承認（状況によっては、再度の検討もある） 

 

４ 報告及び協議事項 

１．水門南門跡小公園について  

・議案書により説明 

 ・基肄城水門跡に長年、切望されていたトイレと車を停車できるスペースのある小公園を造る。 

 ・景観や災害等配慮している。 

 ・人感センサー付きの照明やベンチも設置予定である。 

 〇トイレの管理はどうなるのか。 

  ⇒委託管理をする予定である。 

 

２．令和３年度通学路合同点検について 

・議案書により説明 

 ・８月４日（水）９：００～１２：００ 

 ・学校、PTA、役場、鳥栖警察署、国土交通省、区長、安全な町づくり推進協議会委員の参加 

 ・昨年度は、コロナ禍のために実施しなかった。 

 

３．６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 

 

４．その他 

 ・基山創作劇について 

  ・今年は、規模を縮小して、朗読劇をする予定である。 

  ・１２月１２日のふれあいフェスタで公演する予定である。 

  ・メンバーの募集は、８月１日から。 

 

次回 令和３年８月２４日（火）９：３０～               


