
 

 

 

令和３年４月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：令和３年４月２２日（木）９時30分～11時00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 ０人 

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 

傍聴者 ：１人 

 

１ 開 会 

  

 教育長より 

 ・教育委員の任期について明確にするために、毎回教育委員の任期について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 

  ・今年度の入学式は、各団体の代表者に来賓として出席していただいた。 

・新型コロナウイルスについて、近隣県市町の状況について 

   福岡県の学校行事の状況、佐賀県の感染者数など 

  ・今後の学校行事の実施やあり方について、協議していただきたい。 

 

 

２ 教育長報告 

１ はじめに  

 ○臨時議会報告 

  ・予算関係など 

○今年度の重点課題 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組と教育課程の確実な実施 

 ⇒臨時休校になった場合の対応、大阪府のオンライン学習の取組、端末の持ち帰りについて 

・端末を用いた個別学習の実施で学力向上 

⇒夏休みの家庭学習での利用、端末の持ち帰りや家庭での通信環境について 

 保護者への周知の文書配布、児童生徒の端末活用状況について 

・若基小学校への人の流れをいかにつくるか。 

⇒「小規模特認校制度」の更なる周知活動 

広報活動を含め、より魅力的な学校にするための取組を考えていきたい。 

・学校運営協議会の円滑な実施 

⇒各学校で、今年度より「学校運営協議会」をスタートさせる。 



 

 

 

できることから地域の力を学校へ、学校力を地域へ 

・文化財の保存と活用（歴史的風致維持向上計画の推進） 

  ⇒大興善寺、水門跡など 

 

２.人事異動関係 

（１）教育学習課の人事異動について 

  ・学校教育係 

 ・ふるさと歴史係 

  ・給食センター係 

  ・放課後支援係 

（２）学校で勤務する町費教職員等について 

（３）小中学校管理職の異動について 

（４）令和３年度教職員の加配状況について･･･再任用や短時間の職員について 

   

３.県教育委員会より 

（１）教職員人事異動の概要 

 【特色１】 

①小学校３年生３５人学級の実現 (対象校 23校･･･基山小も含まれる) 

②少人数指導によるきめ細かな指導体制の充実(対象校 139学級のうち 72校) 

※希望するすべての学年に配置 

  ③小学校専科教員の拡充  英語専科 10名増、高学年専科 26名増 

  ④特別支援教育のさらなる充実 中学校に通級指導教室を新設(田代中学校) 

  ⑤一人一台端末を活用した授業改善（県研究指定校 仁比山小、武雄小、肥前中） 

【特色２】 

  ⑥新規採用者の大量採用の継続 

⇒教員の質の低下にならないように。 

 佐賀県でも福岡県でも、教員が足りない状況である。 

  ⑦即戦力となる教員の採用 40歳代、50歳代 45名採用 

  ⑧再任用職員の積極的任用 432名（昨年度よりも 60名増） 

【特色３】 

⑨女性管理職の採用（13人増）令和 2年度 19.9％⇒令和３年度 21.7％ 

⑩小中学校事務の共同実施体制の強化  

（２）異動総数 2,523人(１名減)    退職者数 370人(29名増) 

   小中学校  1,787人(70名増)    小中学校 262名(12人増) 

   県立学校   736人(71名減)    県立学校 108名(17名増) 

（３）新規採用者数  411名(2名減) 

   小中学校  315名(4名増) 

   県立学校   96名(2名減)  

（４）東部教育事務所の重点課題と対策 

  ①教職員の資質向上（人材育成） 

   ○新規採用職員、若手育成 



 

 

 

   ○特別支援教育の充実 

   ・自主研修会、訪問支援、特別支援エリアリーダーの活用等 

   ○新学習指導要領の趣旨を踏まえた実践力の向上 

   ○服務規律の保持 

  ②学力向上対策の推進 

   ○子供たちにとって分かりやすい授業、力がつく授業実践 

   ○授業改善リーフレットの周知徹底、全国及び県学習状況調査の結果分析と活用 

   ○プロジェトＥの推進  

・一人一台タブレットを実現している佐賀の強みを活かし、自宅等での授業の実現を可能と

し、日常的な遠隔教育の展開を目指すもの 

・志を高める教育の推進（令和３年度佐賀県教育施策実施計画の周知徹底） 

  ④不登校児童生徒への対応(校内指導体制の強化、教育支援センターとの連携) 

  ⑤学校の課題解決を図る人事交流 

   ・地域間交流、地教委間交流 

  ⑥教職員の働き方改革の推進 

   ・業務縮減、時間外勤務時間の管理、部活動時間の適正化 

（５）佐賀県教育委員会・市町教育委員会協働会議報告 

 ①新型コロナウイルス感染症の現状と対応 

 ②令和３年度新規プロジェクト 

  ・唯一無二の誇り高き学校づくりプロジェクト 

   ⇒高校生の県外流出を防ぎ、県外からも佐賀の県立高校にきてもらえるような魅力ある高校

づくりのプロジェクト  

・プロジェクトＥ+（プラス） 

 ⇒ＧＩＧＡスクール関連の県教委のサポート 

  ・部活動改革プロジェクト 

   ⇒多久市・基山町で実施される。 

 ③当面の課題 

  ・教職員の人材確保 

  ・教職員の働き方改革 

  ・校則の見直し 

 

４ 報告 

（１）基山町文化財保護審議会（３月 29日） 

   ⇒基山町指定重要無形民族文化財について答申をしていただいた。 

・荒穗神社の「御神幸祭」を町指定重要無形民俗文化財 

・宝満神社の「園部くんち」を町指定重要無形民俗文化財 

（２）入学式について 

  ・若基小学校・基山小学校（４月１２日）、基山中学校（４月９日） 

新１年生：若基小学校 29名、基山小学校 123名、基山中学校 139名 

・小中学校の全児童生徒数 1278名（昨年度 1221名） 

⇒全児童生徒数は、昨年度より 57名増えた。 



 

 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策 

 ・新年度になり、あらためて感染拡大防止に努めるために、保護者に文書を配布した。 

（４）ＧＩＧＡスクール関係 

 ・保護者に向けての周知のための文書を配布した。 

 

５ 教育委員会関連行事（～５月３１日まで） 

日 程 行  事 時  間 場  所 

４月１９日(月) 

議会全員協議会 

臨時議会 

県教委・市町教委協働会議 

基山小交通教室（１，２年） 

9時 00分 

9時 30分 

15時 00分～ 

4階会議室 

議場 

グランデはがくれ 

基山小学校 

４月２０日(火) 臨時議会 9時 30分 議場 

４月２１日(水) 団体長連絡会 9時 00分 基山町民会館 

４月２１日(水) 

～２８日(水) 

基山小・若基小・基山中 

家庭訪問(玄関先訪問) 
午後 ３校とも 

４月３０日(金) 
基山小学校歓迎遠足 

若基小６年吉野ヶ里歴史公園 
 

基山など 

 

５月 ６日(木) 若基小交通教室（１，２年）   

５月 ７日(金) 
若基小学校歓迎遠足 

授業参観・ＰＴＡ総会(書面) 
 

基山など 

基山中学校 

５月 ８日(金) 
生徒会オリエンテーション 

部活動紹介（１年生） 
 基山中学校 

５月１１日(火) 基山小交通安全教室  基山中学校 

５月１２日(水) 若基小学校授業参観  中止 若基小学校 

５月１５日(土) 
土曜授業(き渡し訓練)  

 ＰＴＡ総会(書面) 
中止 基山小学校 

５月２１日(金) 不審者侵入避難訓練  基山小学校 

５月２２日(土) 土曜授業(引き渡し訓練)  中止 若基小学校 

５月２６日(水) 

～２７日(木) 
若基小５年生宿泊体験学習 延期 

夜須高原青少年自然

の家 

５月２７日(木) 

～２８日(金) 
基山小５年宿泊体験学習 延期 背振少年自然の家 

５月２７日(木) 全国学力学習状況調査  ３校とも実施 

５月２９日(土) 基山中学校 体育大会  基山中学校 

５月３１日(月) 
基山小・若基小プール開き 

振替休日 
 

若基小学校 

基山中学校 

 

 



 

 

 

３ 議案審議 

 第１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１３件、否認０件 

第２号議案 令和３年度町立小中学校主任等の辞令について 

議案書により説明 

    ⇒認定 

 第３号議案 学校運営協議会委員の委嘱について 

議案書により説明 

    ⇒認定 

       ・各学校で学校と地域をつなぎ、「地域とともにある学校づくり」の役割を担っていただける

方を選出した。 

・今後は、できるだけ早く第１回学校運営協議会を開催する予定である。 

・委員で、先進校や先進地域を視察する研修を計画してはどうか。 

第４号議案 いじめ問題対策委員の委嘱について 

議案書により説明 

    ⇒認定 

第５号議案 基山町立図書館協議会委員の委嘱について 

議案書により説明 

    ⇒認定 

第６号議案 令和３年度部活動指導員の派遣について 

議案書により説明 

    ⇒認定 

    ・男子バレー、野球、卓球（男女） 

    ・部活動指導員は、学校の中での指導となる。平日の練習が中心となる。 

    ・土日などの活動は、学校の活動と切り離しているので、部活動指導員の立場では指導でき

ない。そのため、部活動指導員と地域運動部活動指導員と重なっている。 

    ・地域の実態や、学校の実態等に合わせて、徐々に変化していくだろう。 

    ・教師の働き方改革、生徒の思い、競技の特性、地域性などを踏まえて、すぐに切り替わる

ことは難しい。 

 第７号議案 基山小学校宿泊行事について 

議案書により説明 

    ・「背振少年自然の家」を貸し切りで予約（５月２７日～２８日の１泊２日） 

⇒延期が望ましい。 

        

 第８号議案 若基小学校宿泊行事について 

議案書により説明 

   ・「夜須少年自然の家」を予約（５月２６日～２７日の１泊２日） 

⇒延期が望ましい。 

     

【協議】 



 

 

 

〇家族が医療関係なので、実施することには不安がある。 

    〇施設側も昨年度から、新型コロナ対策のガイドラインを守って受け入れている。 

    〇ゴールデンウィーク明けの状況が心配であると同時に、両施設が福岡県にある施設なので、 

     県外の受け入れをしてくれるのか。 

    〇この時期に絶対しないといけないかを考えると、そうではないので、秋に延期することも

可能である。昨年度は、両校とも秋に延期した。 

    〇秋にも実施できないことも視野に入れ、何らかの条件（判断基準等）をつくっておくこと

も必要ではないか。（△△のことがおこったら、即中止にする等） 

    〇保護者の立場でも、実施や中止の判断基準があれば分かりやすい。 

    〇緊急事態宣言が福岡県に発令されたとしても３週間なので、実施の時期には終わっている。 

    〇同意書を出すか、アンケートをとるかを考えると、延期が望ましいのではないか。 

    〇ワクチンの接種も始まって、秋ごろには、今よりも状況はよくなっていると思われる。 

    〇近隣の小郡市でも、ほとんどの学校行事が延期や中止になっている。 

【基山中の体育大会について】    

    〇５月２９日（土）は、基山中学校の体育大会である。泊を伴う行事ではないが、実施に向

けての意見を聞かせていただきたい。 

    〇学校内での行事なので、実施してよいのではないか。 

    〇昨年は、中３の保護者のみの参観としていたが、今年は、来賓をよんでいる。 

    〇昨年と同様に、中３保護者のみで、来賓は無しにした方がよい。 

      

４ 報告及び協議事項 

（１）第１回 臨時議会について 

   ・予算について（地方創生臨時交付金事業、地域運動部活動推進事業） 

    ⇒若基小屋外トイレの洋式化、地域少年スポーツと地域部活動の連携（基山町、多久市が取

り組む予定） 

（２）令和３年度 基山町立小中学校 児童・生徒数報告 

   ・基山小６５３人、若基小２０６人、基山中４１７人（合計１２７６人） 

（３）令和３年度地域部活動推進事業について 

議案書により説明 

（４）基肄城記念日絵葉書コンクールについて 

議案書により説明 

⇒６月１０日を基肄城デーと定め、「絵はがきコンクール」を実施する。   

（５）令和３年度 学校訪問について 

A訪問（東部教育事務所・基山町教育委員会訪問） 

    対象校：若基小学校 10月19日（火） 

B訪問（基山町教育委員会訪問） 

    対象校：基山小学校 6月16日（水） 

        基山中学校 9月29日（水） 

（６）３月定例教育委員会会議録の承認について 

（７）令和２年度 防犯パトロールカー巡回スケジュールについて 

（８）各学校からの報告 



 

 

 

   ・情報モラルについて･･･こどものスマートフォンの使い方 

    ⇒写真をとることや、写真のとり方など（画像が残ることのこわさ） 

     子どもだけでなく、保護者にも情報を入れることが大切である。 

   ・児童生徒の名前札について 

     ⇒小学校･･･登下校中は外している。 

      中学校･･･縫いつけからクリップ型の名前札に変更した。  

 

５ 閉会 

 

 

 

次回 令和３年５月２４日（月）９：３０～ 

 

  

  


