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教育委員会定例会(６月)会議録 

 

 

日  時   平成２７年６月３０日(火) １５時００分～１６時４５分 

場  所   市役所３階３０１会議室 

出席委員   永田 見生 (委員長) 

       半田 利通 (委員) 

       岡部 千鶴 (委員) 

日野 佳弘 (委員) 

白水 美弥子(委員) 

   堤  正則 (委員、教育長) 

事務局    窪田 俊哉(教育部長)         

       大久保 隆(教育部次長)      竹村 政高(市民文化部次長) 

西田 正典(学校教育改革担当次長) 後籐 真（教育センター所長） 

眞﨑 宗明(学校施設課長)     石橋 康秀(教職員課長)   

栗山 勝典(学校教育課長)     上野 順也(学校教育課学務主幹) 

松本 良一(学校教育課指導主幹)  刈茅 洋子(学校保健課長)   

井上 正史(人権・同和教育課長)  

竹上 克己(田主丸事務所長)    古賀 弘憲(北野事務所長) 

澁田 光弘(城島事務所所長)    田中 克実（三潴事務所長） 

稲益 久之(体育スポーツ課長)   井上 隆夫(生涯学習推進課長) 

園井 正隆(文化財保護課長)    下川 和彦(中央図書館主幹) 

 

議  案 

第４０号議案 久留米市社会教育委員の委嘱について 

第４１号議案 久留米市生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

第４２号議案 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

第４３号議案 久留米市北野生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

第４４号議案 久留米市城島生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

第４５号議案 久留米市三潴生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

第４６号議案 久留米市城島ふれあいセンター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

第４７号議案 久留米市スポーツ推進審議会委員の任命について 

第４８号議案 久留米市立図書館協議会委員の任命について 

第４９号議案 久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会委員の委嘱について 

第５０号議案 久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について 

第５１号議案 久留米市教育集会所運営審議会委員の任命又は委嘱について 

第５２号議案 日吉小学校校舎改築工事請負契約締結に係る意見の申出の臨時代理について 

第５３号議案 日吉小学校校舎改築電気設備工事請負契約締結に係る意見の申出の臨時代理について 

第５４号議案 日吉小学校校舎改築機械設備工事請負契約締結に係る意見の申出の臨時代理について 

第５５号議案 屏水中学校校舎改築工事請負契約締結に係る意見の申出の臨時代理について 
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協議事項 

（１） 小規模特認校制度の運用について(案) 

（２） 久留米市立小学校 小規模化対応方針(仮称)の策定について(案) 

（３） 南筑高校のコース設定と第３期入試の廃止について（案） 

 

報告事項 

（１） 教育委員会後援事業等に関する報告 

（２） 平成 27 年度久留米市学力・生活実態調査(中学校)の結果について 

（３） 不登校児童生徒の状況について 

（４） 久留米市武道館及び久留米市弓道場の改築について 

 

議案 

委員長 ただいまから、「久留米市教育委員会６月定例会」を開会いたします。

では、議案の審議に入ります。第４０号議案 「久留米市社会教育委員

会の委嘱について」事務局より説明をお願いします。 

第４０号議案 「久留米市社会教育委員会の委嘱について」 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より４０号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員 (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、第４０号議案を原案のとおり承認い

たします。次に、第４１号議案「久留米市生涯学習センター運営委員会

委員の任命又は委嘱について」から第４６号議案「久留米市城島ふれあ

いセンター運営委員会委員の任命又は委嘱について」までは、生涯学習

に関するもので関連が深いので、事務局より一括して説明をお願いしま

す。 

第４１号議案 久留米市生涯学習センター運営委員会委員の任命又は委嘱について 

～第４６号議案 久留米市城島ふれあいセンター運営委員会委員の任命又は委嘱に

ついて 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より４１号議案から４６号議案について説明がありま

したが、ご質問やご意見はありますか？ 
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全委員 (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、４１号議案から４６号議案までを原

案のとおり承認いたします。次に、第４７号議案「久留米市スポーツ推

進審議会委員の任命又は委嘱について」事務局より説明をお願いしま

す。 

第４７号議案久留米市スポーツ推進審議会委員の任命又は委嘱について 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より４７号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員 (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、４７号議案を原案のとおり承認いた

します。次に、第４８号議案「久留米市立図書館協議会委員の任命につ

いて」事務局より説明をお願いします。 

第４８号議案 久留米市立図書館協議会委員の任命について 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より４８号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員  (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、４８号議案を原案のとおり承認いた

します。次に、第４９号議案「久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会委

員の委嘱について」事務局より説明をお願いします。 

第４９号議案 久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会委員の委嘱について 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より４９号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員 (特になし) 
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委員長 皆様のご異議がないようですので、４９号議案を原案のとおり承認いた

します。次に、第５０号議案「久留米市立小中学校通学区域審議会委員

の任命又は委嘱について」事務局より説明をお願いします。 

第５０号議案 久留米市立小中学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より５０号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員  (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、５０号議案を原案のとおり承認いた

します。次に、第５１号議案「久留米市教育集会所運営審議会委員の任

命又は委嘱について」事務局より説明をお願いします。 

第５１号議案 久留米市教育集会所運営審議会委員の任命又は委嘱について 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より５１号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員 (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、５１号議案を原案のとおり承認いた

します。次に、第５２号議案「日吉小学校校舎改築工事請負契約締結に

係る意見の申出の臨時代理について」、事務局より説明をお願いします。

なお、半田委員は、本議案の関係者となりますので、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」の第１４条第６項の規定に基づき、一時退

席いただきます。 

第５２号議案 日吉小学校校舎改築工事請負契約締結に係る意見の申出の臨時代理

について 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より５２号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員 (特になし) 
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委員長 皆様のご異議がないようですので、５２号議案を原案のとおり承認いた

します。 

 

（半田委員入室） 

 

委員長 次に、第５３号議案「日吉小学校校舎改築電気設備工事請負契約締結に

係る意見の申出の臨時代理について」及び、第５４号議案「日吉小学校

校舎改築機械設備工事請負契約締結に係る意見の申出の臨時代理につ

いて」は、日吉小学校改築に関するもので関連が深いので、事務局より

一括して説明をお願いします。 

第５３号議案 日吉小学校校舎改築電気設備工事請負契約締結に係る意見の申出の

臨時代理について                                   

第５４号議案 日吉小学校校舎改築機械設備工事請負契約締結に係る意見の申出の

臨時代理について                                   

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より５３号議案と５４号議案について説明がありまし

たが、ご質問やご意見はありますか？ 

全委員  (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、５３号議案と５４号議案を原案のと

おり承認いたします。次に、第５５号議案「屏水中学校校舎改築工事請

負契約締結に係る意見の申出の臨時代理について」事務局より説明をお

願いします。 

第５５号議案 屏水中学校校舎改築工事請負契約締結に係る意見の申出の臨時代理

について 

事務局 《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より５５号議案について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか？ 

全委員  (特になし) 

委員長 皆様のご異議がないようですので、５５号議案を原案のとおり承認いた

します。 

次に、協議事項に移ります。 
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協議事項 

（１） 小規模特認校制度の運用について(案) 

委員長 協議事項（１）「小規模特認校制度の運用について」、事務局より説明を

お願いします。 

事務局 《協議事項説明》 

委員長 ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問やご意見はあります

か？ 

Ａ委員 この案でいいのではないかと思うのですが、言葉遣いが気になる点があ

ります。協議１－１の（２）の３行目、「一方で、児童数の減少が著し

い学校については、現時点においても特認校制度で転入学した児童数が

地元の児童数と比して顕著になりつつあり、」の部分で何が顕著になる

のか不明ですので、「転入学した児童数の割合が地元の児童数と比して

顕著になりつつあり、」の方が適切ではないかと思います。 

また、総括については、私はこれでいいと思います。 

委員長 他にございませんか。ないようですので、次に移ります。 

それでは、協議事項（２）「久留米市立小学校 小規模化対応方針(仮称)

の策定について」、事務局より説明をお願いします。 

（２） 久留米市立小学校 小規模化対応方針(仮称)の策定について(案) 

事務局 《協議事項説明》 

委員長 ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問やご意見はあります

か？ 

Ｂ委員 人口が減少するから学校の小規模化がおこるのですが、その対応は、学

校の配置だけで対応できるものではなく、町のグランドデザインをどう

するかも含めて対応すべきだと思います。久留米を今後どうするのか、

町のグランドデザインをより明確な形で示し、それに努力する方向性を

市全体で打ち出していただき、それをここで活かしたほうがいいのでは

ないでしょうか。それがなければ小規模化の対応そのものは、対処療法

に過ぎないものになると思います。 

委員長 委員が言われたように、教育のまち久留米として、抜本的に考えていく

ことが必要だと思います。教育委員会からも提案していく必要もあると

思います。 
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委員長 他にありませんか。それでは、次に移ります。 

協議事項（３）「南筑高校のコース設定と第３期入試の廃止について」

事務局より説明をお願いします。 

（３） 南筑高校のコース設定と第３期入試の廃止について（案） 

事務局 《協議事項説明》 

委員長 ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問やご意見はあります

か？ 

委員長 コースの設定は、文科省などに申請をせずに、すぐできるものなのです

か。 

事務局 学校長の判断で設定ができるようになっております。一昨年の、久留米

商業のときは、学科の変更でしたので、規則の改正等ありましたので議

案として提出いたしましたが、今回は基本的に学校長の対応で変更でき

るということで、協議事項で提出させていただいております。ただし、

今回の見直しをご承認いただければ、その内容を反映させた入学者選抜

要綱については、これまでどおり教育委員会議案として提出いたしま

す。 

Ｃ委員 今までは、（スポーツ推薦で獲得する）人数をはっきり出していなかっ

たと思いますが、それを４０名１クラスとして、かつ種目を限定するこ

とについて、生徒を確保できるか不安に感じるのですが、見通しはどう

ですか。 

事務局 これまでのスポーツ推薦の実績から言いますと、４０名を超える人数を

スポーツ推薦枠で獲得しておりましたので、種目を限定しても４０名の

確保の見通しは、今のところあると考えております。 

Ｃ委員 スポーツキャリアコースを希望していても、合格しない方もいると思い

ますが、そういう方は第２希望や併願というかたちで普通コースを受験

することも可能なのでしょうか。 

事務局 あくまでもスポーツ推薦枠での受験になります。これまでは５種目以外

でもスポーツ推薦で獲得した生徒もいますので、この件は、早めに中学

校に周知して、進路をあらかじめ決めていただくことと、スポーツ推薦

に漏れた生徒についても、一般入試の道はありますので、南筑を目指す

ことは可能です。 

Ａ委員 現行のコースでは、文系クラスからでないと看護コースに進めないよう

になっているのですか。特別進学クラス（看護）に向かう矢印の太線は

文系からきているので。 
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事務局 太線は文系からですけど、特別進学クラス（理系）からも点線があるよ

うに特別進学クラス（看護）に進むことは可能です。 

Ｄ委員 必履修科目を押さえていれば、柔軟に対応できるようになっています。 

Ｂ委員 スポーツキャリアコースの想定は、１学年何クラスがスポーツキャリア

コースになるのですか。また、履修科目も違うのですか。 

事務局 １クラス４０名をスポーツキャリアコースとして、普通コースとは異な

るカリキュラムを組むことにしております。 

Ａ委員 勉学もしっかりと教えていただき、スポーツだけにならないようにお願

いしたい。 

委員長 よろしいでしょうか。それでは、報告事項に移ります。 

報告事項 

（１） 教育委員会後援事業等に関する報告 

（２） 平成 27 年度久留米市学力・生活実態調査(中学校)の結果について 

（３） 不登校児童生徒の状況について 

（４） 久留米市武道館及び久留米市弓道場の改築について 

今後のスケジュール 

○ ７月定例会 ：７月２３日 １０時～ 本庁舎３階３０３会議室 

○ ８月臨時会 ：８月 ７日 １４時～ 本庁舎３階３０３会議室 

  

 


