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教育委員会定例会(８月)会議録 

 

日  時   平成２７年８月２０日(木) １３時００分～１４時００分 

場  所   市役所３階３０８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)       野田 秀樹（市民文化部長） 

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

西田 正則(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)  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)    杉山 和敏(中央図書館館長) 

       久留米市教科用図書選定委員会委員 

 

議  案 

第６０号議案 平成２７年度教育費９月補正予算に係る意見の申出について 

第６１号議案 久留米市奨学金条例の一部を改正する条例に係る意見の申出につ

いて  
第６２号議案 久留米市立小学校における小規模特認校制度の運用について 

第６３号議案 久留米市立小学校小規模特認校における平成２８年度転入学児童の

募集について 

第６４号議案 久留米市教育支援委員会委員の任命又は委嘱について 
第５９号議案 平成２８年度使用久留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及

び中学校特別支援学級教科用図書の採択について（再審議） 

 

協議事項 

（１） 久留米市立小学校小規模化対応方針（案）について 

 

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年度第１回久留米市社会教育委員会議の開催について 

（３） 平成２８年度久留米市立中学校選択制実施要項の概要について 

（４） 久留米市教育改革推進会議委員の委嘱について 

（５） 平成２７年度 中体連九州大会・全国大会 報告 

（６） その他 
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議案 

委員長 ただいまから、「久留米市教育委員会８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６０号議案 平成２７

年度教育費９月補正予算に係る意見の申出について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

第６０号議案 平成２７年度教育費９月補正予算に係る意見の申出について 

事務局 

 

《議案説明》 

委員長 

 

ただいま事務局より第６０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？ 

Ａ委員 寄附をいただいた会社への感謝状等は贈られてあるのでしょう

か。 

 

事務局 感謝状については、寄附をいただいた際に、毎回お渡ししてお

ります。 

 

委員長 

 

他にございませんか。 

 

（全委員） （特になし） 

 

委員長 ないようですので、第６０号議案を原案のとおり承認いたしま

す。次に、第６１号議案 久留米市奨学金条例の一部を改正す

る条例に係る意見の申出について、事務局より説明をお願い

します。 

 

第６１号議案 久留米市奨学金条例の一部を改正する条例に係る意見の申出につ

いて 

事務局 

 

《議案説明》 

委員長 

 

 

ただいま事務局より第６１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？ 

Ａ委員 

 

議案６１－資料３の５、改正の考え方のところですが、市奨学

金と高校生等奨学給付金等は併給することができるようになる

のですよね。そうなった場合に、今の説明があったので、私た

ちは理解できたのですが、資料４の資格の欄を見たときに、他

の奨学金の支給を受けていない者とありますが、一般の方が混

乱しないでしょうか。もう少し表現を丁寧にすることが重要で
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はないかと思うのですが、いかがですか。 

 

事務局 条例で大枠を示させていただいた上で、今後、教育委員会で具

体的な規則について審議いただくことを予定しておりますが、

条例で謳うべきもの、規則に定めるべきものがあり、条例では

このような表現でさせていただきたいと思いますが、生徒等へ

の周知の際には、そのあたりの分かりやすさに配慮しながら、

周知をしていきたいと考えております。 

 

Ａ委員 

 

パンフレット等での工夫をよろしくお願いいたします。 

 

委員長 

 

他にございませんか。 

 

（全委員） （特になし） 

 

委員長 ないようですので、第６１号議案を原案のとおり承認いたしま

す。次に、「第６２号議案 久留米市立小学校における小規模特

認校制度の運用について」、及び「第６３号議案 久留米市立小

学校小規模特認校における平成２８年度転入学児童の募集につ

いて」は、小規模特認校制度の運用に関することで関連が深い

ので、事務局より一括して説明をお願いします。 

 

第６２号議案 久留米市立小学校における小規模特認校制度の運用について 

第６３号議案 久留米市立小学校小規模特認校における平成２８年度転入学児童の

募集について 

事務局 

 

《議案説明》 

委員長 ただいま事務局より第６２号議案及び第６３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６２号議案及び第６３号

議案を原案のとおり承認いたします。次に、「第６４号議案 久

留米市教育支援委員会委員の任命又は委嘱について」、事務局か

ら説明をお願いします。 
 

第６４号議案 久留米市教育支援委員会委員の任命又は委嘱について 
事務局 

 

《議案説明》 
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委員長 ただいま事務局より第６４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６４号議案を原案のとお

り承認いたします。教科用図書採択については関係者のみで審

議しますので、次に協議事項に移ります。 
 

協議事項 

（１）「久留米市立小学校小規模化対応方針（案）について」 

委員長 

 

協議事項（１）「久留米市立小学校小規模化対応方針（案）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？ 

 

(全委員)  

 

(特になし) 

 

委員長 次回は項目の６と７について協議することでよろしいですか。 

 

 

事務局 次回に、項目６の対応の方策と項目７の留意事項等について、

引き続きご協議いただきたいと思っております。また、本日ま

でご協議いただいた分についても、方策等を議論いただく中で、

再度ご議論いただくことも可能です。 

委員長 

 

わかりました。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年度第１回久留米市社会教育委員会議の開催について 

（３） 平成２８年度久留米市立中学校選択制実施要項の概要について 

（４） 久留米市教育改革推進会議委員の委嘱について 

（５） 平成２７年度 中体連九州大会・全国大会 報告 
 

今後のスケジュール 

○ ９月定例会 ：９月１７日 １０時～ 本庁舎３階３０１会議室 
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委員長 

 

それでは、前回の臨時会で再審議といたしました、第５９号議

案の教科書採択についての審議をいたします。関係者以外の方

は退出をお願いします。 
 

非公開議案 
５９号議案 平成２８年度使用久留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び 

中学校特別支援学級教科用図書の採択について（再審議） 

委員長 

 

はじめに、前回答申から修正があるとの連絡を受けております

ので、修正の答申をいただきたいと思います。 
 

副選定委員長 

 

（※ 選定委員会 答申） 

委員長 

 

ありがとうございました。それでは、審議に入ります。 
今回、事務局より第５９号議案修正の申し出があっております

ので、本議案は、修正後の内容で再度審議したいと思います。 
修正内容について、事務局より説明をお願いします。 
 

事務局 

 

《議案修正説明》 

委員長 

 

それでは、修正分について各教科より説明をお願いします。 
 まず、「社会科 地理的分野」について説明をお願いします。 
 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 

 

ただいま「社会科 地理的分野」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？ 

Ａ委員 前回分と今回分を拝見し、比較させていただいて、白丸の部分

が帝国書院は増えたりしていますが、２の内容に関する配慮事

項のところで、学習のまとめで多様な手法が使われているとい

うところを高く評価されておられるようですが、その具体例が

あれば教えて下さい。 

 

選定部会長 

 

帝国書院の４８ページでは、具体的に生徒が、まとめ学習しや

すいように整理をされており、これは東京書籍や教育出版も同

じような整理をしておりますが、東京書籍のまとめの方がより

発展的で難しくなっていると考え、帝国書院の方が、生徒がよ

り入っていけるのではと思い、そのような評価をさせていただ

いております。 

 

委員長 他にございませんか。それでは、社会科 地理的分野について、
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 原案のとおり承認いたします。次に、「保健体育科」について説

明をお願いいたします。 
 

専門委員 

 

《選定理由説明》 

委員長 

 

ただいま「保健体育科」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 

 

特にないようですので、「保健体育科」について、原案のとおり

承認いたします。以上で、５９号議案 「平成２８年度使用久

留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び中学校特別支

援学級教科用図書の採択について」は全ての教科の審議が終了

しましたが、本議案については原案の通り承認といたします。 
以上をもちまして、久留米市教育委員会８月定例会を終了いた

します。 
 

 


