
 

議案１－１ 

第１号議案 

 

久留米市立小中学校等管理規則の一部を改正する規則 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２８年１月２５日 

 

教育長  堤 正則 

 

提案理由 

小学校、中学校及び特別支援学校において、年度当初の学校行事・学級事務

準備期間を確保し、教育活動の充実を図るため、規則の一部を改正しようとす

るものである。 

 

 



 

議案１－２ 

久留米市立小中学校等管理規則の一部を改正する規則 

 

久留米市立小中学校等管理規則（昭和３２年久留米市教育委員会規則第６

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「まで」の次に「（当該期間に日曜日及び土曜日が含

まれる場合は、４月５日まで）」を加える。 

  附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

議案１－資料１ 

久留米市立小中学校等管理規則 新旧対照表 

現行 改正後 

第１条～第２条 略 

（休業日） 

第３条 休業日は、学校教育法施行規則（昭

和 22年文部省令第 11 号）第 61条各号（同

規則第 79条で準用する場合を含む。）に規

定する日とし、同条第３号に規定する教育

委員会が定める日は、次のとおりとする。 

(1) 学年始休業日 ４月１日から４月４

日まで 

（以下略） 

 

第１条～第２条 略 

（休業日） 

第３条 休業日は、学校教育法施行規則（昭

和 22年文部省令第 11 号）第 61条各号（同

規則第 79条で準用する場合を含む。）に規

定する日とし、同条第３号に規定する教育

委員会が定める日は、次のとおりとする。 

(1) 学年始休業日 ４月１日から４月４

日まで（当該期間に日曜日及び土曜日が

含まれる場合は、４月５日まで） 

（以下略） 

附 則 

この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行

する。 

 



 

議案２－１ 

第２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について  

 
上記の議案を提出する。  

 
平成２８年 １月２５日  

教育長  堤 正則  

 
提案理由  

久留米市北野生涯学習センター運営委員会委員の辞任に伴い、後任の

委員を任命しようとするものである。  



 

議案２－２ 

久留米市北野生涯学習センター運営委員会委員の任命について  

 
久留米市生涯学習センター運営委員会規則第４条の規定により、下記

の者を久留米市北野生涯学習センター運営委員会委員に任命する。 

 
記  

 
 

区 分  氏 名  役  職  任   期  

学校教育

の関係者  西村 雄大  北野中学校校長  
平成２８年２月１日から  

平成２９年６月３０日ま

で  



氏　名 役職名又は所属 氏　名 役職名又は所属

石田　和宏
男性料理「オニオン」、ギ
ター「ダ・カーポ」他

石田　和宏
男性料理「オニオン」、ギ
ター「ダ・カーポ」他

樋口　恵子 着付け「麻の葉会」 樋口　恵子 着付け「麻の葉会」

脇田　　篤 北野風流太鼓「轍」 脇田　　篤 北野風流太鼓「轍」

吉田　容子
北野生涯学習センター主催
講座講師

吉田　容子
北野生涯学習センター主催
講座講師

高木　二六昭
金島校区まちづくり振興会
会長

高木　二六昭
金島校区まちづくり振興会
会長

馬場　和子
金島校区まちづくり振興会
事務局長

馬場　和子
金島校区まちづくり振興会
事務局長

薙野　敏光
久留米市北野町文化協会会
長

薙野　敏光
久留米市北野町文化協会会
長

永松　千枝 久留米市北野女性の会会長 永松　千枝 久留米市北野女性の会会長

楢原　己津義
北野町老人クラブ連合会副
会長

楢原　己津義
北野町老人クラブ連合会副
会長

大熊　　彰 北野中学校校長 ※西村　雄大 北野中学校校長

山﨑　和子 大城小学校校長 山﨑　和子 大城小学校校長

馬田　　恵 北野中学校父母教師会会計 馬田　　恵 北野中学校父母教師会会計

矢津　真紀
金島小学校父母教師会副会
長

矢津　真紀
金島小学校父母教師会副会
長

(4)学識経験
者

吉冨　　巧 市議会議員 吉冨　　巧 市議会議員

※が新任委員

(1)センター
の利用者

(2)社会教育
の関係者

(3)学校教育
の関係者

任期は平成２９年６月３０日まで

区　分
現行委員名簿 新委員名簿（平成２８年２月１日～）

久留米市北野生涯学習センター運営委員会委員新旧対照表（案）

議案２－資料１



議案２－資料２ 

○久留米市生涯学習センター運営委員会規則 ＜抜粋＞ 
平成１３年５月１１日 

久留米市教育委員会規則第３号 
 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、久留米市生涯学習センター（久留米市生涯学習センター条例第２条第１項の

表に掲げる施設をいい、以下「センター」という。）の円滑な運営を図るため、次に掲げる

事項について審議するものとする。 

(1) センターの運営及び事業の企画実施に関する事項 

(2) センターの利用及び普及に関する事項 

(3) その他特に必要と認める事項 

 

（定数） 

第３条 委員会の委員の定数は、次のとおりとする。 

委員会 定数 

久留米市生涯学習センター運営委員会 ２０人以内 

久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

久留米市北野生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

久留米市城島生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 １５人以内 

 

 （委員） 

第４条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから久留米市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が任命又は委嘱する。 

(1) センターの利用者 

(2) 社会教育の関係者 

(3) 学校教育の関係者 

(4) 学識経験者 

(5) その他教育委員会が必要と認める者 

 

 （委員の任期） 

第５条 委員会の委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



教育部 

 

平平成成２２８８年年度度  教教育育部部予予算算基基本本方方針針  

 

 

 

【基本姿勢】 

 

平成28年度は、「教育に関する大綱」に掲げられた本市の教育理念と基本目

標を踏まえ、現在策定中の第３期教育改革プランにおいて、様々な教育施策を

推進します。 

まずは、第１期・第２期プランの計画期間中において達成できなかった学力

等の重点課題への対応に向けて、これまでの改革プランの取組を基盤としつつ、

さらに発展させる形で施策を推進します。加えて、急速なグローバル化の進展

により、異文化理解や異文化コミュニケーションが重要になることを踏まえ、

外国語教育の充実を図り、子どもたちが国際社会の中で生き抜くために必要な

資質や能力を育成します。 

次に、安心して学べる学級づくりや楽しい学校生活が送れるように、不登校

やいじめ問題への対策を行います。 

さらに、児童生徒一人ひとりを大切にする視点から、人権意識の確立や特別

支援教育の充実に取り組み、併せて、学校・家庭・地域との連携強化を図るた

め、久留米版小・中学校コミュニティ・スクールの取組を推進します。 

また、学校施設の整備・充実につきましては、引き続き、安全かつ快適な学

校施設整備を目指し、国庫補助等を活用しながら、施設の長寿命化や老朽化し

た校舎等の改築を実施します。 

加えて、子どもたちにより良い教育環境を構築するための学校小規模化対応

を関連部局と連携を図りながら推進します。 

その他にも、学校給食の充実など、広く市民の理解と協力を得ながら、より

効率的かつ効果的な教育行政施策の推進に努めます。 

 

 

 

 

【重点取組】 

 

１．第３期教育改革プランに基づく教育施策の実施 

 平成28年度は、取組効果の持続と課題の改善を基本方針として、現在策定中の

第３期プランにおいて、次の３点から重点化し事業を推進します。 

 

重点１  

わかる授業【学力の保障と向上】 

  ～ 授業がわかる、学ぶ楽しさがわかる ～ 

 
 授業や校内研修を見直し、子どもに基礎的・基本的な知識・技能を定着させる

とともに思考力・判断力・表現力等を伸ばすことで、授業がわかり、学ぶ楽しさ

を味わうことができる子どもを育てます。 

 また、全ての小・中学校で行われている「くるめ学」の学びや外国語教育を充

実させるとともに、ICTの活用を一層進め、学力の保障と向上に努めます。 

 

   ◎ 授業改善への支援 

   ◎ 外国語教育の推進 

   ◎ 教師力向上への支援 

 

重点２ 

たのしい学校【安心・安全な学校づくり】 

  ～ 学校が楽しい、仲間といるのが楽しい ～ 

 

 不登校やいじめ問題への対策を行いながら、共感・協調できる子どもを育み、

安心して学べる学級づくりや楽しい学校生活が送れるようにします。また、セー

フスクールの取組により、子どもが自ら安全な行動ができるよう指導の充実を図

っていきます。 

協
議
１
－
１
 



教育部 

 

 

 

 さらに、校務運営の効率化を図ることで、教師が子どもと向き合う時間を確保

し、安心・安全な学校づくりに努めます。 

 

 ◎ 不登校対応 

 ◎ いじめ問題対応 

 ◎ 学校生活充実への支援 

 ◎ 学校安全への支援 

 

重点３ 

久留米版コミュニティ・スクールの推進【学校・家庭・地域の協働】 

 

 全ての小・中学校に設置している地域学校協議会からの提言が十分に反映され

るような支援を行います。具体的には、地域人材の積極的な活用を図ることで、

学習習慣定着や基礎的・基本的な知識・技能の定着、健やかな成長を支える生活

習慣づくりの取組などにおける学校・家庭・地域の協働を推進します。 

 

   ◎ 学習習慣定着への支援 

   ◎ 地域学校協議会提言実働化への支援 

 

２ 学校教育環境等の整備 

 

学校施設の整備に関しては、児童生徒が快適に学校生活を送ることができる

ように、引き続き老朽化した学校施設の長寿命化事業として、外壁・トイレ・

防水改修等を行います。 

また、学校施設改築事業においては、日吉小学校と屏水中学校の改築工事の

継続と、京町小学校の実施設計、そして篠山小学校の改築工事を開始し、安全

かつ快適な施設環境の確保に取り組みます。 

 

 
第３期教育改革プラン（案）施策の体系 

 

目標：ふるさと久留米を愛し、ともに社会を生き抜く力の育成

めざす姿：夢に向かって学ぶ「くるめっ子」

重点１：わかる授業【学力の保障と向上】

(1) 授業改善への支援

(2) 外国語教育の推進 学

(3) 教師力向上への支援 校

Ｉ

重点２：たのしい学校【安心・安全な学校づくり】

Ｃ

(1) 不登校対応

Ｔ

(2) いじめ問題対応

環

(3) 学校生活充実への支援

境

(4) 学校安全への支援

整

重点３：久留米版コミュニティ・スクールの推進 備

【学校・家庭・地域の協働】

(1) 学習習慣定着への支援

(2) 地域学校協議会提言実働化への支援

視点１：人権・同和教育の推進 視点２：外国語教育の推進

視点３：特別支援教育の推進 視点４：小中連携教育の推進

協
議
１
－
２
 



教育部 

 

 



 

 

平成２８年度予算基本方針（市民文化部） 

 

１ 基本方針 

  平成２８年度は、新しい久留米の賑わいと求心力の拠点となる久留米シティプラザの開館をはじめ、美術館の運営移行、仮称久留

米スポーツセンター体育館本体工事への着手といった、市政の重要テーマである「文化芸術、スポーツを生かしたまちづくり」の大

きな節目を迎える年であり、これらの事業を着実に進めていく。 
また、「市民一人ひとりを大切に 安心、活力に満ちた久留米づくり」を進めるため、市民生活に最も密接に関連する業務を所管す

る部局として、市民ニーズへの的確な対応を図りながら、「市税の収納率向上・納付環境の整備」、「市民窓口サービスの充実」等の

施策を着実に展開し、市民の視点から市民サービスの充実・向上に向けた取り組みを迅速に進める。 
さらに、文化芸術が持つ創造の力を人づくりやまちづくりに活かし、市民の誰もが文化芸術を身近に感じ、心豊かに暮らすことの

できる都市を目指すため、文化芸術の振興や久留米市が持つ歴史文化を積極的に活用した事業を展開する。 
あわせて、市民の生涯学習ニーズが高まっている中で、市民と協働しながら、生涯学習やスポーツ、図書館事業等の取り組みを進

める。 
 

２ 重点施策 

  
 （１）生涯学習・社会教育の推進 

    市民が生涯にわたり自己実現を図っていくことができるよう、生涯学習の振興に努め、全市的な生涯学習ネットワークの確立 

   を図るとともに、青少年健全育成の推進、家庭・地域社会の教育力の向上、社会人権・同和教育の推進など、地域に根ざした市 

   民主体の生涯学習・社会教育の推進に取り組む。 

また、利用者が安全で安心して利用できるよう生涯学習施設等の改修を進める。 

  

    ◎ 校区コミュニティ組織と連携した生涯学習・社会教育の推進 

    ◎ 生涯学習に係るボランティアの積極的養成 

    ◎ 青少年健全育成や人権・同和啓発活動等の生涯学習事業の推進 

    ◎ 生涯学習施設の改修 

 

教育委員会用 

協
議
１
－
３

 



 

 

 （２）歴史的資源の保護・活用 

    久留米市が有する歴史的な資源の適正な保護とその利用及び活用に努めるとともに、市民意識の醸成や地域文化の継承に役 

   立てる。また、地域の活性化につなげるために、地域と連携した事業の展開を図る。 

    特に、高良山から耳納北麓エリアにおいて、環境整備等を行い、歴史遺産をめぐるルートづくりを推進する。 
  

◎ 歴史ルートづくり事業の推進 

◎ 歴史公園等の整備・活用（筑後国府跡、大塚古墳等） 

    ◎ 六ッ門図書館展示コーナーにおける企画展の開催 

◎ 有馬記念館や坂本繁二郎生家の運営・活用 

◎ 歴史的建造物の保存整備に向けた調査 

◎ 埋蔵文化財調査の効率化と適切な保存・活用 

  

（３）スポーツの推進 

    市民がライフステージに応じて、身近な地域でスポーツに親しみ、健康づくりに取り組むことができるよう、「久留米市スポ

ーツ振興基本計画」に基づき、各種スポーツ事業の実施や、スポーツ推進委員・各種競技団体・総合型地域スポーツクラブ等と

の連携など、市民スポーツの推進に努める。 
    また、県南の中核を担う広域的なスポーツ施設の充実に向け、久留米総合スポーツセンター内の体育館、武道館、弓道場の一

体的な改築について、県と連携し、着実な施設整備の推進を図るとともに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催

を見据え、キャンプ地誘致など開催効果を引き込む取り組みを進める。 
あわせて、市民が安心して利用できるようスポーツ施設等の改修を進める。 

 

◎ 久留米市スポーツ振興基本計画に基づいた事業の推進 

◎ 県と連携した久留米総合スポーツセンター内の体育館、武道館、弓道場の一体改築の推進（本体工事着手） 

◎ 県と連携した東京オリンピック等キャンプ地誘致の取組強化 

◎ 地域で気軽に取り組めるスポーツによる健康づくりのためのプログラム開発 

    ◎ 野球場の内部改修工事等、スポーツ施設の改修 
    ◎ スポーツ交流・スポーツ大会等の推進 

 

 （４）市民の自己学習の場としての図書館づくり 

    市民一人ひとりの学びと情報の拠点として、市民生活の充実と地域社会の発展を支える役割を担うため、多様な図書資料や情 

協
議
１
－
４

 



 

 

   報の収集・蓄積を行い、利用者への適切な提供や企画展示など積極的な利活用を図る。 
また、各地域館や図書施設とのネットワークの緊密化、石橋文化センターや新たな美術館など隣接施設・関係団体等との連携

などにより、図書館全体の総合力を高め、サービスの充実を図る。 
 

◎ 図書館施設環境の整備及び運営体制の充実 

◎ 新図書館総合管理システムによるサービス向上 

◎ 移動図書館や視覚障害者総合ネットワークを活用した図書館利用困難者への対応 

    ◎ 第３次子どもの読書活動推進計画の策定と関係部局との連携による事業推進 

    ◎ 図書館ボランティアやＮＰＯ、関係団体などとの連携・協働 

    ◎ 中央館と地域館等の連携強化 

協
議
１
－
５

 



















































































H27.12.16からH28.1.15 受付分まで

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1
平成28年3月4日（金）9時
00分～平成28年3月10日

（木）13時00分

第13回髙松凌雲記念かき
ぞめ大会

髙松凌雲顕彰会
小郡市生涯学習セン
ター

後援 学校教育課

2
平成28年2月14日（日）9

時30分～13時15分

平成27年度　子どもの読書
推進ボランティア学習会
北筑後地区

福岡「子どもの読書」
関連団体連絡協議会
北筑後地区協議会

石橋文化センター
石橋文化会館

後援★ 中央図書館

3
平成28年2月21日（日）10

時～
久留米市少年健全育成駅
伝大会の共催について

久留米市青少年育成
市民会議

久留米総合スポーツ
センター

共催 学校教育課

4
平成28年3月26日（土）13

時00分～15時00分

久留米大学小児科山下教
授による「わかりやすい発
達障がいについて」の講演
会

ハッピーママくらぶ
みんくる　交流スペー
ス

後援★ 学校教育課

5
平成28年9月17日（土）、
18日（日）

36期九州100人100日ミュー
ジカル久留米公演

NPO法人コモンビート
久留米シティプラザ
ザ・グランドホール

後援★
生涯学習推
進課

6 平成28年3月1日（火） 映画「望郷の鐘」上映
映画を観る会「くるめ
稲の花」

えーるピア久留米　視
聴覚ホール

後援
生涯学習推
進課

7
平成28年3月5日（土）6日
（日）

第5回ゴスペルfor3.11チャリ
ティイベント

ゴスペルfor3.11実行
委員会

久留米ベテルキリスト
教会

後援
生涯学習推
進課

8 平成28年3月6日（日） 里山にどんぐりを植えよう
新婦人・里山にどんぐ
りを植えよう会

福岡県緑化センター 後援
生涯学習推
進課

9 平成28年3月5日（土）
第十回朗読公演・樋口一葉
＆小泉八雲
「名文その心地よき調べ」

武田久仁子朗読実行
委員会

えーるピア久留米・視
聴覚ホール

後援
生涯学習推
進課

10 平成28年4月10日（日）
吹奏楽団ゆうすい　第5回
定期演奏会

吹奏楽団ゆうすい
石橋文化センター
大ホール

後援
生涯学習推
進課

11
平成28年2月24日（水）27
日（土）28日（日）

講座とワークショップ「７ヶ国
語で話そう。」

ヒッポファミリークラブ
久留米

石橋文化センター共
同ホール　音楽室

後援
生涯学習推
進課

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－ 1



H27.12.16からH28.1.15 受付分まで

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

教育委員会後援事業等に関する報告

12 平成28年2月27日（土）
聖ルチア病院　第10回地域
講演会

医療法人聖ルチア会
聖ルチア病院

鳥飼校区コミュニティ
センター

後援
生涯学習推
進課

13 平成28年1月26日（火） 心象会展 水墨画心象会
久留米市一番街　多
目的ギャラリー

後援
生涯学習推
進課

14 平成28年2月27日（土）
モラロジー生涯学習セミ
ナー

久留米西モラロジー
事務所

久留米市犬塚校区コ
ミュニティセンター

後援
生涯学習推
進課

15 平成28年2月13日（土）
平成27年度「第33回　楽し
い幼児の音楽祭」

久留米幼児音楽研究
協議会

久留米市民会館大
ホール

後援
生涯学習推
進課

16 平成28年3月6日（日） 平和講演会
久留米市日中友好協
会

サンライフ久留米　大
会議室

後援
生涯学習推
進課

17 平成28年4月28日（木）

石橋文化センター開園60周
年事業
OFF BROADWAY MUSICAL
Forever　Plaid

公益財団法人久留米
文化振興会

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

18 平成28年8月20日（土）

石橋文化センター開園60周
年事業　ドラゴンクエストコ
ンサート
すぎやまこういちと九州交
響楽団　ドラゴンクエストⅦ
エデンの戦士たち

公益財団法人久留米
文化振興会

石橋文化ホール 後援
生涯学習推
進課

報告１－ 2



握力（ｋｇ） 上体起こし（回） 長座体前屈（ｃｍ） 反復横跳び（点） シャトルラン（回） ５０Ｍ走（秒） 立ち幅とび（ｃｍ） ソフトボール投げ（ｍ） 体力合計点（点）

久留米市(H23) 17.1 18.2 33.4 39.8 50.2 9.55 151.8 25.4 53.3

久留米市(H24) 16.7 18.2 31.8 40.3 49.9 9.37 151.1 24.4 52.9

久留米市(H25) 16.8 19.1 31.9 41.6 51.9 9.32 151.2 23.6 53.6

久留米市(H26) 16.8 19.2 32.0 40.7 52.0 9.42 149.7 23.5 53.6

久留米市(H27) 16.9 19.8 32.0 41.3 54.6 9.37 151.6 23.6 54.1

福岡県(H27 ) 16.5 19.7 32.9 41.6 52.6 9.36 150.3 23.8 54.1

全国(H27) 16.5 19.6 33.1 41.6 51.6 9.38 151.2 22.5 53.8

握力（ｋｇ） 上体起こし（回） 長座体前屈（ｃｍ） 反復横跳び（点） シャトルラン（回） ５０Ｍ走（秒） 立ち幅とび（ｃｍ） ソフトボール投げ（ｍ） 体力合計点（点）

久留米市(H23) 16.3 17.0 37.7 37.1 37.9 9.81 142.0 14.2 53.1

久留米市(H24) 16.2 16.8 35.4 37.9 36.1 9.73 141.7 14.2 52.7

久留米市(H25) 16.0 17.9 35.9 38.8 39.9 9.65 143.6 13.6 54.0

久留米市(H26) 16.4 18.2 36.4 38.0 40.7 9.70 142.5 13.9 54.4

久留米市(H27) 16.5 18.6 36.4 39.2 41.8 9.66 144.9 13.9 55.1

福岡県(H27) 16.1 18.4 37.2 39.2 39.8 9.68 143.1 13.9 54.8

全国(H27) 16.1 18.4 37.4 39.6 40.7 9.62 144.8 13.8 55.2

握力（ｋｇ） 上体起こし（回） 長座体前屈（ｃｍ） 反復横跳び（点） シャトルラン（回） ５０Ｍ走（秒） 立ち幅とび（ｃｍ） ソフトボール投げ（ｍ） 体力合計点（点）

久留米市(H23) 29.3 25.0 41.5 49.5 81.1 8.14 196.7 21.2 40.4

久留米市(H24) 29.5 26.0 43.3 50.3 82.6 7.97 196.5 21.3 41.9

久留米市(H25) 29.0 26.4 42.0 50.1 84.9 8.01 195.4 21.5 41.8

久留米市(H26) 28.5 25.6 42.7 49.7 85.4 8.02 195.8 20.7 40.8

久留米市(H27) 29.0 26.4 43.2 50.5 85.0 7.95 197.2 21.0 42.0

福岡県(H27) 29.1 27.0 42.4 51.3 86.8 8.03 194.1 20.6 41.6

全国(H27) 28.9 27.4 43.1 51.6 85.6 8.01 194.1 20.7 41.9

握力（ｋｇ） 上体起こし（回） 長座体前屈（ｃｍ） 反復横跳び（点） シャトルラン（回） ５０Ｍ走（秒） 立ち幅とび（ｃｍ） ソフトボール投げ（ｍ） 体力合計点（点）

久留米市(H23) 23.3 20.9 43.5 43.4 51.9 8.98 167.2 13.1 46.2

久留米市(H24) 23.4 20.9 44.9 44.3 55.0 8.92 166.4 12.7 47.1

久留米市(H25) 23.4 22.0 43.8 44.9 56.6 8.89 168.1 12.9 47.6

久留米市(H26) 23.3 21.0 43.7 44.0 55.4 8.97 167.0 12.4 46.2

久留米市(H27) 23.6 22.0 45.2 44.5 56.0 8.89 168.6 12.8 48.4

福岡県(H27) 23.8 22.6 44.5 45.6 57.4 8.88 166.5 12.7 48.2

全国(H27) 23.7 23.3 45.5 46.1 58.1 8.84 167.3 12.8 49.1

※網かけ部分は全国平均を上回っている数値

報
告
２

－
１

中学校女子
（中２）

　　　       平成23～27年度　体力・運動能力、運動習慣等調査

小学校男子
（小５）

小学校女子
（小５）

中学校男子
（中２）



報告３－１ 

 

平成２８年度 久留米市立小・中・高・特別支援学校等の入学式について 

 

    平成２８年度の久留米市立小・中・高・特別支援学校等の入学式の期日 

が下記のとおり決定いたしましたので報告いたします。 

    

記 

 

月 日 曜 学 校 名 等 

４ ７ 木 南筑高等学校、久留米商業高等学校、三井中央高等学校 

４ ８ 金 中学校 

４ １１ 月 久留米特別支援学校（小学部・中学部・高等部） 

４ １２ 火 小学校 

 

  

 

 

 

定 例 教 育 委 員 会 資 料  
平成２８年１月２５日 
教 育 部  学 校 教 育 課   



 

報告４－１ 

 

第３期久留米市教育改革プラン（案）に関する 

パブリックコメントの実施について 

 
 
１ 概要 
   平成２８年度から４年間を計画期間とした第３期久留米市教育改革プラ

ンを策定するにあたり、市民等から意見を徴取しプランへ反映させるた

め、パブリックコメントを実施するもの。 
 
２ 対象 
   第３期久留米市教育改革プラン（案） 
 
３ 募集期間 
   平成２８年２月１日（月）から３月１日（火）（必着）まで 
 
４ 提出手段 
   住所、氏名、年齢、電話番号、意見を書いて、持参、郵送、ファクス、

電子メールにて提出 
 
５ 提出先 
   久留米市教育委員会 教育部総務 
 
６ 素案の閲覧場所 
   市庁舎１階行政資料コーナー、市庁舎１７階教育部総務、各総合支所地

域振興課、教育部各事務所（田主丸・北野・城島・三潴）、各市民センタ

ー、えーるピア久留米、中央図書館 
 
７ 広報 
   ２月１日号広報くるめ、ホームページを通じた広報 

教育委員会資料 
平成２８年１月２５日 

教育部 総務 




