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教育委員会定例会(３月)会議録 

 

 

日  時 令和３年３月３０日（火） ９時３０分～１２時００分 

 

場  所 久留米市役所 本庁舎 ２０階 第３委員会室 

 

出席委員 井上 謙介（教育長）       喜多村 浩司（委員） 

     江頭 理江（委員）        緒方 麻美（委員） 

中野 浩美（委員）        内村 直尚（委員） 

 

事務局  秦 美樹（教育部長）       竹村 政高（市民文化部長） 

平田 敬一（教育部次長）     西村 信二（市民文化部次長） 

     田中 勝昌（学校教育振興担当次長）松本 良一（教育センター所長） 

川上 喜美子（学校施設課長）   渡辺 唯希（学校施設課計画主幹） 

四ヶ所 清隆（教職員課長）    田中 晶子（教職員課主幹） 

     薄 弘典（学校教育課長）     江頭 信人（学校教育課指導主幹） 

日野 勝文（学校教育課人権・同和対策主幹） 

榊 悟（学校教育課学務主幹兼学校規模対策主幹） 

小野 雅啓（学校保健課長）    豊福 浩二（生涯学習推進課長） 

水島 秀雄（文化財保護課長）   吉山 修一（体育スポーツ課長） 

矢野 功治（体育スポーツ課主幹） 八田 秀一（中央図書館長） 

      

 
 
議  案 
第８号議案  久留米市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 第９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 
 第１０号議案 学校評議員の委嘱について 
 第１１号議案 令和３年度久留米市教育委員会事務局職員の人事異動の臨時代理につ

いて非公開 
第１２号議案 令和３年度久留米市立学校教職員の人事異動内申の臨時代理について

非公開 
第１３号議案 令和３年度久留米市立高等学校教職員の人事異動の臨時代理について

非公開 
 

協議事項 
（１）令和３年度久留米市教育施策要綱（案）について 

 

報告事項 
（１）久留米市文化財保存活用地域計画について 
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（２）令和３年度久留米市教育委員会学校教育に関する施策体系について 
（３）感染症を防止し、差別や偏見を許さないシンボルマークの作成について 
 

その他 

（１）久留米市立下田小・浮島小・城島小学校の統合について 
 
議案の審議に先立ち、第１１号議案、１２号議案、１３号議案は、非公開で審議するこ

とが承認された。 

 

議案 

第８号議案 久留米市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 
教育長 

 

ただいまから、「久留米市教育委員会３月定例会」を開会いた

します。 

それでは、議案の審議に入ります。 

「第８号議案 久留米市教育委員会事務局組織規則の一部を

改正する規則」、この議案について、事務局からの説明を求めま

す。 
 

事務局 

 

≪議案説明≫ 

 

教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 
委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 
 

（全委員） （なし） 

 

井教育長 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第８号議案 久留米市教育委員会事務局組織規則の一部を

改正する規則」、この議案に賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

（全委員） 挙手 

教育長 

 

賛成全員であります。よって、第８号議案を原案のとおり承

認いたします。 

次に、「第９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」についてを議題といたします。 

 
第９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 

教育長 

 

この議案について、事務局からの説明を求めます。 
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事務局 

 

≪議案説明≫ 

教育長 事務局からの説明は終わりました。 
委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 
 

Ａ委員 時間外の上限を定める事は、正しいことだと思いますが、実

際に先生たちが達成できる状況にあるのかという問題があると

思います。例えば、人員を増やす、仕事の量を減らす、分業す

る、効率を上げるといった方法がありますが、実態に則した方

策がない限り、目標を定めるたけでは難しいと思います。今回

定めた事を実現させるために、実際どういう事をするのかが無

ければ、実用性がないかと思いますが、実現させるための提案

があるのか教えてください。 

 

事務局 

 

教育部長を本部長とする久留米市立学校における働き方改革

推進本部を設置しており、小学校校長会、中学校校長会ととも

に教員の勤務時間の正確な把握と長時間勤務の是正に向けた目

標を設定しています。また、業務改善計画や定時退校日を定め

たり、スクールサポートスタッフの導入なども行っています。

その他にも市教育委員会からの通知文の様式の統一や共同学校

事務室の設置も働き方改革の一環であると考えており、教育委

員会としても取組を支援していく体制を確保していきたいと思

います。 

 

Ａ委員 時間の管理をされても業務量が減らなければ守れないので、

実態が改善されるように取り組んでいただきたいと思います。 
時間外在校時間を守るためには、実際にどうしたらいいのか

を皆さんにわかるように周知していただけたらと思います。 
 

Ｂ委員 子どもたちが先生にたくさん相談したいということがあって

も先生たちにそのような余力がないのではないかと思います。

私は、時間外在校時間を定めることは良いことだと思いますが、

定めた時間を超えた時間が、サービス的な業務になることは、

あってはならないと思います。やはり、現場の先生方の意見を

吸い上げていただきたいと思います。 
また、業務軽減のためには、小学校の教科担任制が考えられ

ますが、久留米市はどのような方向性なのか教えてください。 
もう一つ、中学校の先生の業務の軽減の方策として部活動の

問題があると思っています。今の段階で考えていることはあり

ますでしょうか。 
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事務局 次年度から部活動指導員を導入することになっています。で

きるところから、実労働時間の縮減に取り組んでいきたいと思

います。 
 

事務局 教科担任制について、国は令和５年度から本格実施すること

としておりますが、現時点で、県における人材確保については、

決まっておりません。久留米市では、交換授業という形で先行

して実施している学校がいくつかあります。また、英語、理科

の専門教科で教科指導員を５名ほど配置している状況です。 
 

Ｂ委員 教科担任制については、他自治体でも先行して取り組まれて

いるところもあります。それが本当にいい事かどうか含めて、

時間外の軽減につながるかとういう検証もしながら進めていた

だきたいと思います。 
 

教育長 

 

その他、ご意見ご質問はありませんか。 
 

（全委員） （なし） 

 

教育長 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第９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」について、この議案に賛成の方は、挙手をお願いし

ます。 
 

（全委員） 挙手 

教育長 賛成全員であります。よって、第９号議案を原案のとおり承

認いたします。 

次に、「第１０号議案 学校評議員の委嘱について」を議題と

いたします。 

 
第１０号議案 学校評議員の委嘱について 

教育長 

 

この議案について、事務局からの説明を求めます。 

 
事務局 

 

≪議案説明≫ 

教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 
委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

（全委員） （なし） 
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教育長 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第１０号議案 学校評議員の委嘱について」、この議案に賛

成の方は、挙手をお願いします。 
 

（全委員） 挙手 

教育長 賛成全員であります。よって、第１０号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、協議事項にうつります。 

 
協議事項  

（１）令和３年度久留米市教育施策要綱（案）について 

教育長 

 

協議事項「（１）令和３年度久留米市教育施策要綱（案）につ

いて」を議題といたします。 
この議題について、事務局からの説明を求めます。 
 

事務局 

 

≪議案説明≫ 

教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 
委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 
 

Ｂ委員 重点事業８の「教育ＩＣＴ活用事業」について、子どもたち

に配布された端末は、学校での使用に限定されるものなのでし

ょうか。 

 

事務局 児童生徒用の端末については、まず、学校での活用を充実さ

せることとしています。その延長線上として、将来的には、家

庭への持ち帰りを想定しているところです。記載している貸出

用 Wi-Fi ルーターについては、子どもが持ち帰った際、Wi-Fi 環

境がない家庭に貸出すものとして整備させていただく予定とし

ています。 

Ｂ委員 例えば、小学校で３０人のクラスに英語の授業をした時に、

先生がその場で生徒一人ひとりについて聞き取っていくことは

非常に難しいです。特に今の時期は、マスクもしていますし、

中学校においてもクラスの規模を考えますと難しいと思いま

す。私たちも行っていますが、音声を録音させていくと、人の

前で英語を話すことが苦手な子どもでもやっています。今のこ

の時期こそ、いろいろ問題がありますが、子どもの持ち帰りを

推進していただけないかと思います。管理の問題等はあると思

いますが、端末を持ち帰ることで進められることがあるのでは
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ないかと思います。 

 

Ⅽ委員 学校施設の長寿命化事業について、改築がある程度ひと段落

したというのであれば、外壁やトイレの改修だけでなく、学校

の施設の備品など、長く使えば傷んでくるものについて、予算

を確保していただきたいと思います。どうしても壊れてしまっ

た物からとなってしまいますが、子どもの命やケガに繋がるこ

とも発生しかねないと思いますので、是非、壊れる前にメンテ

ナンスをする予算を確保していただきたいと思います。 

 

教育長 この議題については、次回議案として提出させていただきま

す。 

他に委員の皆様からご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 

 

教育長 

 

ご質問等が無いようですので次に報告事項にうつります。 

報告事項 
（１）久留米市文化財保存活用地域計画について 
（２）令和３年度久留米市教育委員会学校教育に関する施策体系について 
（３）感染症を防止し、差別や偏見を許さないシンボルマークの作成について 
その他 
（１）久留米市立下田小・浮島小・城島小学校の統合について 
今後のスケジュール 
〇 ４月定例会：４月２８日（水） １５時～ 場所：調整中 
○ ５月定例会：５月３１日（月） １４時からの総合教育会議後 

場所：調整中 
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 非公開議案 

第１１号議案 令和３年度久留米市教育委員会事務局職員の人事異動の臨時代理に

ついて非公開 
（非公開で審議後、第１１号議案は原案のとおり承認された。） 

 

第１２号議案 令和３年度久留米市立学校教職員の人事異動内申の臨時代理につい

て非公開 
（非公開で審議後、第１２号議案は原案のとおり承認された。） 

第１３号議案 令和３年度久留米市立高等学校教職員の人事異動の臨時代理につい

て非公開 

（非公開で審議後、第１３号議案は原案のとおり承認された。） 

教育長 

 

 以上をもちまして、久留米市教育委員会３月定例会を終了い

たします。 

 

 


