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教育委員会定例会(５月)会議録 

 

 

日  時 令和２年５月２１日(木) １４時００分～１５時００分 

 

場  所 テレビ会議 

 

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  井上 謙介（教育部長）      平田 敬一（教育部次長） 

     松本 良一（教育センター所長）  四ヶ所 清隆（教職員課長） 

薄 弘典（学校教育課長）     日野 勝文（人権・同和教育主幹） 

吉山 修一（体育スポーツ課長） 

 

議  案 

第１７号議案 久留米市立学校の主任等の任命の臨時代理について 

第１８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１９号議案 久留米市教科用図書選定委員会委員の任命等について非公開 

第２０号議案 久留米市教科用図書選定委員会専門委員の任命について非公開 

第２１号議案 久留米市教育集会所運営審議会委員の任命について非公開 

第２２号議案 令和２年度教育費５月補正予算（第１号）に係る意見の申出の臨時代

理について 

第２３号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休業

の臨時代理について 

第２４号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休業

延長の臨時代理について 

第２５号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休業

再延長の臨時代理について 

第２６号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休業

期間変更の臨時代理について 

第２７号議案 令和３年度久留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び中学校

特別支援学級において使用される教科用図書の採択に係る選定方針に

ついて                         非公開 

第２８号議案 令和３年度久留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び中学校

特別支援学級において使用される教科用図書の採択に係る教科用図書

の内容等の特徴の審議について（諮問）          非公開 

第２９号議案 久留米市教科用図書選定委員会規則の一部を改正する規則  非公開 
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協議事項 

（１） 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価報

告書（令和元年度分）について 

 

 

議案の審議に先立ち、第１９号議案、及び第２０号議案、第２７号議案、第２８号議案、

第２９号議案は非公開かつ、まとめて審議することが承認された。また、第２３号議案

及び第２４号議案、第２５号議案、第２６号議案はまとめて審議し、第２１号議案は、

非公開とすることが承認された。 

 

議案 

第１７号議案 久留米市立学校の主任等の任命の臨時代理について 

教育長 ただいまから、「久留米市教育委員会５月定例会」を開会いた

します。 

本日は、議案への質問については、事前に質問表をいただい

ておりますので、まず、質問について事務局から回答させてい

ただきます。その後、他の委員からのご質問も受けたいと思い

ます。 

その後、採決といった流れで進めさせていただきますが、承

認の場合は、事前に配布させていただいている〇の札をカメラ

に映していただきますようお願いします。 

それでは、議案の審議に入ります。 

「第１７号議案 久留米市立学校の主任等の任命の臨時代理

について」について、この議案について、事前のご質問はござ

いませんでした。 

改めてご意見やご質問はございませんでしょうか。 

（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１７号議案 久留米市立学校の主任等の任命の臨時代理

について」、この議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきま

すようお願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

教育長 賛成全員であります。よって、第１７号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、「第１８号議案 久留米スポーツ推進審議会委員の任命

について」を議題といたします。 
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第１８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 

教育長 

 

「第１８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」、この議案について、事前のご質問はございませんでし

た。改めてご意見やご質問はございませんでしょうか。 

 

（全委員） （なし） 

教育長 

 

ただいま事務局より第１８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） 

 

（なし） 

 

教育長 

 

 

 ご質問等が無いようですので、早速採決に入ります。 

「第１８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」、この議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきます

ようお願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

教育長 

 

 

 

賛成全員でありますので、第１８号議案を原案のとおり承認

いたします。 

次に、「第２２号議案 令和２年度 教育費５月補正予算（第

１号）に係る意見の申出の臨時代理について」を議題といたし

ます。 

 

第２２号議案 令和２年度 教育費５月補正予算（第１号）に係る意見の申出の臨時

代理について 

教育長 この議題については、事前にＡ委員より質問があっておりま

す。 

Ａ委員、質問の内容をよろしいでしょうか。 

 

Ａ委員 私が委員になり、１０か月程になりますが、ＰＣ端末の整備

というのは、その頃からずっと議題になっていると思う。 

現実問題として、いつ頃実際に配布が始まり、いつ頃 Wi-Fi

の環境が整うの、大体の時期がわかれば教えてほしい。 

 

教育長 それでは、事務局から回答をお願いします。 

 

事務局 パソコンの配布につきまして、これまで国は、令和５年度の

達成を目指しておりましたが、今回の新型コロナウイルスの感

染拡大に伴う全国的な長期休校の状況を受けまして、計画を大
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幅に前倒しし、今年度中に整備を完了できるような補正予算が

組まれております。この国の予算を活用して、配備については、

秋頃を予定しております。 

また、本年度の当初予算でお願いしておりました、先行的に

調査研究を行う実証校のパソコンについては、夏頃の配備を見

込んでおります。 

なお、実証校についてですが、小学校につきましては、南薫

小学校、中学校につきましては、荒木中学校を指定することと

しています。 

また、Wi-Fi環境の整備につきましては、現在、施工業者を選

定するためのプロポーザルを公募中でございます。学校によっ

て、整備が完了する時期は異なりますが、最終的な事業完了は、

３月となる見込みとなっております。 

教育長 事務局からの回答は終わりましたが、Ａ委員いかがでしょう

か。 

 

Ａ委員 現在、Wi-Fiの工事はどこも混んでおり、なかなか進まないの

もわかる。日本のように先進国で Wi-Fi 環境の整備が遅れてい

るのも珍しいと常日頃思っていたが、やはりコロナの影響でこ

うなってしまった。スピードがいかに大事かということである

と思う。 

 

教育長 他の委員の皆様、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、採決に移らせていただきます。 

「第２２号議案 令和２年度 教育費５月補正予算（第１号）

に係る意見の申出の臨時代理について」、この議案に賛成の方

は、〇の札を挙げていただきますようお願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 

 

 

賛成全員でありますので第２２号議案を原案のとおり承認い

たします。 

続きまして、第２３号議案、第２４号議案、第２５号議案、

そして第２６号議案については、関連がございますので、一括

の議題とさせていただきます。 
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第２３号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休

業の臨時代理について 

第２４号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休

業延長の臨時代理について 

第２５号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休

業再延長の臨時代理について 

第２６号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う久留米市立学校の臨時休

業期間変更の臨時代理について 

教育長 

 

この議題については、事前のご質問等はございませんでした

が、改めて皆様方からご意見やご質問はございませんでしょう

か。 

 

（全委員） （なし） 

教育長 

 

 

 無いようですので、採決に入らせていただきます。 

先ほどと同様、審議は、一括して行わせていただきましたが、

採決は、議案ごとに行いたいと思います。 

まず、「第２３号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に

伴う久留米市立学校の臨時休業の臨時代理について」、この議案

に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますようお願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 賛成全員でありますので第２３号議案を原案のとおり承認い

たします。 

次に、「第２４号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に

伴う久留米市立学校の臨時休業延長の臨時代理について」この

議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますようお願いし

ます。 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 賛成全員でありますので第２３号議案を原案のとおり承認い

たします。 

次に、「第２４号議案 新型コロナウイルスの感染拡大防止に

伴う久留米市立学校の臨時休業延長の臨時代理について」この

議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますようお願いし

ます。 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 賛成全員でありますので第２４号議案を原案のとおり承認い

たします。 
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続きまして、「第２５号議案 新型コロナウイルスの感染拡大

防止に伴う久留米市立学校の臨時休業再延長の臨時代理につい

て」この議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますよう

お願いします。 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 賛成全員でありますので第２５号議案を原案のとおり承認い

たします。 

続きまして、「第２６号議案 新型コロナウイルスの感染拡大

防止に伴う久留米市立学校の臨時休業期間変更の臨時代理につ

いて」この議案に賛成の方は、〇の札を挙げていただきますよ

うお願いします。 

 

（全委員） 賛成（〇の札を挙げる） 

 

教育長 賛成全員でありますので、第２６号議案を原案のとおり承認

いたします。 

以上で議案の審議については、全て終了いたしました。 

ありがとうございました。 

次に協議事項に入らせていただきます。 

協議事項  

（１） 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に関する点検及び評価報

告書（令和元年度分）について 

教育長 

 

 協議事項「（１） 教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行状況に関する点検及び評価報告書（令和元年度分）につい

て」を議題といたします。 

 この議題については、事前にＢ委員より、ご意見をいただい

ております。 

 Ｂ委員、ご意見の内容をお願いします。 

Ｂ委員 

 

 毎年、この重点シートを作成していただいている。かなり具

体的に記述をしていただけるようになったと思います。大変ご

苦労もあっているかと思う。さらに、具具体的に、何ができて

何ができなかったかをしっかりと振り返ることが次への改善に

なっていきますので、ぜひ難しいことを易しく、易しいことを

深くシートに書き込んで、改善をしていっていただきたいとい

うことを更に強くお願いしたいと思う。通り一遍当のことしか

書かないと次への改善が難しくなると思っている。特にここに

書いてある事業分析の工夫・改善の課題をしっかりと具体的に

記入していただく。必ず何らかの課題があるので、そこをしっ

かりと具体的に書き込んでいただけるようお願いをさせていた
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だきたいと思う。 

 それから、課題の改善を具体的に出すことは、評価に値する

ような雰囲気を醸し出していただきたい。課題が多ければ、事

業に対して課題があったのではないかということではなく、真

剣に課題を見つけ出していることはいい事だと、そういう雰囲

気をぜひ醸し出していただきたいと思う。マイナス評価ではな

く、プラス評価として次につなげていただくことをお願いした

い。 

教育長 

 

 事務局から、これについて回答がありますでしょうか。 

 

事務局  いただいたご意見を踏まえ、しっかりと事業の評価、分析を

行いながら今後の取り組みに繋げていきたいと思っている。 

 

教育長  事務局から回答がございました。 

 貴重なご意見本当にありがとうございます。しっかりと取り

組ませていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

Ｂ委員  決して通り一遍当にならないように、シートを出すことが目

的ではなく、改善していって、よりよい事業をすることが目的

だということをしっかり理解していただきたいと思います。 

 

教育長  他の委員の皆様よろしいでしょうか。 

 

全委員  なし 

 

教育長 次の報告事項に移らせていただきます。 

 

報告事項 

（１） 教育委員会後援事業等に関する報告 

（２） 新型コロナウイルス感染症に関する報告 

 

今後のスケジュール 

〇６月定例会：６月２４日（水）１３時からの第１回総合教育会議終了後 

〇７月定例会：調整中 
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非公開議案 

第１９号議案 久留米市教科用図書選定委員会委員の任命等について非公開 

第２０号議案 久留米市教科用図書選定委員会専門委員の任命について非公開 

第２１号議案 久留米市教育集会所運営審議会委員の任命について非公開 

第２７号議案 令和３年度久留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び中学校

特別支援学級において使用される教科用図書の採択に係る選定方針

について非公開 

第２８号議案 令和３年度久留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び中学校

特別支援学級において使用される教科用図書の採択に係る教科用図

書の内容等の特徴の審議について（諮問）非公開 

第２９号議案 久留米市教科用図書選定委員会規則の一部を改正する規則 非公開 

（審議後、第１９号議案、第２０号議案、第２１号議案、第２７号議案、第２８号議

案、第２９号議案は原案のとおり承認された。） 

 

教育長  これで全ての審議が終了しました。以上をもちまして、久留

米市教育委員会５月定例会を終了いたします。 

 

 


