
うきは市教育委員会定例会（第３回） 会議録

開催日時 令和２年３月３日（火） １８時００分～１９時３０分

場 所 うきは市役所 西別館 第２会議室

招 集 麻生 秀喜（教育長）

出席委員 西見 修一（職務代理者） 家永 由里子（委員）

處 愛美（委員） 古賀 公彦（委員）

事 務 局 瀧内 教道（学校教育課長） 井上 理恵（生涯学習課長）

石井 雄児（指導主事） 古賀 文恵（教育総務主事）

議 事 議案第３号 令和元年度３月補正予算要求について

議案第４号 令和２年度当初予算要求について

議案第５号 専決処分の承認を求めることについて

議案第６号 うきは市少人数指導特別教員の給与等に関する条例の制定に

ついて

議案第７号 うきは市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条

例について

議案第８号 うきは市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について

議案第９号 うきは市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に

ついて

議案第１０号 うきは市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規

則について

議案第１１号 小塩小学校社会科見学等旅費補助金交付要綱を廃止する告示

について

議案第１２号 うきは市立小塩小学校入学特別認可実施要綱を廃止する告示

について

議案第１３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定について

議案第１４号 うきは市社会教育指導員設置要綱の制定について

議案第１５号 うきは市地域活動指導員設置要綱の一部を改正する告示につ

いて

議案第１６号 うきは市文化的景観保存計画策定委員会設置要綱の廃止につ

いて

報告事項 （１）会計年度任用職員の公募結果について



（２）うきは市議会の一般質問について

（３）区域外就学について

（４）生徒指導上の諸問題に関する実態調査（令和２年１月末月例報告）につ

いて

その他 （１）令和２年３月分 主な行事予定

教育長
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ただ今からうきは市教育委員会会議規則第３条第２項の規定によ

り、定例教育委員会を開催いたします。

会議の日程は本日限りといたします。

本日の議事録署名者には、西見委員を指名いたします。

諸般の報告について私から説明致します。

（１）新型コロナウイルス感染対策及び学校休業について

臨時教育委員会でご説明したように、３月２日から２４日までうきは市の

小中学校は休業に入っております。この件に関しましては近隣市町村と揃っ

ている部分もありますが、久留米市、朝倉市とは若干のずれは生じておりま

す。小学校は何回かに分けて課題を与えるようし、中学校は同じように課題

を与えていますが、答えも一緒に渡すようにしております。また、受験を控

えている生徒への家庭訪問など丁寧に対応しております。

（２）卒業式及び小塩小学校閉校式について

卒業式は現在の状況を配慮しながら、明日の校長会で決定をしたいと思っ

ております。

小塩小学校の閉校式については、自治協会長さん、区長会の会長さん、地

元の方、学校関係の方と相談しながら明日くらいには結論を出していきたい

と思っております。こういう状況ですので色々ありますが、やむを得ない部

分もあると思っております。

学校の方には保護者からの問い合わせは特段ないと報告を受けています。

明日の校長会でも再度確認します。教育委員会の方には良かったら卒業式で

全部の子供の名前だけは呼んでくれないかとか、卒業式はぜひ実施してほし

いなどの想いを言われているという状況はありますので、明日の検討の折に

参考にして行きたいと思っております。今のところそういった形で、特段の

クレーム等は来ておりません。

何かご意見・ご質問はありませんか。

市内の高校の卒業式に参加しました。４０分程で終わり、来賓挨拶も保護
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者代表くらいで、会場も開けっぱなしで換気を良くしていました、服装など

事前に厚着をしてきてくださいと言われたり、特に混乱もなく素晴らしい卒

業式となっておりました。出来る限り、名前を読み上げる等、一生に一度の

ことなので、ぜひ明日の校長会でよろしくお願い致します。

報道でも、小学校低学年だけで家にいるのは難しとか生活困窮家庭の生活

はどうなるかとか、そういった実態は把握していますか？

保護者にお渡しした分の最後の一行に、心配なことやお困りのことがあれ

ば学校にご相談してくださいという一行を明確に入れております。同時に学

童の方は長期休業中と同様の対応をしております。それも防災無線で放送流

しておりますが、学童も出来れば自宅の方にという話をしておりますので、

今後先生達が家庭訪問等していく中でご意見等出てくればと思います。ただ

１，２年生の件はそもそも児童生徒の安心を考える点からいくとそれをする

なら臨時休業をしなくて良いのではないかと。

色々なご意見は謙虚に聞いて参りたいと思っております。教育委員さんも

何かありましたら、電話でも結構ですので教育委員会の方にご連絡ください。

学校からの家庭訪問は小中全部ですが？

時期はそれぞれの学校の判断でしております。短期でしようとしていると

ころもあれば、ある程度幅を持ってしようとしているところもあると思いま

す。特に中学校は入試前の中学３年生を意識しているところはあります。そ

の辺は学校裁量にお任せしております。

では議事に入ります。

議案第３号 令和元年度３月補正予算要求について

議案説明

事務局より説明がありましたが、何かご意見・ご質問はありませんか。

ＧＩＧＡスクールについてピンと来ない部分もあるかと思いますが、今職

員室で充電してそれを持っていって使っています。ところが一人一台になる

と充電を含めたボックスを各教室においておかないといけない、そこに向け

て色んな配線などを手配するという形です。
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国からは平成３０年から５カ年計画というものが出ており、うちも千年小

に重点的に置くなどしております。５カ年で３分の１、３人に１人には揃え

なさいという事業が進んでおります。形はノート型になるのかタブレットに

なるのか分かりませんが、一人一台使えるような台数、そしてそれを一斉に

使っても耐えうる環境を作っていこうとしております。現在廊下にある一機

で２クラスくらい使っているそうです。今回３月補正で１億４千万程、今持

っている分と合わせて２分の１くらいです。ただそれは今パソコン室にある

デスクトップとも合わせてですから、これは使えないので。数字的には入れ

ていますが実際問題はこれも更新しないといけません。

他に何かご意見・ご質問はありませんか。なければ承認を求めます。

承認

次の議案に移ります。

議案第４号 令和２年度当初予算要求について

議案説明

事務局より説明がありましたが、何かご意見・ご質問はありませんか。

数字的なところではないんですが、本年度の文化事業が中止ということで

寄付の関係もありますから。歌舞伎が令和３年度になるということで、２年

度３年度その辺りの動きはあるんですが？

令和２年度はアクロスの観劇を行きたいということで手を上げておりまし

て、まだ結果が出ておりません。

寄付して頂いた方が子供達に伝統文化に触れさせたいという想いがありま

すので、そちらの方でお願いしたいと思います。

他に何かご意見・ご質問はありませんか。なければ承認を求めます。

承認

次の議案に移ります。
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議案第５号 専決処分の承認を求めることについて

議案説明

専決処分というのは本人に早くお渡しするためのものですよね？

手続きを少しでも早くということでしておりました。

他に何かご意見・ご質問はありませんか。なければ承認を求めます。

承認

次の議案に移ります。

議案第６号 うきは市少人数指導特別教員の給与等に関する条例の制

定について

議案説明

制度の変更に伴う条例の制定ですね。

他に何かご意見・ご質問はありませんか。なければ承認を求めます。

承認

次の議案に移ります。

議案第７号 うきは市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正す

る条例について

議案説明

この件お尋ねがなければ承認を求めます。

承認

次の議案に移ります。

議案第８号 うきは市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正す
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る条例について

議案説明

この件お尋ねがなければ承認を求めます。

承認

次の議案に移ります。

議案第９号 うきは市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規

則について

議案説明

誤っていたものを訂正するということですね。

この件お尋ねがなければ議決を求めます。

賛成

次の議案に移ります。

議案第１０号 うきは市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正す

る規則について

議案説明

他に何かご意見・ご質問はありませんか。なければ議決を求めます。

賛成

次の議案に移ります。

議案第１１号 小塩小学校社会科見学等旅費補助金交付要綱を廃止する

告示について

議案説明

質問がなければ議決を求めますがよろしいでしょうか？
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賛成

次の議案に移ります。

議案第１２号 うきは市立小塩小学校入学特別認可実施要項を廃止する

告示について

議案説明

議決を求めますがよろしいでしょうか？

賛成

次の議案に移ります。

議案第１３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の制定

について

議案説明

質問がなければ議決を求めますがよろしいでしょうか？

賛成

次の議案に移ります。

議案第１４号 うきは市社会教育指導員設置要項の制定について

議案説明

議決を求めますがよろしいでしょうか？

賛成

次の議案に移ります。



事務局

教育長

全委員

教育長

事務局

教育長

全委員

事務局

教育長

議案第１５号 うきは市地域活動指導員設置要項の一部を改正する告示

について

議案説明

議決を求めますがよろしいでしょうか？

賛成

次の議案に移ります。

議案第１６号 うきは市文化的景観保存計画策定委員会設置要項の廃止

について

議案説明

承認を求めますがよろしいでしょうか？

承認

報告事項説明

全ての審議が終了しましたので、第３回教育委員会を閉会いた

します。

次回 臨時教育委員会日程

３月２５日（水）１１時００分～

うきは市役所 西別館


