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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年１月３１日（火）  開会 午後４時４９分 

閉会 午後５時４０分 

２ 場  所   柳井市役所 ４０１会議室 

３ 出席委員   教育長            桑原  眞 

委 員（教育長職務代理者）  西原 光治 

 委 員            原田 敏弘 

委 員            河岡 治子 

委 員            厚坊 俊己 

４ 出席職員   教育部長           河村 邦久 

教育総務課長         山中 松樹 

         学校教育課長         西本  隆 

生涯学習・スポーツ推進課長  広田 成毅 

         柳井図書館長         神田 栄治 

         給食センター所長       三宅  智 

５ 書  記   教育総務課長補佐       小田 文孝 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第１号 柳井市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について 

②議案第２号 柳井市立学校職員服務規程の一部改正について 

③報告第１号 柳井市文化福祉会館、柳井市勤労青少年ホーム及び柳井市体育館の指定 

管理者の指定について 

④報告第２号 柳井市ウェルネスパークの指定管理者の指定について 

（２）その他 

７ 議事の内容 

 

（午後４時４９分 開会） 

桑原教育長 

これより本日の教育委員会会議を開会します。 

会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により西原委員、厚坊委員の両名を指名いた

します。 

本日の会議日程は、机上配布のとおりとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

桑原教育長 

 ご異議なしと認めます。 

本日の会議日程は、机上配布のとおりと決定しました。 

議事日程に従いまして、会議を進めさせていただきます。 

議案第１号 柳井市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について、補

足説明があればこれを求めます。 
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西本課長 

議案第１号について説明いたします。 

 本案は、山口県条例「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」の一部改正にお

ける用語、見出しの改正及び条項移動に伴う柳井市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する規則の一部改正を行うものであります。現行の介護休暇が連続する６月の期間内とあ

ったものが通算６月、３回までの分割が可能になったこと、それから介護時間が新設され連

続する３年の期間内で勤務開始あるいは就業の時刻において２時間の範囲内というものが新

たに設定されたことによるものでございます。以上です。 

桑原教育長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

（ありません） 

桑原教育長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これに

ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１号については、原案のとおり決する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

次に議案第２号 柳井市立学校職員服務規程の一部改正について、補足説明があればこれ

を求めます。 

西本課長 

議案第２号について説明いたします。 

 本案は、柳井市立学校職員服務規程における様式の一部改正を行うものであります。先ほ

どの議案第１号に関する様式変更が主なものでございます。以上です。 

桑原教育長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

（ありません） 

桑原教育長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第２号は、原案のとおり決することにご
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異議ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に報告第１号 柳井市文化福祉会館、柳井市勤労青少年ホーム及び柳井市体育館の指定

管理者の指定について、補足説明があればこれを求めます。 

広田課長  

報告第１号は、柳井市文化福祉会館、柳井市勤労青少年ホーム及び柳井市体育館の指定管

理者の指定についてであります。 

公共施設の指定管理は、柳井市公の施設における指定管理者の手続等に関する条例第 7条

第 1項の規定に基づき、平成２８年第４回柳井市議会定例会において議決を経ました。指定

管理者の候補者の選定は、昨年１０月２４日に市職員５名による指定管理者選考委員会を開

催して行いました。選考委員会では、条例の規定にある基準に従い、応募者の申請書類及び

プレゼンテーションについて審査及び評価を行い、候補者を決定いたしました。決定された

候補者は、報告書のとおり株式会社ビークルーエッセでございます。指定期間は、平成２９

年４月１日から平成３２年３月３１日までの３年間でございます。以上で補足説明を終わり

ます。 

桑原教育長 

 以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

原田委員 

これは選考委員会が市の職員さん５名で、指定管理者に立候補するということでの各団体

からのプレゼンテーションがあったということですが、プレゼンテーションに参加したのは

何団体あったのでしょうか。 

広田課長 

今回応募がありましたのは２者でございます。株式会社ビークルーエッセ様と柳井ビル美

装様の２者でございます。５名の職員でございますけれど、副市長、教育長、教育部長、教

育総務課長それと私でございます。 

原田委員 

この２者を比較してビークルーエッセさんの方が応募の内容、プレゼンテーションの内容

が総合的に優れていたということなんですね。 

広田課長 

特に２者の差でございますけれど、今回につきましては高齢者、子どもや障がい者に対す

る対応、収支計画の緻密さ、職員の適正配置、地元団体や地元住民との繋がりの深さという

点でビークルーエッセ様の方がより優れていたということで高い評価が得られておりました。 

厚坊委員 

２８年度まではどこだったですかね。 

広田課長 

２８年度までにつきましてもビークルーエッセ様でございました。 

厚坊委員 
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私も担当していて非常に今までやり易かったからどうかなと思いました。 

西原委員 

２者で、いわゆる競争見積された訳ですね。 

広田課長 

単純に金額が安い方に決まるという訳ではなくて、総合的に団体の経営方針、それから施

設の管理、地域住民の皆様方との連携、貢献活動の取組、例えば緊急時の対応等の書類とし

てのまずは審査、それからプレゼンテーションにおいての団体の理念なりというところで再

度説明をいただいたうえでの比較衡量です。ですから単純に安い高いという訳ではございま

せん。逆に低すぎて、さてそれでできるのかという部分も疑義がありますのでトータル的に

判断させていただきました。 

西原委員 

そうしたら今回見積は提出されていないんですか。 

広田課長 

収支計画ということで、２９、３０、３１の３年間の収支計画はちゃんといただいており

ます。そちらの方ももちろん評価の中の一つとして勘案しております。 

西原委員 

数値的にはどうだったんですか、結果は。 

広田課長 

数値的にはこちらが示した基準はあります。基準額ということで、こちらの方でもし今の

施設を管理運営するとしてこれくらいのものは掛かるだろうという基準を出させていただき

ました。両社ともその基準額ということで指定管理料を出されました。後はそれ以外で自分

たちで自主事業をやられてまたは利用率を上げることで利用料金をアップしたかたちでの収

支計算を立てられておりました。 

桑原教育長 

よろしいですか。他にございますか。 

以上で質疑を終結いたします。 

次に報告第２号 柳井市ウェルネスパークの指定管理者の指定について、補足説明があれ

ばこれを求めます。 

広田課長 

報告第２号は、柳井ウェルネスパークの指定管理者の指定についてでございます。 

公共施設の指定管理者は、柳井市公の施設における指定管理者の手続等に関する条例第７

条第１項の規定に基づき、平成２８年第４回柳井市議会定例会において議決を経ました。 

指定管理者の候補者の選定は、本年１０月２４日に市職員５名による指定管理者選考委員

会を開催して行いました。選考委員会では、条例の規定にある基準に従い、応募者の申請書

類及びプレゼンテーションについて審査及び評価を行い、候補者を決定いたしました。決定

された候補者は、報告書のとおりミズノスポーツサービス株式会社でございます。指定期間

は、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの５年間でございます。以上で補足

説明を終わります。 

桑原教育長 

以上で補足説明を終わります。 
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本案に対する質疑はありませんか。 

原田委員 

この選考委員会に応募されたのはこのミズノさん以外にもあったのですか。 

広田課長 

今回は、ミズノスポーツサービス様１者でございます。 

原田委員 

昨年までミズノさんの方も指定管理料の中では赤字運営をされていた。来年度からは少し

指定管理料をあげるというご説明を以前お聞きしたんですが、どのくらい上がって、あとそ

れによっての内容的な充実というのはどういうご提案があったんでしょうか。 

広田課長 

以前指定管理につきましては、今原田委員さんがおっしゃいましたように指定管理料を増

額したうえで、より管理運営を充実していただくというお話はさせていただきました。今回

市の方で基準額を算定させていただきました。実際にそれぞれの項目、光熱費それから人件

費等々現在の人数それからこれから必要であろう維持等々も含めて基準額を出させていただ

きまして、金額的には６００万円弱というかたちの増額となりました。その中で特に昨今ウ

ェルネスパークにつきましては、市民の方々いろいろな方々からいろいろ指摘を受けており

ます。ちゃんと管理運営ができるようなかたちでの人件費なり維持管理費にさせていただい

ております。 

原田委員 

６００万円というのは年間６００万円増額ということですね。それによって内容的なこの

運営の充実は具体的にどういうことがされるんですか。 

広田課長 

具体的には特に管理運営と言いますか、特に草と言いますか樹木と言いますかそちらの管

理面で非常にご指摘いただいております。状況としては、いわゆる委託料につきまして樹木

管理、除草の管理につきまして、委託料の金額の方がかなり低い額で設定されていたという

ことでミズノ株式会社さんはそれを解消するために人件費、ですから人が本来であれば受付

業務、全体的な総務業務というのもある訳なんですが、それを割くという言い方をしたらい

けませんけれど、それと併せて草刈りをやったりということで、結局は後手後手に回ってし

まったりということで、本来の管理業務が少し手薄であったのかなというところで、今回は

特にその委託料という部分で草刈り、樹木管理については餅は餅屋と言いますか、本来業者

がやるべきところはちゃんと業者にやってくださいというとこも含めて、よりそちらの部分

については充実をしていただくことにいたしております。ですから人件費がべらぼうに増え

たという訳ではありません。人件費の方もちゃんとこちらが指定した形の金額でやっていた

だくということでございますので、これから５年間についてはそういった部分で皆様が見え

るかたちでの管理、ですから一生懸命皆さん今歩いていただいてますけれども、その中でこ

れから５年間というのはよくやったなというところでは成果が出るような形で私ども指導し

て参りたいと思います。 

原田委員 

樹木、雑草の管理を業者に委託してもらって、本来のいわゆる管理とか運営、市民がもっ

と運動に親しんで、スポーツに親しんで、あそこを有効に活用して健康になっていただく、
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健康寿命を増やしていくためのいろいろな活動を充実させていただけるということなんです

ね、企画を組んだりとか。 

西原委員 

ちょっともう１回確認させてください。今の除草関係とか樹木、いわゆる緑化関係ですね、

それについて、従来はミズノさんに全て包含されていたということですか。 

広田課長 

もちろんそうです。今回も前回までもそうです。 

西原委員 

そこの部分を更に充実するために予算をアップして専門業者の方に依頼するというそうい

ったスタイルなんですね。 

広田課長 

そうです。そうは言っても予算の方も増額はしたとはいえ限界がありますので、全く赤字

にならない程度で全部増額できるかと言ったら難しいとこはありますので、復唱になります

けれども餅は餅屋の部分は徹底的にやってもらいたい。ただし、そうは言っても経費面で厳

しいところについては、本来の管理業務それから運動教室の計画等についても舞が舞えると

いうところの中で人の方も割いていただくということも必要であろうと考えております。で

すから今までもちゃんと委託料は組んでおりましたけれども、結局は委託料の部分が本来と

いうか今回適正かどうかというのはありますけれども、ちゃんと見積なりで試算したうえで

これだけのものはやはりいったんだなというところで算定の方はさせていただきました。で

すから今までの５年間については、かなり会社の方で苦慮されていた部分はあります。苦慮

されて昨年はかなりその赤字の方も一生懸命頑張って減額されましたけれども、やはり行き

届かなかった管理というのがあるのかなと思います。 

原田委員 

利用者数、特にアクアヒルですよね、あそこの利用者数というのは確か修繕というか工事

をするために何か月間か閉めていて、そのためにプールを利用する市民の方が玖珂の方へ行

かれたりとか別のところへ行って泳がれているうちに向こうで友達が出来たのでもう戻って

こられなくなって利用者が減ったとかというようなこともあったというふうに聞いているん

ですけど、私も２週間、３週間前くらいに久しぶりに行って泳がしていただいたんですが、

ガラガラなんですよね、大変快適に泳げましたけれど。あの人数くらいではやはり光熱費も

全くカバーできないだろうなというふうに思いました。お風呂の方も入らしていただいたん

ですが、快適に大変空いておりました。そこら辺の利用者を増やすためのこう企画というか

ですね、その辺を具体的にこうミズノさんの方でこういうふうにやって行ったら利用者がこ

う今よりも１割増えるんだとか２割増やすというような前向きなプレゼンテーションという

のがあったのかどうかということがですね一番気になる所なんですけど。 

広田課長 

プレゼンの中ではそういったものも含めてこれから今まで以上に頑張って集客はしたいと

いうのはお話はもちろんありました。今も、委員さんも行かれたので会われたかもしれない

んですけれども、従前よりもかなり職員の方がお客さんに対しまして接している部分も多い

のかなというとこで、単純に発券をする所で機械の方で対応するという所もありますけども、

なるべく職員がちゃんとお話をしたうえでリピーターを取ってくださいというお話もしてま
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すし、今あのパスポート券と言いますかプール券の回数券それからお風呂の回数券、それを

まとめたいろいろな形での取組をされております。それから後は会社の方に直接、例えば中

電さんもそうだったかなと思うんですが、行かれまして、タイアップをしたうえでアクアヒ

ルを使っていただくとかそういういわゆるセールス的なものもですね、実際はやっていただ

いております。ですからそれが早く身になる形で表面に出てくればいいなとは私どもも考え

ております。後はおっしゃったように教室と言いますか、いかにお客さんを呼んで楽しんで

もらうかということで、ミズノさんとしては今、泳法の水泳教室ということではなくて健康

的な部分での水中ウォーキングでご高齢の方を対象とした水中運動とかそういうものも適宜

やっておられまして、今後もその部分についてはよりやっていきたいと。今後についてミズ

ノさんとしましては柳井市の水泳関係それからスイミングクラブ、テニスにつきましてはソ

フトテニス協会等々とも協力援助ということで書面でも交わしておられます。そこでまた人

数の方も増やしたいという話の方もいただいております。 

原田委員 

そういった努力をしていただいて黒字にしていただくということと同時にやはり市民の健

康づくりに有意義に使う、せっかくの施設なのでもっともっと使っていただけるといいなと

いうふうに思います。 

西原委員 

柳井市には、にこにこ健康づくりという一つのシステムがありますけれど、それとのタイ

アップ制というか関係というかその辺はどんなんですかね。 

広田課長 

にこにこ健康づくりの関係で、今アクアヒルの入って左手の方に運動能力というか計測の

エアバイクがあったりとかいうところで、そこで継続的に計測をして自分の健康度を測って

いただいております。その中に実際ミズノの方も協力体制で入ってまして、指導者がいてお

話をしながら、アクアヒルとしてはお客さんが来てそういう計測もして、その時にプールに

入ってもらうとか温浴施設に入ってもらうとか、終わったらゆっくり上で、畳の部屋があっ

たり、もしもう少し運動したいなという方がいらっしゃったらジムもありますから、そうい

う形で両方が同じ施設の中で共有できる運動なり健康状況を確認するということではしっか

りタイアップの方はさせていただいてます。後もう１件、今ミズノの職員の方でも他所の、

それこそ武道館の方でにこにこ健康があったりすると、実際にミズノのスタッフの方がそこ

で指導もして健康的なお話もして、そこの中で、そしたら負担の無い形で言えばアクアヒル

の方でも水中運動がありこういうこともできますよということで、お互いに情報共有しなが

らということで活動はされておられるかと思います。 

西原委員 

分かりました。そういったようにやはり共有しながらコラボレーションでお互いがタイア

ップしていったら、少しでも集客はアップしていくんじゃないかなと今思いましたので、是

非ともよろしくお願いします。 

桑原教育長 

他に質疑はありませんか。 

以上で質疑を終結します。 

 暫時、協議会といたします。 



 8 

 （午後５時１３分 協議会） 

 

（午後５時４０分 再開） 

桑原教育長 

協議会を閉じて本会といたします。 

以上で、全議事日程を終了しました。 

本日の会議は、これをもって閉会といたします。 

（午後５時４０分 閉会） 

 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

教 育 長   桑 原   眞 

 

署名委員   西 原 光 治 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


