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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年６月１７日（金） 開会 午後１時３２分 

閉会 午後２時２１分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 出席委員   委員長           西原 光治 

 委員長職務代理者      原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

         教育長           桑原  眞 

４ 出席職員   教育部長          河村 邦久 

         教育総務課長        山中 松樹 

         学校教育課長補佐      林  謙吾 

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１８号 市長からの意見聴取について（平成２８年度柳井市一般会計教育予算

（６月補正）について） 

②議案第１９号 柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可について 

③報告第１５号 柳井市教育支援委員会委員の委嘱について 

④報告第１６号 柳井市青少年育成センター少年補導員の委嘱について 

⑤報告第１７号 柳井中学校区人権教育総合推進委員会委員の委嘱について 

（２）その他 

７ 議事の内容 

 

（午後１時３２分 開会） 

西原委員長 

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条の規定により委員長において原田委員、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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。よって本日の会議日程は、机上配布のとおりと決定しました。日程

に従い議案２件、報告３件を上程し、直ちに議題といたします。 

ただいま議題となりました案件について、提案理由の説明を求めます。 

桑原教育長 
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ただいま議題となりました案件につきまして、その大要をご説明いたします。  

議案第１８号は、平成２８年度柳井市一般会計教育予算（６月補正）について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律に基づき、市長から意見を求められたので、決定をいただくも

のです。 

議案第１９号は、柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可について、お諮りす

るものです。 

報告第１５号は、柳井市教育支援委員会委員の委嘱を行ったものです。 

報告第１６号は、柳井市青少年育成センター少年補導員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第１７号は、柳井中学校区人権教育総合推進委員会委員の委嘱を行ったものでございま

す。 

以上、大要についてご説明いたしましたが、詳細につきましては担当課長から説明させます

ので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

西原委員長 

以上で、提案理由の説明を終わります。これより、議案審議を行います。 

議案第１８号 市長からの意見聴取について、補足説明があればこれを求めます。 

広田課長 

議案第１８号につきまして説明させていただきます。こちらの説明に入る前に、まずは２８

年度より柳井市が取り組みます「人権教育総合推進地域事業」について説明させていただきま

す。 

本事業は、文部科学省が行う人権教育研究推進事業の一つとして、学校、家庭、地域社会が

一体となった人権教育の総合的な取組を上級教育委員会との連携・協力の下で推進し、地域全

体で人権意識を培い、人権尊重の精神を高め、一人一人を大切にした教育の充実に資すること

を目的としております。事業の推進につきましては、文部科学省から県が委託を受け、中学校

区を単位とする推進地域を有する市町に対して、県が再委託をすることにより行われるもので

ございます。なお、こちらの委託期間は３年間となっております。 

また柳井市におきまして本事業に取り組む方針としましては、まず一つとして学校・家庭・

地域が一体となった教育上の総合的な取組を県教育委員会との連携・協力の下で、人権教育の

推進を図ることができること。また、小・中の複数校が共通理解の下に事業に取り組むことで

小・中の連携もさらに進むこと。また、学校・家庭・地域が一体となった取組を行うことによ

り、柳井市が進めます「ひとづくり・まちづくり」に繋がるという大きな３つの意義があると

いうことで県より打診がありましたが、この事業を進めるということで受託をいたしました。 

さらに事業の目標として現在私どもは五つの目標を掲げております。この五つの目標を掲げ

たうえで柳井中学校区人権教育総合推進委員会を設置いたしまして本事業を取り組むことにい

たしました。五つの柱としましては、まず一つとして生き生きとした授業を行えるように、ま

た自他を尊重する空気の醸成を図ること、二番目に子ども同士のつながりを図るということで、

つながりのある安心感の感得、三つ目としましては豊かな言語環境を整えるということで心を

育て安心感を育む読書環境の整備、四番目としましてはあいさつの励行などによる子どもたち

の笑顔と活力による地域への貢献、最後の五つ目としましては世代間交流を通した子どもたち

に働きかける喜びを味わえる大人のコミュニティの形成、という大きな五つの目標を掲げてお

ります。 
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なお現在の本事業の県内の状況でございますが、平成２５年から平成２７年までが平生中学

校区ということで平生町が、平成２６年から平成２８年までが大嶺中学校区ということで美祢

市が取り組まれておられます。こういったかたちで柳井市といたしましても人権教育総合推進

地域事業に取り組むことになりました。こちらの事業に取り組むということで２８年度当初予

算ではなくて今回の補正予算ということで事業を進めるための経費を計上するものでございま

す。 

それではお手持ちの平成２８年度補正予算書６月補正でございますがこちらの５ページをお

開き願えたらと思います。こちら５ページでございますが中段以降でございます。４項社会教

育費５目人権教育費でございます。まず７節の賃金でございますが、延べ８人分の総合推進会

議役員日当として３万９千円を計上しております。つづきまして８節報償費でございますが、

教職員研修及び研修会等における８人分の講師謝礼ということで１４万５千円を計上しており

ます。さらに９節としまして講師旅費を含む旅費として４万７千円を計上しております。６ペ

ージでございます。１１節でございます。事業消耗品として２６万６千円を計上しております。

つづきまして１２節役務費でございます。こちら講演会時に掲げる看板等の作成費ということ

で３万３千円を計上しております。さらに備品購入費でございますが７校分各校３万円という

予算のもと図書購入費として２１万円を計上しております。こちらの補正予算によりまして人

権教育総合推進事業を進めたいと思っております。説明は以上でございます。よろしくお願い

します。 

西原委員長 

 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でしょうか。 

原田委員 

人権教育というのは毎年従来からずっと進めているわけですが、この度は文科省から山口県、

それから山口県から柳井市ということで採択を受けて研究推進事業を行うというご説明ですね。

先ほど五つの目標ということでおっしゃったんですが、この目標に向けて具体的な事業として

は先ほど研修で講師を８人呼んでとのご説明があったかと思うんですが具体的にどういうふう

な研修を行うんですか。 

広田課長 

研修としましては具体的には例えば学校の参観日があってその後に参観日に付随した講演会、

講演会が終わりましたその後に教職員を対象としました講演・講習・研修という形で、今まで

であれば例えば参観日があって参観日に付随した人権講演会という２部立てだったんですが、

さらに一歩進めて教職員を対象とした研修もやりますというところで、教職員に対してのさら

に厚い研修ということで今回この事業を使わさせていただいております。 

西原委員長 

 冒頭にいろいろビジョンとかご説明をしていただきましたけれど、非常にいい取組だと思い

ます。もしよかったらそういった簡単な資料みたいなものがあればお願いしたい。 

広田課長 

申し訳ございません。後ほど皆様にお渡しいたします。 

西原委員長 

その他質疑はございませんでしょうか。 

河岡委員 
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先ほど図書購入費が７校というお話だったですけど、７校とは。 

広田課長 

７校というのは、今回事業に取り組んでいただきます柳井中学校区の柳井中学校、日積小学

校、柳井小学校、柳東小学校、柳北小学校、伊陸小学校、平郡東小学校という７校です。こち

らの方で各３万ということで皆様方で選書というか、皆でこういう本を選びましょうというこ

とも含めて事業を進めさせていただきたいと思っております。 

教育長 

基本的には絵本。心を育てる絵本。人権教育は結局心の教育なので。絵本は単価も高いので

なかなか買えないので絵本を中心にという話はしています。教師用図書でなくて子どものため

の本です。 

西原委員長 

他に質疑はございませんでしょうか。 

（ありません） 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１８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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１８号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、議案第１９号 柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可について、補足

説明があればこれを求めます。 

広田課長 

議案第１９号について補足説明をいたします。 

本件は、柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例第４条第１項の規定により、柳井市古市金

屋伝統的建造物群保存地区内の現状変更許可申請２件について、柳井市伝統的建造物群保存地

区保存審議会に諮問しておりましたが、６月７日に同審議会が開催され、慎重審議の結果、変

更案をもって現状変更行為が妥当であるとの建議がありましたことにより許可するものでござ

います。なお今回の建議でございますが、先月５月２５日の教育委員会会議で、議案第１６号

で辻家・佐々重家の２件の現状変更行為の審議をいただきました。それに対して６月７日に審

議会が開催されまして現状変更行為が妥当であるとの建議があったことを報告するものでござ

います。よろしくお願いします。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 
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 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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１９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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１９号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、報告第１５号 柳井市教育支援委員会委員の委嘱について、補足説明があればこれを

求めます。 

西本課長 

報告第１５号 柳井市教育支援委員会委員の委嘱について、補足説明を申し上げます。 

この教育支援委員会では、柳井市立小中学校に修学する児童・生徒のうち心身に障害がある

と思われる者の適切な教育的措置について審議いたします。任期は、平成２７年７月１日から

平成２９年６月３０日までの２年間です。本件は、柳井市教育支援委員会規則によって委嘱し

ておりました委員のうち５名が本年３月３１日をもって異動したため、新たに柳井小学校・大

野校長、岩国児童相談所・竹田氏、県立田布施総合支援学校・髙本氏、特別支援教育センター

地域コーディネーター・山本氏、そして柳井市教育委員会学校教育課・林課長補佐、５名につ

いて残任期間委嘱したものでございます。なお今年度第１回の教育支援委員会は６月３０日、

第２回は１２月１日を予定しているところでございます。以上でございます。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

 以上で第１５号の報告を終わります。 

 次に、報告第１６号 柳井市青少年育成センター少年補導員の委嘱について、補足説明があ

ればこれを求めます。 

広田課長 

報告第１６号につきまして補足説明を申し上げます。 

本件は、柳井市青少年育成センター規則第５条の規定に基づく少年補導員委嘱の報告でござ

います。補導員は名簿のとおり６月１日付けで関係機関、関係団体より推薦をいただいた９２

名に委嘱を行っており、任期は１年となっております。補導員の方には、年間一人当たり２・

３回の街頭補導をお願いし、青少年育成センターの職員、相談員と共に大規模店舗、ゲームセ

ンター、コンビニ、駅、公園や夏季休業中の海水浴場等青少年が集まる地域の巡視を行う予定

でございます。 

青少年を巻き込んだ痛ましい事件、事故が後を絶たない状況でございますが、青少年の事故

防止、健全育成のため、登録いただいた少年補導員の方々と共に努力して参りたいと思ってお

ります。なお参考として、平成２７年度におきましては５０回の巡視を行っており、今年度も



 6 

同程度の実施を予定しております。以上でございます。よろしくお願いします。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

以前、自転車の乗り方とか話題が出ていましたけれど目新しい情報がありますか。 

広田課長 

私共の課では新しいものは受けていないのですが、例えば学校の生徒の乗り方ではなくて一

般の、学校を離れたうえでの乗り方ということでしょうか。 

西原委員長 

そうですね、この補導の中で見受けられると聞いたことがありましたので。 

厚坊委員 

実はこの担当は私でございまして、自転車の乗り方等についても学校でしっかり指導してお

られますし、特に今問題になっておるのは高校生のスマホやりながら聞きながらとか多少あり

ますが、私が補導している中ではありません。時間帯が日中と夜７時からやるんですが行って

おる所ではそういうことはありません。あれば注意をしていきたいと思います。ちょこちょこ

２列になることはあるんですが、中学生も注意するとまず「すいません」と一言が返ってきて

１列になりますので大したことはないと思います。 

西原委員長 

わかりました。以上で第１６号の報告を終わります。 

次に、報告第１７号 柳井中学校区人権教育総合推進委員会委員の委嘱について、補足説明

があればこれを求めます。 

広田課長 

報告第１７号につきまして補足説明を申し上げます。 

本件は、柳井中学校区人権教育総合推進委員会設置要綱第３条第２項に基づき教育長が委員

の委嘱を行いました。人権教育室長が推薦する識見を有する該当校区小・中学校長及び高等学

校代表等１３名に委嘱を行い、その任期は１年間といたしております。委員には先ほども説明

いたしましたように本事業に関しまして必要な事項を行っていただくこととなっております。 

先ほど委員長からご指摘のありましたように後ほど皆様方には事業の概要についてペーパー

でお示ししたいと思います。よろしくお願いできたらと思っております。役職で１３名を委嘱

となっております。以上でございます。よろしくお願いします。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

 以上で第１７号の報告を終わります。 

西原委員長 

 暫時、協議会といたします。 

 （午後１時５５分 協議会） 
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（午後２時２０分 再開） 

西原委員長 

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 

（閉会 午後２時２１分） 

 

 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。 

 

 

委 員 長   西 原 光 治 

 

署名委員   河 岡 治 子 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


