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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年４月１５日（金） 開会 午後１時４０分 

閉会 午後３時０２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        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１３号 柳井市立学校の通学区域に関する規則の一部改正について 

②議案第１４号 異議申立について 

③議案第１５号 柳井市指定文化財現状変更行為の許可について【当日上程】 

④報告第１号 人事の発令について 

⑤報告第２号 人事の発令について 

⑥報告第３号 人事の発令について 

⑦報告第４号 平成２８年度柳井市社会教育指導員の委嘱について 

⑧報告第５号 平成２８年度柳井市青少年育成センター相談員の委嘱について 

⑨報告第６号 平成２８年度柳井市文化財指導員の委嘱について 

   ⑩報告第７号 柳井市伝統的建造物群保存地区審議会委員の委嘱について【当日上程】 

   ⑪報告第８号 平成２８年度柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーターの委

嘱について【当日上程】 

   ⑫報告第９号 柳井市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について【当日上程】 

（２）その他 

７ 議事の内容 

 

（午後１時４０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、河岡委員の両
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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３件、報告９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 

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１３号は、柳井市立学校の通学区域に関する規則の一部改正について、お諮りするも

のです。 

議案第１４号は、異議申立についてご審議をいただくものです。 

議案第１５号は、柳井市指定文化財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１号は、３月３１日付けで人事の発令を行ったものでございます。 

報告第２号は、４月１日付けで人事の発令を行ったものでございます。 

報告第３号は、４月１日付けで人事の発令を行ったものでございます。 

報告第４号は、平成２８年度柳井市社会教育指導員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第５号は、平成２８年度柳井市青少年育成センター相談員の委嘱を行ったものでござい

ます。 

報告第６号は、平成２８年度柳井市文化財指導員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第７号は、柳井市伝統的建造物群保存地区審議会委員の委嘱を行ったものです。 

報告第８号は、平成２８度柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーターの委嘱を行

ったものでございます。 

報告第９号は、柳井市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱を行ったものです。 

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１３号 柳井市立学校の通学区域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。 

西本課長 

 議案第１３号 柳井市立学校の通学区域に関する規則の一部改正について補足説明いたしま

す。 

本案は柳井市立新庄小学校区の雇用促進自治会が廃止したことに伴い規則を改正するもので

ございます。なお今後当該区域は、築出西での登録となります。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

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。 
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（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１３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１３号は、原案のとおり可決いたしました。 

次の議案第１４号は、個人の情報に関する議案でありますので、「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第１４条第７項ただし書」の規定により、会議を非公開としたいと思いますが、

ご異議が無い方は、挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

西原委員長 

 ご異議なしと認めます。よって会議を非公開といたしますので、関係参与以外の方は退席を

していただくようによろしくお願いいたします。 

［関係参与以外退室・会議非公開］ 

 

［関係参与以外入室・会議公開］ 

西原委員長 

次に、議案第１５号 柳井市指定文化財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１５号 柳井市指定文化財現状変更行為の許可について補足説明をいたします。 

本件は、柳井市指定文化財保護条例第１５条第１項の規定により、柳井市指定史跡 僧月性

墓 付僧月性顕彰碑、清狂草堂の現状変更１件について、柳井市文化財保護審議会に諮問して

いた事項につきまして、３月２３日に同審議会が開催され、慎重審議の結果、現状変更行為が

妥当であると建議がありましたので許可するものでございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

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、討論省略のうえ採択を行いたいと思いますが、これにご
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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１５号は、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。議案第１５号は、原案のとおり可決されました。 

次に、報告第１号から報告第３号の人事の発令については関連がありますので、合せて報告

を受けたいと思います。補足説明があればこれを求めます。 

山中課長 

 報告第１号は、平成２８年３月３１日付けで退職した者、転出した者について教育委員会の

辞令発令を行ったものです。 

 報告第２号は、平成２８年４月１日付けで柳井市教育委員会から転出、転入した職員及び指

導主事の異動の発令を行ったものでございます。 

 報告第３号は、平成２８年４月１日付けで社会教育主事の発令を行ったものです。補足説明

は以上です。 

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１号から第３号の報告を終わります。 

次に、報告第４号 平成２８年度柳井市社会教育指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４号につきまして補足説明を申し上げます。 

 本件は、柳井市社会教育指導員設置規則に基づきまして平成２８年度社会教育指導員委嘱の

報告でございます。指導員は非常勤で、週３日以上の勤務となっております。しらかべ学遊館

に３名配置しており、文化財、放課後子ども教室、子ども会、しらかべ学遊館の維持管理、そ

の他生涯学習関係の業務をお願いしているところでございます。平成２８年度におきましては、

２名が再任、１名が新任となっております。以上で補足説明を終わります。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４号の報告を終わります。 

次に、報告第５号 平成２８年度柳井市青少年育成センター相談員の委嘱について、補足説
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明があればこれを求めます。 

広田課長 

 報告第５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に基づく、平成２８年度相談員の委嘱の報告でござ

います。相談員は、しらかべ学遊館内に設置しております青少年育成センターにおいて、青少

年の相談活動、街頭補導、青少年健全育成市民会議、その他青少年の健全育成に関する業務を

お願いしているところでございます。平成２７年度からの再任になっております。以上で補足

説明を終わります。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５号の報告を終わります。 

 次に、報告第６号 平成２８年度柳井市文化財指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６号柳井市文化財指導員の委嘱について補足説明を申し上げます。 

埋蔵文化財の調査等が主たる職務であり、平成２７年度に引き続きまして委嘱するものでご

ざいます。委嘱期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとなっております。

なお当文化財指導員につきましては平成２３年度から委嘱をお願いしておりますが、５年を経

過しております。しかし、埋蔵文化財調査の専門職として他に適任者がいないということで継

続して雇用するものでございます。よろしくお願いいたします。 

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。 

原田委員 

松島先生はご高齢かと思いますが、健康面や後継者の育成といった点はどうですか。 

広田課長 

健康面に問題はございません。 

桑原教育長 

２人必要なので、これからも続けていただければと考えています。 

西原委員長 

 以上で第６号の報告を終わります。 

 次に、報告第７号 柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会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７号につきまして補足説明をいたします。 

柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員は、地区を代表する者及び学識経験者並びに

関係行政機関の職員で構成されております。この関係行政機関の職員のうち、平成２８年４月
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１日付け人事異動によりまして職員の変更がありました。また今回につきましては、機構改革

ということで所在・役職等の変更がありましたので、同審議会の委員の変更についてというこ

とで報告するものでございます。どうぞ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７号の報告を終わります。 

次に、報告第８号 平成２８年度柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーターの委

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８号につきまして補足説明を申し上げます。 

本件は、平成２８年度柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーター委嘱の報告であ

ります。スクール・コミュニティ総合コーディネーターは平成２６年度から設置したもので、

学校支援ボランティア活動を拡充し、学校と地域住民の協同による教育活動を活性化するため、

さらには学校を核としたコミュニティ作りを推進するために配置するものです。コーディネー

ターは非常勤で、週２日から４日、１か月６４時間程度、主に柳井小学校を中心に勤務をする

ものとします。本年度は山口太平氏に委嘱したものでございます。以上で補足説明を終わりま

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８号の報告を終わります。 

 次に、報告第９号 柳井市いじめ問題対策連絡協議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 

補足説明、第９号について申し上げます。 

いじめ防止対策推進法第１４条第１項の規定により、いじめの防止等に関係する機関及び団

体の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、地方法務局、県警その他の関係者で構

成されるいじめ問題対策連絡協議会を教育委員会の附属機関として設置し委嘱するものであり

ます。期間は平成２９年５月３１日までとなり、お示しの５名の方が異動又は組織の役割分担

の変更により委嘱を行うものでございます。以上で補足説明を終わります。 

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９号の報告を終わります。 
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 暫時、協議会といたします。 

（午後２時５５分 協議会） 

 

（午後３時０２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。 

（午後３時０２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。 

 

 

委 員 長   西 原 光 治 

 

署名委員   原 田 敏 弘 

 

署名委員   河 岡 治 子 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


