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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年３月１１日（金） 開会 午後１時３０分 

閉会 午後３時３５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          木元 健二 

         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 河村 邦久 

         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      石岡 雅朗 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第５号 市長からの意見聴取について（平成２７年度柳井市一般会計教育予算（３月

補正）について） 

②議案第６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につい

て） 

③議案第７号 市長からの意見聴取について（サンビームやない条例施行規則の一部改正に

ついて） 

④議案第８号 柳井市立学校管理規則の一部改正について 

⑤議案第９号 柳井小中学校事務専決規程の制定について 

⑥議案第１０号 柳井市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

⑦人議第１号 柳井市立学校学校医の委嘱について 

⑧人議第２号 柳井市立学校薬剤師の委嘱について 

⑨人議第３号 平成２８年度柳井市公民館主事の任命について 

   ⑩議案第１１号 平成２８年度柳井市立小中学校教職員人事異動内申について 

   ⑪議案第１２号 平成２８年度柳井市の教育計画について【当日上程】 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

 

（午後１時３０分 開会） 

西原委員長 
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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厚坊委員、河岡委員の両名を

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８件、人議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 

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５号から議案第７号は、平成２７年度柳井市一般会計教育予算（３月補正）、平成２８年度

一般会計教育予算及びサンビームやない条例施行規則の一部改正について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、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８号及び議案第９号は、中学校に事務長を配置することに伴い、柳井市立学校管理規則の

一部改正及び柳井市小中学校事務専決規程を制定するものです。 

議案第１０号は、柳井市の機構改革に伴い柳井市教育委員会事務決裁規程の一部を改正するもの

です。 

人議第１号及び人議第２号は、柳井市立学校の学校医及び学校薬剤師を委嘱するものです。 

人議第３号は、平成２８年度柳井市公民館主事を任命するものです。 

議案第１１号は、平成２８年度柳井市立小中学校教職員人事異動内申について、お諮りするもの

です。 

議案第１２号は、平成２８年度の「柳井市の教育基本方針」についてお諮りするものです。 

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５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。 

山中課長 

平成２７年度補正予算３月分補正分の５枚目をお願いします。 

事務局費でございます。期末勤勉手当の変更に伴うもので、０．１か月分が増額となりましたの

でその補正と、それに伴います共済費負担金の補正でございます。 

続きまして幼稚園費でございます。就園奨励費の補助金に不足が生じる見込みのため補正をする

ものです。４名分を見込んでおります。当初予算で１８７名、１２月補正で２１９名、３月補正で

２２３名という見込みで補正しました。 

次のページをお願いします。小学校費、学校管理費でございます。委託料の減額につきましては、

余田小学校管理特別教室棟の敷地内の地質調査業務分の減額でございます。 
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続いて、工事請負費の減額でございますが、新庄小学校屋内運動場耐震補強工事が完了しました

ので減額が生じたものでございます。この事業費の変更に伴い、国の交付金が増額し地方債につき

ましては減額となったものです。 

続きまして教育振興費でございます。備品購入費でございますが、国の交付金事業を利用し、各

小学校に大型モニターと書画カメラを購入した際の入札による減額でございます。小学校に４３台

導入したものでございます。 

西本課長 

 同じく教育振興費ですが、需用費、教師用教科書及び指導書等につきましては、見積り減による

ものでございます。２０節扶助費、就学援助費ですが、こちらは申請者の減、当初見込みより申請

する方が少なかったということで減額しております。 

山中課長 

 続きまして、中学校費、教育振興費でございます。 

使用料及び賃借料、コンピューター使用料の減額でございますが、サーバーを更新する際に、当

初予算では７月から見込んでおりましたが、実際には、９月からの使用料となりましたので、２か

月分を減額するものです。 

 続いて備品購入費でございますが、小学校費でもご説明いたしましたが、各中学校に大型モニタ

ーと書画カメラを購入した際の入札による減額でございます。 

西本課長 

 同じく扶助費につきましては、先ほど小学校でご説明したとおり、申請者の減によるものでござ

います。 

山中課長 

 次のページにつきましては、給与の関係ですので、総務課所管となっておりますが、それぞれ、

異動に伴います給与の補正を行ったものでございます。 

神田館長 

 ６目サンビームやない運営費でございます。これは、年度当初に、サンビームやない運営基金を

充てるようにしておりましたが、一般財源で充てることになったための財源振替でございます。 

西本課長 

 それでは、１目保健体育総務費でございます。７目賃金のところで、校医出務日当とございます

が、これは、当初の見積もりと実費の差額ということで減額させていただいております。報償費等

につきましても、見積り等の差額で減額しております。役務費、委託料も見積り減によるもの、ま

た、扶助費につきましては、先ほどの就学援助費と同様に申請減により減額させていただいており

ます。 

三宅給食センター所長 

 続きまして、２目給食センター運営費ですが、１３節委託料は蒸気ボイラー設計委託料の入札減

によるものでございます。１５節工事請負費は、蒸気ボイラー設備更新工事費の入札減によるもの

でございます。 

河村課長 

 ４目の体育施設費でございますが、公共設備基金を一般財源へ振り返るものでございます。 

西原委員長 
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 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 

 ご説明いただいた体育施設費、給食センター運営費、サンビームやない運営費で、財源のところ

を基金で見込んでいたのが一般財源に替わったというご説明だったのですが、そこのところがよく

わからないので、教えていただけますか。 

河村課長 

 基金には目的がございまして、財政課のほうが管理しておりまして、体育施設費で申しますと、

具体的には公共施設整備基金という公共施設の整備に充てるという基金がございまして、最終的に

財政のほうで、基金を取り崩さなくても一般財源へ振り返ることができたということです。サンビ

ームやないもそういった基金がありまして、取り崩さずに、最終的に一般財源で対応できたという

ことです。 

木元部長 

 貯金を取り崩そうと思っていたけど、税収がたくさん入ったので、貯金を崩さずに税収で賄った

ということです。 

原田委員 

 税収がたくさん入ったのですか。一般財源に余裕があったということですか。 

木元部長 

 予算よりも税収が上がったということです。 

山中課長 

 予算を組む時に、あらかじめ収入見込みで組んでいますが、その時に一般財源で足らないところ

を、基金を取り崩して充てておくという当初予算で、最終的に、税収が増えたら、基金の取り崩し

をしなくてもいいという形で、予算書の補正をするということです。 

西原委員長 

 先ほどから何件か出ましたけど、見積り減によるものとか、入札減によるものとか、３、４件ぐ

らいありましたが、具体的にはどういうことですか。 

山中課長 

 小学校費の教育振興費、中学校費の教育振興費で、備品購入費につきましては、補正でお願いし

ておりまして、大型モニターと書画カメラを小中合わせて６３台の購入予算を見積りの予算で組ん

でいました。それを実際に入札してみたら、６３台分がこれだけ安く入ったということでの差額分

を補正で減額するということです。 

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５号について、原案のとおり決することにご

異議ありませんか。 
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 （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５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６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。 

山中課長 

 平成２８年度柳井市予算説明書を８枚めくってください。 

教育委員会費でございます。教育委員の報酬等を計上しておりますが、委員長の報酬については、

今年６月の任期満了に伴い新制度に移行されますので、３か月分の報酬を計上し、残り９か月分に

ついては委員報酬となります。 

続いて事務局費につきましては、主に人件費なのですが、スクールバスの運行維持経費、指導主

事派遣事業などの政策的経費と事務局の運営経費、廃校施設や教職員住宅の維持管理経費、各種団

体、会議への法定外負担金など、経常的な経費を計上しております。指導主事派遣事業は、今年度

と同様に指導主事３名、社会教育主事１名、計４名の給与負担金を計上しております。 

２枚めくってください。高等学校費は、私立高等学校への学校運営費の補助金でございます。補

助金額は、今年度より１０万円減額の２５０万円を計上させていただいております。今年度は５％

カットという財政事情もございまして、若干補助金をカットさせていただいたところでございます。

幼稚園費につきましては、私立幼稚園、市内２園、市外２園への就園奨励費補助金などを計上して

おります。 

続きまして小学校費、学校管理費でございます。市内１２校の小学校の運営及び維持管理に必要

な予算を計上しております。主なものは、学校運営に必要な１１節需用費の光熱水費や、１３節委

託料は、学校施設の設備等の管理業務委託料でございます。 

次のページをお願いします。１４節使用料及び賃借料につきましては、校舎５棟分の建物借上料

などを計上しております。また、学校施設整備として、柳北小学校屋内運動場の改修に要する工事

管理業務委託料や改修工事費を計上しております。 

 続きまして教育振興費でございます。需用費につきましては、教授用消耗品費や、１４節使用料

及び賃借料のコンピューター等使用料、次のページをお願いします。備品購入費や負担金補助及び

交付金の通学費補助金などを計上しております。 

西本課長 

 小学校費に戻っていただいて、教育振興費の７節賃金のところで、臨時雇賃金を計上しておりま

す。これは、生活支援員等によるものですが、非常に厳しい予算の中で、市長さんのほうで学校の

実情をご理解いただきまして、ぴかいちサポーター、今年度は３名配置しておりますが、来年度厳

しいということで、２名の要求をしておりました。ところが、窮状をしっかり説明したところ、増

やしていただきまして、結果としては４名配置することができました。 

 それから、１１節需用費でございますが、説明の中の上から２番目、印刷製本費がございます。

これは、ふるさと柳井が来年度改定になっておりますので、これまでのものを見直して、修正点等

を加えたものを児童に配るというところで、予算を計上させていただいております。 

山中課長 

 ページをめくっていただきまして、新たな目なのですが、３目余田小学校建設費でございます。

お手元に、Ａ３の図面をお配りしております。 
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１枚目につきましては、公民館と管理特別教室棟を併設で建て替える予定のものです。その下側

に、仮設校舎でございますが、工事期間中に使用する校舎となります。 

続いて１枚めくっていただきますと、仮設校舎の平面図です。今年の７月末までに建設し、８月

から建物完成予定の来年８月までの１３か月間使用していただくこととなります。 

続いて次のページは、公民館と併設となります建物の平面図になります。公民館が体育館側でご

ざいます。 

次のページは、立面図、次のページは室別求積図でございます。 

 余田小学校については、２か年で建設いたしますので、建物借上料につきましては今年度分、工

事費につきましては、建物の工事費を計上させていただいております。 

続きまして、予算書へ戻っていただきまして、中学校費の学校管理費でございます。市内４校の

中学校の運営及び維持管理に必要な予算を計上しております。主なものは、学校運営に必要な需用

費の光熱水費や、委託料は、学校施設の設備等の管理業務委託料などを計上しております。 

１枚めくっていただきまして、教育振興費でございます。１１節需用費の教授用消耗品費や、１

４節使用料及び賃借料のコンピューター等使用料、備品購入費、次のページをお願いします。負担

金補助及び交付金の通学費補助金、これは平郡からの通学費補助金でございます。 

西本課長 

 １点戻っていただきまして、１１節需用費、上から４番目、教師用教科書及び指導書等は、本年

度教科書のほうで選定をしていただきましたが、中学校が新たな教科書を使うということになりま

すので、教師用の教科書及び指導書等ということで、新たな計上でございます。その他につきまし

ては、非常に厳しい中ではございますが、本年度と同様の額を計上しております。 

山中課長 

 続きまして、寄宿舎費でございますが、海風寮の維持管理経費、現在は、しなやかスクールで使

用しておりますが、維持管理経費を計上しております。  

河村課長 

 続いて、１９２ページですが、社会教育総務費を計上しております。これは、星の見える丘工房

の管理費に関する経費や、１１節需用費の食糧費は、毎年スタッフを募集して企画・運営を行って

おります成人祝賀式の懇親会の経費を計上しています。 

 同じく１９３ページですが、社会教育総務費の中の１９節でございますが、こちらにつきまして

は、主に負担金補助金の関係で、柳井市小中学校のＰＴＡ連合会の補助金が例年より２７万円増額

になっております。これは、山口県のＰＴＡ研修大会を１０月に柳井市サンビームで引き受けるた

め、増額となっております。 

続きまして、１９３ページ２目公民館費でございます。１節報酬は、公民館主事の報酬で、集中

改革プランにもありましたように、平成２８年度から、大畠公民館の主事を職員と併任し、これま

で欠員となっていました平郡西公民館に公民館主事を置く予定でございまして、これで、民間の公

民館主事は、平郡東西の２か所ということになります。後ほど人議のほうの議案でも出てまいりま

す。 

１９４ページ、１９５ページをお願いします。ここでは、中央公民館、各地区公民館で行う事業

や建物の管理・運営経費を計上させていただいております。特に、新庄公民館の建設に係る経費と

いうことで、お手元に建設計画の図面を配布させていただいております。昨年度から今年度にわた
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り、地元関係者との協議、ワークショップや地元説明会を重ねてきまして、今年度は、基本設計・

実施設計が完了したところです。 

資料の１ページ目は、配置図でございまして、昨年の基本構想図と大きく変わったところは、１

番目として、交通安全面や身障者に配慮して、駐車場の位置が、東側手前にあったところが、西側

後ろ側に配置したところと、２番目として、管理の面で事務所の位置を中央にしたところ、３番目

として、玄関の入り口の部分を南側にしたところ、また、４番目として、陶芸作業室や倉庫を別棟

としたところです。資料の２ページ、３ページは、本館棟及び陶芸・倉庫棟の平面図でございます。

５ページ、６ページはそれぞれの立面図となっています。 

１９５ページをお願いします。１３節委託料ですが、工事監理業務委託料、１４節では、仮の新

庄公民館の借上料、これは、元ＪＡの新庄支所を予定しておりますが、この予算を計上させていた

だいております。主に１５節の工事請負費では、現在の公民館の解体工事費や、新しい公民館の建

設費用、新公民館の屋根に設置予定の太陽光発電の設置工事の費用を計上させていただいておりま

す。太陽光発電については、国の１００％補助を受ける予定でございます。 

また、同じく工事費で、余田公民館の建設工事費を計上しております。これは、先ほどありまし

たように、余田小学校と一緒に建設するということで、国庫補助を受ける関係もありまして建設費

を学校部分、公民館部分と案分して計上させていただいております。 

備品購入費では、新庄公民館のホール机、いす、展示用のスクリーン、棚、書庫、電子レンジ等

を計上させていただいています。 

神田館長 

 ３目の図書館費の説明をいたします。概略といたしましては今年度とほとんど変わりございませ

ん。給料関係を除いて、約６０万円の増でございますが、その主なものは、１３節委託料の、説明

欄下から４行目に、電算システム保守委託料１７３万９，０００円ございますが、平成２３年に導

入しております図書館の貸し出し返却等のシステムが満期を迎えます。更新したかったのですが、

予算等の関係で、もう１年延ばす関係で、通常ですとこの半分ぐらいで済んでいたのですが、１年

間延長する経費が約８０万円アップいたしております。それから、図書館の１番の要であります１

８節の備品購入費でございますが、これは今年度並みでございます。約３万円増加しているという

状況でございます。 

１ページ前に戻っていただきたいのですが、８節の報償費、講師謝礼ということで９万９，００

０円計上しておりますが、額的には非常に小さいのですが、これは柳井市と大畠それぞれで乳幼児、

児童向けの読み聞かせの会を開催いたしております。出演していただく方への謝礼でございます。 

河村課長 

それでは１９８ページ、４目文化福祉会館費でございます。１３節委託料において、現在、ビー

クルエッセに指定管理ということで、業務委託しております。体育館も一緒に管理しておりますが、

それぞれの費用の按分で委託料を計上しております。 

 続きまして、５目人権教育費でございます。こちらは、主に各種団体、企業、学校関係者、保護

者等を対象に、人権教育の研修会を実施するための経費を計上させていただいております。年間３

５回ほど実施しております。 

神田館長 

 続きまして、６目サンビームやない運営費につきまして説明いたします。今年度と体制、予算額
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等大きな変更はございません。ただ、約３００万円減額となっておりますのは、２７年度に工事、

トイレ改修をいたしましたが、その工事費が減額となっております。あと、減額しておりますのは、

７節の賃金、これは、ずっと松本さんに管理を受けていただいておりますが、５％減ということで、

出務日数を減らすということでの対応の賃金の減でございます。 

次の減額は、１３節委託料でございます。下から２番目で、管理業務委託料８１０万円の中に、

作業補助委託料ということで、シルバー人材センターから行事があるときは、サンビームのほうへ

来ていただいておりますが、その日数を減らすことで５％減に対応したという状況でございます。

こちらが約１０万円ちょっと下がっております。 

それから１６節の原材料費でございます。これは今年度当初２０万円でございましたが、これも

やむを得ずということで５万円として、１５万円の減少というところが今年度との変更点でござい

ます。 

河村課長 

 続きまして、７目青少年育成センター費でございますが、相談員の報酬等を中心に、ほぼ例年通

りの予算を計上させていただいております。 

続きまして、２０１ページの８目文化財保護費でございます。こちらは、来年度は伊保庄地区の

国営緊急農地再編整備事業を行う予定となっておりまして、特に文化財発掘調査の関係の賃金、そ

れから２０２ページですが、大きな事業費では、１３節委託料の中に、表土除去委託料や航空写真

作成の委託料、座標杭設置の委託料を計上しております。この経費については、約９７％が国から

の補助となっております。 

他に委託料として、しらかべ学遊館、茶臼山古墳管理、町並み資料館の管理の委託料を計上させ

ていただいております。 

続いて、２０３ページでございます。１９節負担金補助及び交付金で、白壁の伝建地区の保存事

業を行っておりまして、平成２８年度は、伝建の補助ということで「佐々重家」と「辻家」の２件

を予定しております。その補助金が、対象事業費の５分の４で、その金額を計上しております。ま

た、大畠地区にあります、柳井市の指定文化財であります清狂草堂の屋根等修理事業補助金で、５

００万円を計上させていただいております。同じページ後段の９目大畠民俗資料館費でございます

が、これは例年同様の予算を計上しております。 

 それから、１０目月性展示館費、こちらは管理運営を指定管理でお願いしておりますので、その

委託料を主に計上させていただいております。柳東文化会館費、伊保庄文化会館費、学習等供用会

館費につきましては、例年どおりでございますが、新しい課に移るということで、ここには掲載し

ておりません。 

西本課長 

 保健体育総務費の、賃金、報償費、旅費、こういった子供たちの健康に関する予算ですけども、

これは本年度と同じように計上させていただいております。 

三宅給食センター長 

 次のページの２目給食センター運営費ですが、ほぼ前年並みの計上ですが、この度、１３節の委

託料、給食運送業務委託料ですが、これは、朝の食器とかトレイの運び出しを配送の助手さんがや

っていただいておりましたが、この４月から調理員がやることになりましたので、少し減額となっ

ております。それから１８節の備品購入費、調理機器の備品購入費ですが、これは平成８年の購入
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で、古い給食センターで使っていたものをそのまま持ってきたので、もう２０年も経ってあちらこ

ちらガタがきておりますので、皮剥ぎ機を購入する予定にしております。 

河村課長 

 それでは、２０８ページ一番下の３目体育振興費でございます。併せて、２０９ページもお願い

します。特に、来年度については大きな変更はございません。１３節の委託料は、スポーツ・レク

リエーションのつどい、短縮マラソン大会、市民駅伝大会の専門部門における委託をお願いしてい

ます。１９節の負担金補助及び交付金についても、スポーツ少年団、西日本卓球大会、それから２

１０ページですが、体育協会への補助金、ビジコムカップ野球大会やプラチナ卓球大会への補助金

を計上させていただいております。 

 同じく２１０ページ、２１１ページでございます。体育施設費、１３委託料で、今回、新たに建

設を計画しております弓道場の基本設計業務委託料、地質調査委託料、測量委託料を新規で計上さ

せていただいております。ご存じのように、施設の老朽化が進んでおりまして、弓道の部分も雨も

りが発生しており、修繕が困難な状況となっております。弓道関係団体とも協議を今年度から進め

ておりまして、来年度で、規模等を確定していきたいと考えています。建設場所については、現在

の弓道場の場所を考えています。 

武道館等管理委託料は、武道館、南浜グラウンド、小田浜グラウンド等を指定管理に管理委託す

るものでございます。 

体育館管理委託料については、バタフライアリーナの指定管理料ということになります。他の委

託料については、学校開放施設の管理者への委託料、また、市内各所の体育施設の運営管理に必要

な費用を、計上させていただいております。 

 同じページの、１５節工事請負費でございます。これは、南浜テニスコート周辺整備工事費です

が、今年度と来年度で工事を進めておりまして、来年度は主に、中央通路の改修でパーゴラの設置、

ベンチの整備、また、壁打ち用のボード等の設置、排水等の整備の工事費を計上させていただいて

おります。 

 それから、２１２ページの市民球場管理費でございますが、市民球場の指定管理料が主な支出と

なっております。同じく６目ウェルネスパーク管理費でございますが、こちらは平成２４年度から

指定管理をミズノグループにしておりまして、５年目の委託料、これが大半の費用でございます。

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。 

原田委員 

 先ほどご説明がありましたが、全体的には５％カットということは、歳入が全体に減る中での、

全体の予算が緊縮ということですね。教育予算としては、柳井小の体育館とか大型の工事が一段落

して、工事関係費はかなり減額になるということで、トータルすると前年よりも１億７，３００万

円ぐらい減額になるということですね。それで、教育総務費の事務局費のところで、ちょっと教え

ていただきたいのですが、スクール・コミュニティに力を入れていこうということなのですが、ス

クール・コミュニティ総合コーディネイターを１名任命されていると思うのですが、総合コーディ

ネイターの報酬というのはどこに入っているのですか。 
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木元部長 

 １節の報酬の嘱託職員報酬９２万４，０００円ありますが、これがスクール・コミュニティ総合

コーディネイター、月額７万７，０００円の１２月分でございます。 

原田委員 

 分かりました。幼稚園費ところで、幼稚園就園奨励費補助金というのが増額になっていると思う

のですが、園児の人数というのは２７年度、２８年度それぞれ何名かというのは分かりますか。 

山中課長 

 幼稚園就園奨励費につきましては、２７年度は１８９人みておりまして、今回１９０人の１名増

でみております。それと、県のほうの幼稚園多子世帯応援保育料等軽減事業補助金ですが、こちら

は１５人から１６人、こちらも１名増をみており、予算計上しております。 

原田委員 

 ありがとうございます。教育振興費のところで、先ほど臨時雇賃金ということで、ぴかいちサポ

ーターが３名から４名に市長さんのほうで増員していただいたということで、全体的に厳しい予算

の中で教育に力を入れていただいているなということでありがたく思います。その上の嘱託職員報

酬とあるのですが、これは、学習適応支援補助教員の報酬ということでよかったですか。 

西本課長 

 これは、複式解消の市の予算で、その方の報酬です。プレハブ校舎で、配置基準の１６人という

状況の中で、複式を、背中を向き合わせてやる形は厳しいであろうということで、市のほうで特別

に準備した予算ではあるのですが、幸い、伊陸小学校に転入がございまして、来年度このお金は使

わなくてすむと思っております。４年、５年、６年が８人、８人、８人なので、確実に複式ができ

る状況だったのですが、ちょうど真ん中の５年生に１人岩国から転入がありましたので、８人、９

人、８人になりますので、どう組んでも複式が誕生しないということで、大変ありがたい状況とな

っております。 

原田委員 

 余田小学校建設費ですが、先ほど図面の説明をいただいたのですが、スクール・コミュニティが

本当に具現化するというか、公民館、それと郵便局も併設されるということで、大変立派な建物に

なるなというふうに感じました。先ほどご説明があったと思うのですが、この工事はいつ始まって

いつまでですか。 

山中課長 

 この工事につきましては、２８年度に入りましたら、仮設校舎のリース校舎につきましては今年

度入札がすみまして、業者も大和リースに決定しております。今、設計業務に入っておりまして、

建築確認が取れましたら建物建設に移りまして、仮設校舎を７月末までに建設します。それから、

校長室、保健室等を移転していただいて、古い校舎を解体します。解体後、新たに校舎を建設とい

うことになりますので、だいたい、１２月ぐらいから例年の７月か８月までで、また引っ越しして

いただいて、仮設校舎を解体するという計画でございます。最終的には、来年の８月末までを完成

ということで、それから解体ということになります。 

原田委員 

 平成２８年度、３月までの費用の計上金額ということですね。 

山中課長 
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 リースについては３月分までで、工事請負費につきましては、一括で工事を入札しまして、一部

繰り越しという形になります。 

原田委員 

 中学校費の教育振興費のところなのですが、臨時雇賃金とありますが、これは、しなやかスクー

ルの職員の分ですか。 

西本課長 

 ３名分の賃金です。 

原田委員 

 最後に、ウェルネスパークの管理費のところなのですが、ミズノさんに指定管理を委託というこ

とで、５年目に入るということだったのですが、契約期間は５年だったですね。 

河村課長 

 そうです。指定管理がウェルネスパークについては、５年間ということで、予定では今年の９月

か１０月に公募して、審査をするという形になります。 

原田委員 

 ミズノさんの収支は黒字になったのですか。 

河村課長 

 当初は、１，０００万以上の赤字が出ていたのですが、今年度については、とんとんよりも若干

マイナスですけども、改善されております。だいぶ慣れてこられて、自主事業のスポーツ事業をた

くさんやられているので、その辺の収益等も上がっております。プラスまではまだなっていません

が、本社のほうもだいぶ良くなったということで報告があります。 

原田委員 

 ずっと赤字だったら、今度５年が終わって、新しい指定管理者を募集した時に、応募してもらえ

ないのではないかとか、そういうことは心配ないですか。 

河村課長 

 この４年間の実績を詳細に精査して、また、指定管理料のほうも再来年度、平成２９年度予算か

らということになりますので、考えてきたいと思います。 

原田委員 

 ありがとうございました。 

西原委員長 

 原田委員と中身的にオーバーラップしておりますので、割愛させていただきますけど、図書館の

電算システムを１年継続するということで、これは、大畠図書館との何かリンクはありますか。 

神田館長 

 ございます。大畠図書館が今のところになって、２３年度から、それまでは手入力で貸し出しと

返却をされていたのですが、同じようにバーコードで処理ができるようになっております。まった

く一緒なので、２３年度からちょうど今年で５年目なのです。できれば、更新したかったのですが、

結構、更新費用がかかるので、１年先送りのような形でさせていただこうと思っています。 

西原委員長 

 教職員の研修補助費ですが、以前、リフレッシュ研修とか結構盛んにされていると聞いたことが

あるのですが、１８７ページのところの１９節のどこに相当しますか。 
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西本課長 

 リフレッシュ研修等については、ほとんど予算を伴っておりません。若干、旅費等が発生する場

合もあるのですが、これについては、県のほうの旅費で賄っておりますので、こちらに計上するよ

うなものではありません。教育研究会補助金とかといったものは、小教研、先生方の研修会に補助

金として出しておりまして、その先生方が、教科の研修をして指導者を招へいする時などに使う賃

金です。 

桑原教育長 

 リフレッシュ研修は県の事業です。 

西原委員長 

 それと、今回、印刷製本費ですか、郷土柳井ですか、これは何年毎に更新されるのですか。 

西本課長 

 ５年更新で、小学校の３年生に配布を予定しております。 

西原委員長 

 安いですね。 

西本課長 

 単価が、１冊１，４００円で、１，５００冊作成する予定にしております。 

厚坊委員長 

 これは、先生方が集まって、以前のものを見直されて、新しい写真を入れたり、資料を入れたり

して作られる本なのです。一般で作ると大変なのでしょうけど、先生方の手弁当的に、報酬も多少

出されると思うのですが、これについてはそれだけ安くできるわけです。 

西原委員長 

 その他ございませんでしょうか。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６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６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７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。 

神田館長 

 サンビームやないは、今年の１０月に３０年を迎えますが、備品等で古くなったもの、よって、

使用の希望のないものは今回ちょっと落そうかと考えています。若干、故障したものがございます

ので、それもあわせて表からは削除するものです。新たに、ミキサーなどがありますので、それを

加えるということのお願いでございます。 

お手元に資料として、写真をお配りしております。オープンテープレコーダーのコンソール型と

いうのが一番上に写真を載せておりますが、ほとんど申し込みがありません。それから、ポータブ
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ル型というのがその下でございます。それから、８トラックテーププレイヤーが写真でいう一番下

でございます。それから、レコードプレイヤーというのが２枚目の上で、昔からある懐かしいプレ

イヤーです。それから、ミラーボールは載せておりませんが、よくカラオケハウスにある、上でく

るくる回るものですが、これは故障のため使えないので削除をしたいということでございます。そ

れから、移動用ミキサー32ｃＨですが、これはすみません写真が間に合いませんので大変恐縮です

が、これは追加でございます。 

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。 

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７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７号は、原案のとおり決定されました。 

 次に、議案第８号 柳井市立学校管理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８号及び議案第９号について、補足説明させていただきます。 

 本件につきましては、柳井中学校に事務長を定めるための学校管理規則の改正、また、事務長の

決裁権限等、事務の先決規定の制定ということで、今回あげております。 

具体的に申しますと、２４条に、２４条の２を加えまして、学校に事務長を置くことができると

いうところで、そういった職をこの中に位置付けております。 

新旧対照表も載せておりますが、２４条の２、合わせまして、今回、３０条の２、共同実施組織、

これは、事務の共同実施という組織がこれまでもあったのですが、この度、関係するもので、合わ

せて改正しようということでお伺いをするものでございます。 

それから、専決につきましては、校長がほとんど決裁をしていたものを、事務長の配置する学校

においては、事務長が決裁できるということで、専決規程の次のページ、別表の第２条関係の枠の

中、こういったものが主になるのですが、事務長の決裁ができるというふうに改めるものでござい

ます。 

西原委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本件に対する質疑はありませんか。 

原田委員 
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 柳井中学校に事務長を設置するということなのですが、人数が１名増員になるということですか。 

西本課長 

 現在、県費の事務職員が３名で勤務をしておりますが、その中から、事務長になっていただくと

いうことになります。 

原田委員 

 主査という方がいらっしゃるのですか。 

西本課長 

 現在は、主査が２名と事務職員が１名という形です。今度は、事務長、主査、異動にも関係する

のですが、来年度は、事務長と、主査２名という形になると考えております。 

原田委員 

 それによって、先生方の事務負担が軽減されるということがあるのですか。 

厚坊委員 

 県の施策の中の一つなのですが、校長の決裁ですが、柳井中規模であれば、事務長がきちっとや

っていくのが一番いいやり方なのだろうと思います。 

原田委員 

 決裁が校長先生に集中して、決裁することが多すぎるということですか。 

桑原教育長 

 高等学校と同じようになります。高校は全部事務長なので。 

厚坊委員 

 教員側の決裁も校長はたくさんありますから、通知表だけでも何百という決裁があります。その

辺が非常に煩雑になってきちっとできないところもあります。 

西本課長 

 ２６年、２７年、２８年と３か年計画で、県内の１３市全てに事務長が配置されるということで、

２８年度柳井市が該当するということです。 

西原委員長 

他にございませんでしょうか。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８号及び議案第９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８号及び議案第９号は、原案のとおり決定されました。 

 次に議案第１０号 柳井市教育委員会事務決裁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。 

山中課長 

 議案第１０号でございますが、改正前改正後の表を見ていただいたらと思います。柳井市の機構
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改革に伴いまして、今までの、１番の柳井市柳東文化会館、２番の柳井市伊保庄北文化会館、５番

の柳井市学習等供用会館につきましては、機構改革によって管理課が変わりますので、ここの決裁

規程から削除するということになります。それから、１１番の柳井市三ヶ嶽憩の森キャンプ場の使

用許可に関することにつきましても、もうキャンプ場を開放しておりませんので、この度、一緒に

削除するということとしております。 

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。 

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、討論を省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異

議はありませんか。 

（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１０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１０号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、人議第１号及び人議第２号は、関連がありますので、一括して審議したいと思います。以

上の２議案について、補足説明があればこれを求めます。 

西本課長 

人議第１号ついて補足説明いたします。 

  本案は、新庄小学校の学校医につきまして、現在、村岡貴医師に委嘱しておりましたが、平成２

７年度末をもって学校医を辞する旨申し出がありました。後任の学校医につきまして、柳井医師会

と協議しましたところ、近藤穂積医師の推薦をいただきましたので、平成２８年４月１日付けで委

嘱するものであります。 

人議第２号は、余田小学校と伊陸小学校につきましては福田仁薬剤師に委嘱しておりましたが、

平成２７年度末をもって学校薬剤師を辞する旨申し出がありました。後任の学校薬剤師について柳

井市学校薬剤師会と協議しましたところ、余田小学校に菊本祐大薬剤師、伊陸小学校に山本美穂薬

剤師の推薦をいただきましたので、平成２８年４月１日付けで委嘱するものであります。よろしく

御審議の程、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。 

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２議案は、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。 
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 （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。人議第１号及び人議第２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。よって人議第１号及び人議第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、人議第３号 平成２８年度柳井市公民館主事の任命について、補足説明があればこれを求

めます。 

河村課長 

人議第３号につきまして、補足説明を申し上げます。 

本議案は、平成２８年度柳井市公民館主事の任命についてであります。公民館主事につきまして

は、社会教育法第２８条及び柳井市公民館条例第３条の規定によるもので、平郡東及び平郡西公民

館に、公民館主事を置くことについて提案するものであります。二人とも新規でございます。 

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。 

西原委員長 

 先ほど大畠公民館の話がございましたが、その関係ですね。全体のバランスは崩れていないとい

うことですね。 

河村課長 

 そうです。大畠のほうは、来年度は職員併任ということで、今まで、平郡西が欠員になっていた

ものですから、新たに地元のほうからも推進がありまして、今回お願いをするものでございます。 

西原委員長 

以上で質疑を終わります。 

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

はありませんか。 

 （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。人議第３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。よって人議第３号は、原案のとおり可決されました。 

次の議案第１１号は、人事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、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし。） 
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〈参与、傍聴人は退席する。〉 

 

西原委員長 

議案第１１号 平成２８年度柳井市立小中学校教職員人事異動内申について、補足説明があれば

これを求めます。 

西本課長 

 

（非公開のため発言内容を省略） 

 

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１１号については、原案のとおり内申するこ

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１１号は、原案のとおり内申することに決しました。 

 

〈参与が入場する。〉 

 

西原委員長 

それでは、議案第１２号 平成２８年度柳井市の教育方針について、補足説明があればこれを求

めます。 

桑原教育長 

 補足説明をいたします。まったく新しいものに変わりました。教育振興基本計画を作りましたの

で、それに則って作るということで、名称も柳井市の教育計画にいたしました。最初は表紙で、開

いていただいて、柳井市の教育計画基本方針ということで、初年度にあたり、副題がスクール・コ

ミュニティによる教育のまちづくりの推進ということで、その浸透を図って基盤整備を中心課題と

して以下のことに重点整備を取り組ますということで、愛、夢、志と全て教育振興基本計画に則っ

て基本方針を立てています。 

 愛は、自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感の３つの項目を立てて、自己肯定感では、体験的な

学習を進めることによって、一人ひとりのよさと可能性を伸ばすということ。他者肯定感は、人と

の交流ですね。この辺が大事なので、絆を深める活動を促進しますと。それから、地域肯定感は、

地域カリキュラムとか、先人とか、地域の歴史や伝統文化を守り育てる活動をしましょうというこ

とです。 

 夢は、教育のまちづくりのための情報センターとしてスクール・コミュニティセンターの機能強
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化を図ります。学校、家庭、地域教育力の結びつけを含め、心やさしくたくましい人材を育てます。

スクール・コミュニティによる教育のまちづくりのために地域教育ネットの充実を図ります。 

 志は、確かな学力、豊かな心、健やかな体といった生きる力の育成を幼保小中高、地域との連携

のもとに進めます。地域との交流を深め、社会力を高めるキャリア教育を進めます。人間力を高め

るためにアクティブラーニングの実践を進めますということで立てています。 

 それから２ページは内容です。具体的施策があって、３ページからずっと、こういう形でいきま

す。３ページの基本方針の１番ですが、人権教育が１番で２つ。生涯学習の提供ということで１つ。

それから、学習活動、しらかべ学遊館と蔵書の充実を図るということです。４ページは、生涯・ス

ポーツがきます。５ページも生涯・スポーツがあって、芸術・文化、愛の４番としてサンビームが

出てきます。それから６ページが、生涯・スポーツ、サンビームがあって、文化施設ということで、

文化福祉会館とサンビームのこと。愛の５がスポーツ・レクリエーションということで網羅してあ

ります。それから、愛の６、７ページが伝統文化です。８ページは、文化遺産の保全とかがありま

す。それから、愛の７が、郷土教材の開発と地域人材ということで、ふるさと柳井を作るとか、柳

井市の偉人伝、これは仮なのですが、今、作成を取りかかっておりますので、具体的には今からな

のですが、来年を目途に作ろうかなということで進めております。 

 それから、９ページが基本方針の２番で、スクール・コミュニティ、コンダクターとかありまし

て、コミュニティ・スクールの運営推進書の作成、１０ページが地域に開かれたとかいうことで、

スクール・コミュニティばかりです。それから、地域教育ネットの充実、皆一緒のようなものです。

それから、１１ページがありまして、幼保小中高の連携とかスタートカリキュラムとか、アプロー

チカリキュラムとかずっと１２ページがあります。それから、愛の５が家庭の教育力なので、少年

安全サポーターの活用とか、家庭学習の学びのサイクル、今、中学生の企業家セミナーをやってお

りますので、これの実施。それから、夢の６が放課後こども教室の充実ということで立てています。

１４ページが、放課後子ども教室の開催ということを立てています。 

 それから、基本方針の３、志ですが、これは全部学校教育です。確かな学力、学びのサイクル、

ちょっとダブっていますが、家庭学習、図書館、教育、学力向上、地域素材、道徳、体験活動、体

力・運動、学校保健活動、１６ページが食育、それから安全教育の危険予知。それから立志の教育

の集いのこと、キャリア教育研究集会、それから、起業家セミナー、それから特別支援がずっとあ

ります。それから、１８ページ生徒指導です。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーとか、いじめのことが書いてあります。それから、幼児教育が幼保小の連携とアプローチカリキ

ュラムとスタートカリキュラム。それから、教職員の資質向上があります。２０ページも指導主事

と克己堂のこととかがあります。 

 それから、基本方針の環境整備が情報発信のこと、ホームページの充実とかが書いてあります。

それから、ＳＮＳとか、２番が柳井市立小中学校整備計画を進めるということ。耐震化、それから

２１ページが学校図書館ということで、全部で７６ありまして、かなり網羅はしているつもりです。 

 学校教育バージョンは、これに少しプラスしたものを作ろうということで計画しています。こう

いう形で、何パーセントやるとか、数値目標もできるだけ入れたということで、できたかできてな

いか、ある程度分かりやすい形を立ててやったというのは、多分、全国でも珍しいのではないかと

思います。まるっきり今までと変わってきましたので、そういう面ではある面新しいスタートが切

れるかなと思います。 
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それから、事業評価ですね。毎年、やっていただいていますが、平成２９年はこれの評価になる

と思うので、２７年度の評価は、今までの柳井市の教育を中心とした評価をして、議会にも報告す

るということになりますが、平成２９年はこれをもとに、この表の後に、成果と課題を付けて出す

という形になると思います。これで全て一本化できたので、これとリンクするような形になりまし

たので、いろいろ課題がありますが、何かご意見いただいたらと思います。 

厚坊委員 

 中身は少し配慮していただけるのですか。スクール・コミュニティというのが、巷では、コミュ

ニティ・スクールとどう違うのかということが言われますが、何か、最初のほうにスクール・コミ

ュニティというのはこういうことですと、簡単で小さくてもいいのですが、入ると、外から来た人

とかには分かりやすいのかなと思うのですが。 

桑原教育長 

 柳井市のスクール・コミュニティは、コミュニティ・スクールの取組み、学校支援ボランティア

の取組み、地域教育ネットの取組みの３つがあって、合わせてスクール・コミュニティですという

形にしています。 

厚坊委員 

 それをどこか最初のほうに入れておくといいと思いますが。 

桑原教育長 

 それは大事なことなので、ありがとうございます。 

原田委員 

 今まで、毎年、柳井市の教育が出ていたのですが、これは５か年ですね。毎年のものはなくなる

のですか。 

桑原教育長 

 毎年出します。 

原田委員 

 ２８年度からの５か年だけど、２９年になったらまたそこからの５か年になすのですか。 

桑原教育長 

 全く新しいものではなくて、少しずつ変わってくるということです。 

木元部長 

 毎年改定していくようになると思います。 

桑原教育長 

 大きな項目は２ページにありますが、愛の１から７が中項目というか、この項目は変わらないの

で、これに沿って小項目がありますから。 

原田委員 

 柳井市教育振興基本計画の第１期というのが、２８年度から３２年度までの５か年で、その５か

年を年度で区切って、２８年度はこれを重点的にやりますよと。この項目は基本的にはあまり変わ

らずに、２９年度はまた、重点取組内容が変わってくるということですね。 

桑原教育長 

 小項目は少し変わる可能性はあります。 

原田委員 
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 教育振興基本計画を具体的に落とし込まれていくということですから、リンクしていいのではな

いでしょうか。 

桑原教育長 

 全部が全部網羅していないので、学校教育バージョンは、ちょっと補足したものをこれにプラス

して作ろうかなと思います。これは教育計画なので、他市を見ると、学校経営方針というか、学校

要覧的なものが載っているので、今、実は、学校要覧はコミュニティ・スクールとしての要覧とい

うことで様式を提示したので、要覧をこれに付けるといいのかなと思っていますが、要覧を付ける

のは後になりますので、後で、学校バージョンについては、要覧を付けたものを置いておくと。お

客さんが来た時に見せたら、学校のことも分かるので、お客さん用として、その辺も作ればいいか

なと思っています。 

西原委員長 

 学校バージョンですが、それは学校毎に策定されるのですか。 

桑原教育長 

 はい、要覧をつくります。４月、５月中旬までには作るので、それを何部かもらって、これに入

れるような形にしようかなとは思っています。 

西原委員長 

 冒頭に教育長の説明もありましたが、大きくガラッと変わりましたね。 

桑原教育長 

教育振興基本計画に全部あわせたので。 

西原委員長 

 数値目標といいますか、そういったところもあるので、右の実施期間ですか、５年間、これは１

年毎に評価が入ってくるのですか。 

桑原教育長 

 この下に評価が入ります。２９年度にこの点検評価をします。 

山中課長 

 作成のスケジュールについては、今回２８年度をやって、次の２９年度については、大体同じ時

期、１月から３月の間に２９年度版を、改訂版を作っていくということになって、２９年度の４月、

５月にこの２８年度分の点検評価をするということになろうかと思います。 

西原委員長 

 これは、今後はアップロードされるのですか。 

山中課長 

 はい。今後アップすることになります。 

西原委員長 

 先ほど厚坊委員が言われたスクール・コミュニティ、概ねスクール・コミュニティとなっている

のですが、コミュニティ・スクールとなっているのがあったのですが。 

桑原教育長 

 スクール・コミュニティは、コミュニティ・スクール、学校支援ボランティア、地域教育ネット

をまとめた取り組みがスクール・コミュニティというふうに定義しましたので。 

西原委員長 
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 それをちょっと載せたらいいですね。 

桑原教育長 

 本当はこれが最終確認ではないといけないのですが、気づきがあれば訂正がききますので。 

山中課長 

 厚坊委員が言われた部分で、９ページにスクール・コミュニティだよりの発行ということで、学

校運営協議会や学校支援ボランティア、地域教育ネット、この部分が、教育長が言われる絵だろう

と思うので、これを絵にするという形だろうと思います。 

桑原教育長 

 最後に乗せたらどうかなと思います。 

西原委員長 

以上で質疑を終結します。 

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、これにご異議はありま

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１２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。よって議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時、協議会といたします。 

（午後３時３０分 協議会） 

 

（午後３時３５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３５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   河 岡 治 子 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 
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調 整 者   山 中 松 樹 


