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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年１２月１１日（金） 開会 午後４時００分 

閉会 午後４時５５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２６号 柳井市立小・中学校教職員人事異動内申方針について 

②議案第２７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

（１２月補正）について） 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

 

（午後４時００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。  
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議案第２６号は、柳井市公立小中学校教職員人事異動内申方針についてお諮りするものでありま

す。 

議案第２７号は、平成２７年度柳井市一般会計教育予算(１２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、ご決定をいただくものです。 

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２６号 柳井市公立小・中学校教職員人事異動内申方針について、補足説明があればこれ

を求めます。 

西本課長 

議案第２６号 柳井市公立小・中学校教職員人事異動内申方針について補足説明いたします。 

本市は、別紙のとおり内申するものとし、お諮りいただきたいと思います。平成２８年度柳井市

公立小・中学校教職員人事異動内申方針をご覧ください。 

山口県教育委員会に対する、柳井市公立小・中学校教職員人事異動内申については、柳井市教育

の充実発展と活性化をめざし、下記の事項に留意する。各項目が十分達成できるよう校長の具申等

を勘案し、適材適所の配置の原則に立って厳正に人事の刷新を行い、学校の活性化を図る。 

１ 全市的な視野に立って、学校間等の適正な人事交流を推進する。へき地教育の一層の振興を

図るため、へき地人事については特に配慮する。また、特別支援教育の充実発展を図るための適切

な人事交流に努める。 

２ 各学校の教職員については、専門性、現任校の勤務年数及び各学校の教職員構成等を踏まえ、

適切な配置を進める。なお、同一校勤務が、小・中学校においては７年を超える者については、原

則として異動を行う。 

３ 新規採用者については、学校や地域の状況等を踏まえ、実践的指導力を高めることができる

よう計画的な配置を行う。 

４ 広域的な視野に立ち、他市町の教育委員会との連携を図り、活性化のための適正な交流に努

める。 

  ５ 校長、教頭、事務局等の人事については、学校の課題を積極的に解決することのできる人材

の配置に努める。 

管理職の採用・昇任に当たっては、多様な教職経験を有する者で、教育目標の実現に積極的に取

り組み、活力ある学校運営を行うとともに、教職員の資質能力の向上のために指導力を発揮するこ

とができる人材を選任する。 

 昨年度との変更点につきましては、県教育委員会の人事異動の方針に伴い、３ 新規採用者のと

ころに、実践的指導力を高めるという文言を追加したもので、柳井市人事異動内申方針にもこちら

を加えております。 

なお、１２月８日に山口県人事異動内申方針について、各学校の校長先生に説明を行い、本日の

議案をもとに、柳井市教育委員会としての異動内申方針が決定次第、また学校にお知らせしてこの

充実を図る所存でございます。以上でございます。 

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 

 この内申方針自体は適正なものだと思います。先般、志の教育の集いで発表になりました柳井市

教育大綱及び教育振興基本計画は、大変立派な素晴らしい大綱ができあがったわけで、大綱に従っ

て１年毎に重点的な方針を発表していく。柳井市の教育の方針というのを今度学校の現場で具体化

をしていく、具現化していくための方針ということで、適正な方針だと思います。 

 先ほどおっしゃった、新規採用者についてはという部分で、実践的指導力を高めることができる

よう計画的な配置を行う。特に、学校の先生方の年齢層が、急激に若い先生方が増えてきていると

いうことが最近の傾向だと思いますので、特に、ベテランの先生と新規採用者というか、若い先生

とのバランスという部分については、重要な視点ではないかなと思っております。ベテランの先生

が指導する、指導できるような体制といいますか、やはり、退職される年齢に達しておられる先生

方も多いと思いますので、中間の先生が比較的人数が少なくて、バランス的には今変わっていって

いますので、その辺のバランスというのが大事かなと思います。 

西原委員長 

 ５番のところの、校長、教頭、事務局等の人事についてはとありますが、校長、教頭はいいので

すが、事務局等というのは具体的にはどういったところを指されているのですか。 

西本課長 

 これは柳井市の、私ども学校教育課、また、生涯学習・スポーツ推進課への県からの派遣という

形のものです。 

西原委員長 

 ２番のところの、同一校勤務が７年を超えるものについてはという、７年というのは何か根拠が

あるのでしょうか。 

西本課長 

 県立においては１０年というふうなもので、小中学校においては、原則として７年ルールといい

ますか、ずっと同じ学校に努めるということの、メリット、デメリットを考えたときに、多様な学

校、多様な場面を経験するという必要性。それから、積極的な人事の交流が図れるようにというこ

とで７年というのを位置付けております。今は、おおよそ浸透しまして、先生方も、自分がもう今

年７年経つから、およそ異動するという覚悟も持っていただいておりますし、そういった方向に基

づいて計画的な人事を校長と相談しながら進めていくというところでございます。 

西原委員長 

 やはり、短すぎても長すぎても弊害があると思いますので、その辺はバランスよく適正かつ的確

にされていると認識しておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

西本課長 

 先ほどの原田委員さんのご意見に付け加えなのですが、新規採用者については、小学校が山口県

全体で２０１名。中学校が１００名あたりの新規採用者を予定しております。中学校においては、

およそ、２校に１人の割合ということで、先ほどおっしゃっていた世代交代といいますか、このあ

たりがどんどん浸透、加速をしていくような状況になりますので、人材の育成システムというのを

きちんと学校につくっていくということで、先ほどの実践的指導力という辺りも加えられたという
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ところでございます。 

西原委員長 

 世代交代も教職員だけではなくて、社会全体がそういった時期にきていますので、しっかりＯＪ

Ｔを図りながら進めていっていただきたいと思います。 

西本課長 

 学校を訪問していただいた折に、また、ご意見、お感じなったことをしっかりお伝えいただけれ

ばと思っております。本当にありがとうございます。 

原田委員 

 昨年、新採の先生が、私の記憶もはっきりしないのですが、柳井市で７名ぐらいいらっしゃった

ような記憶があるのですが、新採の先生方というのはどんな様子ですか。概ね皆さんはつらつとや

ってらっしゃいますか。 

西本課長 

 県内でも柳井の動き、いわゆるリフレッシュ研修という名称でやっているのですが、要は、新採

の者が上からこうしなさい、ああしなさいという指導というよりは、若手が自分たちで研修計画を

立てて、自分たちが必要感のあるものを提供し、情報交換をするというふうなところで、その場に

学校教育課からも赴いてはおりますが、そこで進んで指導助言をするというよりは、若手の自主性

を尊重しながら情報交換、資質の向上を図っております。ある意味、リラックスした本音の部分で

のいろんな意見交換もできるし、今の方々にとっては、似合ったというか、いいスタイルではない

かなと感じております。 

原田委員 

 この間、余田小学校で西原委員長さんと一緒になった時が、新採の先生方の研究事業だったと思

うのですが、本当にはつらつと、のびのびとされている印象があって、若い先生の授業を見る機会

もあるのですけど、研究討議の時も臆することなく、のびのびとやっておられるなという印象があ

って、概ね、若い先生も伸びてきておられるのかなという雰囲気は感じております。 

西原委員長 

 先ほど、リフレッシュ研修のことを言われましたが、頻度的にはどれぐらいですか。 

西本課長 

 月に１回やっております。配置された学校を順番に回っていきながら、そこの学校の新採の人は、

他の学校から来る方々におもてなしをするし、自分がまた用意したものを提供したり、思考を凝ら

したりして柔軟な発想でいい研修をしております。 

西原委員長 

 しっかり研修を深めて、経験、体験をしっかり踏んでいって、自分なりの主体性、ノウハウの構

築をされたらいいかなと思います。 

河岡委員 

研修の対象者は新採、１年目の方ですか。 

西本課長 

対象は１年から３年目までで、毎月やっているのは１年目です。３年目も、先般、柳井小学校の

校内研修に集まって、今年は、年間２回行ったところです。 

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２６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２６号は、原案のとおり可決されました。 

次に議案第２７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 

 添付しております１２月補正予算書の５ページをお願いします。１０款教育費の補正額の総額は、

１億７６４万４，０００円を増額するものです。内訳につきましては、以下の表のとおりとなって

おります。 

 ６ページをお願いします。繰越明許費でございます。歳出でもご説明しますが、小学校２校、中

学校２校の耐震工事を平成２８年度の夏休みを中心に工事を行うため、繰越明許をお願いするもの

です。 

７ページをお願いします。債務負担行為補正の追加でございます。表の下段、余田小学校特別教

室棟賃借料ですが、リース期間が満了いたしますので、５年間の更新をお願いするものです。 

８ページをお願いします。同じく余田小学校仮設校舎棟賃借料で、平成２８年度から平成２９年

度までの２年間でございます。余田小学校においては、余田公民館との併設での建替えを計画して

おりますので、その工事期間中、校長室、教員室や保健室などを確保する必要があるため、仮設校

舎をリースで建設するものです。 

 ５０ページをお願いします。１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費でございます。２節

給料、３節職員手当、４節共済費につきましては、４月の人事異動による補正でございます。以下

各目の給与等は、同じ内容での補正となりますので、説明を省略させていただきます。 

１５節工事請負費、電気設備改修工事費でございますが、この工事は、旧遠崎小学校の電気料に

ついて、現在高圧受電をしておりますが、これを低圧受電に変更するための工事でございます。こ

の施設につきましては、全館対応の空調設備などを有しております関係で、受電契約が５０ＫＷ以

上５００ＫＷ未満の高圧受電契約となっております。現在、空調設備は個別に設置し対応しており

ますため、毎月の使用電気量が９から１２ＫＷ程度でありますので、この工事を行い低圧受電に変

更契約するものでございます。 

 ４目幼稚園費、１９節負担金補助及び交付金、幼稚園就園奨励費補助金及び幼稚園多子世帯保育

料等軽減事業補助金につきましては、当初見込みより対象者が増えたことによるものでございます。

先ず、幼稚園就園奨励費補助金ですが、当初２０１人を見込んでおりましたが、１８人程度増加の

見込みがございますので、２３７万１，０００円を増額するものです。それから、幼稚園多子世帯

保育料等軽減事業補助金でございますが、１９人で見込んでおりましたが、４人程度増える見込み

でございますので、１８万５，０００円を予算計上するものでございます。右側の特定財源の欄に
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国県支出金の欄、９万３，０００円でございますが、これは県補助金で、幼稚園多子世帯保育料等

軽減事業補助金でございます。 

 ５１ページでございます。１０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、１１節需用費 の施

設修繕料でございますが、不足が見込まれるため補正をお願いするものです。１５節工事請負費、

小学校耐震補強工事費でございますが、柳北小学校の屋内運動場の非構造部材の耐震改修、新庄小

学校の管理教室棟の外壁改修に係るもので、繰越明許費で２８年度に工事を行うものでございます。

１８節備品購入費、電話機購入費は、新庄小学校保健室のコードレス電話機が使用不能となり、機

器が古く電話機の買換えができないため、電話設備そのものを更新するものです。 

右側の特定財源でございますが、小学校耐震補強工事に係る国庫補助金、学校施設環境改善交付

金が１，５３４万７，０００円、地方債、小学校大規模改造事業債が８６０万円及び地震防災対策

事業債が３，０１０万円充てるものでございます。 

２目教育振興費、１１節需用費、パソコン等修繕料でございますが、パソコンの修繕料等が嵩ん

でおりますので、不足が見込まれるため補正をお願いするものです。 

５２ページをお願いします。３項中学校費、１目学校管理費、１１節施設修繕料でございますが、

不足が見込まれるため補正をお願いするものです。１５節工事請負費でございますが、中学校耐震

補強工事費でございます。柳井中、柳井西中学校屋内運動場の非構造部材、主に天井にぶら下がっ

ておりますバスケットゴール、照明が主なものになりますが、その耐震改修に係るもので、繰越明

許費でお願いするもので、２８年度夏休みに工事をする予定でございます。１６節原材料費、施設

材料費でございますが、４中学校で、グラウンドの砂で不足が見込まれるため補正をお願いするも

のです。 

左側の特定財源につきましては、中学校耐震補強工事に係る国庫補助金、学校施設環境改善交付

金で１，５２１万６，０００円、地方債で、中学校大規模改造事業債１，０９０万円と地震防災対

策事業債３，３９０万円でございます。一般財源の減額は、大畠中学校屋内運動場耐震補強工事費

が確定したものでございます。 

河村課長 

 ５３ページをお願いいたします。２目公民館費、１８節備品購入費は、伊保庄公民館の調理室の

ガス湯沸かし器の買い替えでございます。平成４年に購入しております。同じく９目学習等供用会

館管理運営費、１１節需用費は、石神学習等供用会館の定期利用団体の増加により電気代の不足が

予測されるので、補正をお願いするものでございます。 

三宅所長 

５４ページをお願いいたします。５項保健体育費、２目給食センター運営費でございます。１１

節需用費は、移動台やキャスターの修理を計上しております。 

河村課長 

 ５５ページの３目体育振興費でございます。これは、第１回プラチナ卓球大会が県の地域スポー

ツ人口拡大推進事業として認められまして、県の補助金４０万円、２分の１ですが、交付が決定し

ましたので財源の振替を行うものです。 

 ４目体育施設費、需用費でございますが、修繕料で柳井市体育館の主競技場アリーナの排煙窓の

駆動部分が経年劣化により開閉できない箇所が出たり、不具合があったりしておりまして、この修

繕を行うものでございます。 
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神田館長 

 お戻りいただきまして、８ページをお願いします。債務負担行為補正は、サンビームやないの清

掃業務委託料でございます。４月１日から業務に入る必要があるために、今年度内に入札をするた

めの債務負担行為をお願いす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。 

本案に対する質疑はありませんか。 

原田委員 

 今、ご説明いただいた中で、ちょっと勉強不足で申し訳ないのですが、６ページにある繰越明許

費、これの言葉の意味を教えていただけたらと思います。 

山中課長 

 繰越明許費は、２７年度の予算を２８年度に繰り越して使うための予算計上でございます。 

原田委員 

 ２７年度に予算計上していたけれども２８年度に持ち越すということですか。 

山中課長 

 はい。 

原田委員 

 来年の夏休みに工事を実施するということですね。それから、財源のご説明があったのですが、

耐震工事で、学校施設環境改善交付金ですか、これは、耐震工事をする場合に国からの交付金が何

割か出るということですか。 

山中課長 

 文科省が持っている補助基準額の３分の１です。 

原田委員 

 新庄小学校の外壁の説明がありましたが、新庄小学校の管理等ですか、壁が落ちていたところが

この度修繕されるのですか。 

山中課長 

 新庄小学校につきましては、今現在、第１校舎、参道側の校舎を児童クラブと併設して建設中で

ございます。その前に第２校舎、川側の校舎の外壁工事を前に済ませておりますので、今残ってい

るのが普通教室、校長室、教員室、４年と６年生が入っている棟があるのですが、それの外壁改修

を予定するものです。新庄小学校につきましては、今、屋内運動場につきましても耐震改修が済み

ましたので、残っているのがグラウンド側の管理教室棟ということです。 

原田委員 

 最後に５４ページ、保健体育総務費のところで、マイナスの補正で給料が随分減っているのです

が、これは人が減ったということですか。 

山中課長 

 予算編成時は異動前に組みますので、現状の予算の人員で組むということになります。要は、人

員が減るというよりか、高い給料の人が来るのか、安い給料の人が来るのかということでマイナス

が出たりプラスが出たりということになります。 

原田委員 
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 人が減って、仕事の負担が増えるということがあるのかなと思ったのですが、そうではなくて人

数は変わらないのですね。 

山中課長 

 人数は変わっておりません。一番の目安は事務局費で、人数は変わっていないのですがこういう

状況で職員の給料が動いているということです。 

西原委員長 

 遠崎小学校の高圧受電から低圧受電に切り替えるということのための工事費ですが、神西小学校

はどうなっているのですか。 

山中課長 

 神西小学校は低圧に切り替えております。 

西原委員長 

 これは体育館と本校舎両方ということですか。 

山中課長 

 はい、一緒になります。 

西原委員長 

 本校舎は部分的には、にこにこの関係で、個別で教室に空調機を設置してありますけれど、例え

ば、今から増設ということになる可能性もないことはないのですが、その場合の電力量、キャパは

あるのですか。 

山中課長 

 ５０ｋｗ未満までが低圧になりますので、もしその動力が必要になれば再計算をするようになろ

うかと思いますが、今現在は１２ｋｗぐらい使用していますので、多少の余裕はあるのではないか

と考えております。 

原田委員 

 教育長さんがおっしゃっていた薄型テレビ、国の事業で補助金を受けて５０台ぐらい入れると言

われていたと思うのですが、あれはこの補正には入ってこないのですか。 

山中課長 

９月補正でご説明しておりますが、昨日入札を行いまして、業者が決定いたしましたので、これ

から入札金額に差額が出ておりますので、台数調整をしながら、ちょっと年内には難しいのですが、

来年２月ぐらいまでには、各小中学校に入れたいと考えております。 

西原委員長 

今年度内には全部設置されるということですね。 

山中課長 

はい。基本的には契約業者の導入計画に沿って入れるということになります。テレビのほうと書

画カメラ、別々に入札をいたしましたので、それぞれの業者が導入計画を組むような形になろうか

と思います。 

厚坊委員 

前の説明では、２クラスに１台ぐらいでしたが、例えば、入札が安かった場合には、まだ増える

という可能性はあるのですか。 

山中課長 
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この事業につきましては、１，０００万円を超えないと対象になりませんので、先ずはそこをク

リアしなければいけないということになります。この度、若干入札減がございましたので、ほぼ最

初の計画どおりの台数は入ろうかと思います。 

厚坊委員 

それ以上は入らないですね。 

山中課長 

それ以上となりますと一般財源を使用するようになりますので、かなり大きな協議が必要になり

ます。 

厚坊委員 

できるだけ、各クラスに１台入るようにしていただきたい。 

西原委員長 

今の説明では、テレビと書画カメラは別の業者さんですか。 

山中課長 

入札の関係でテレビとテレビ台をセット。それと書画カメラを別々に入札いたしました。 

桑原教育長 

５８台で入札しています。若干増えると思います。 

原田委員 

 何型ですか。 

山中課長 

 ５０インチです。 

厚坊委員 

 教室の上にある台は使えないですね。 

西原委員長 

 元のブラウン管の台はそのままあるのですか。撤去はされていないのですか。今回は２クラスに

１台ということで、移動ができるということですね。 

山中課長 

 はい。 

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） 

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２７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２７号は、原案のとおり可決されました。 
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 暫時、協議会といたします。 

（午後４時４０分 協議会） 

 

（午後４時５５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４時５５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。 
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