
 1 

柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年９月２５日（金）  開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時３２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２３号 市長からの意見聴衆について（平成２７年度柳井市一般会計教育予算

（９月補正）について） 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

 

（午後１時３０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河岡委員、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１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２３号は、平成２７年度柳井市一般会計教育予算（９月補正）について、地方教育行政の
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組織及び運営に関する法律に基づき、市長からの意見を求められたので、決定をいただくものであ

ります。 

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２３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 

 それでは、平成２７年度柳井市一般会計補正予算書（９月補正）の３２ページをお願いします。 

 教育費、小学校費の学校管理費で、１３節委託料、実施設計委託料につきましては、柳北小学校

屋内運動場の非構造部材の耐震化に伴います実施設計委託料を計上しています。事業内容は、バス

ケットゴール、照明灯等を耐震化するものでございます。 

 １５節工事請負費、小学校耐震補強工事費につきましては、現在、柳井小学校と、新庄小学校の

改築工事等行っておりますが、その周辺整備に伴うものについて工事費を計上しております。 

 続きまして、教育振興費、１８節備品購入費、教材等備品購入は、５０インチのテレビモニター

と書画カメラを１１校に４２台購入する予定で予算を計上しております。 

 続きまして、中学校費、学校管理費、委託料の実施設計委託料ですが、柳井中学校と柳井西中学

校の屋内運動場、先ほど、小学校費でもご説明をいたしましたが、非構造部材の耐震化ということ

で、事業メニューはバスケットゴール、照明灯等を耐震化するものでございます。工事につきまし

ては、２８年度の夏休み期間中を利用しまして、小学校、中学校とも工事を予定しております。 

 続きまして、３３ページ、教育振興費、１８節備品購入費につきましては、先ほど小学校費で説

明いたしました５０インチのテレビモニターと書画カメラを、小学校４校に２１台を購入する予算

でございます。 

 続きまして、１９節負担金補助及び交付金、１９万３，０００円につきましては、今、平郡から

柳井中学校に通っております生徒につきましては自転車で通っておりますが、どうしても、フェリ

ーの発着時間等につきまして、柳井港で乗り換えてしまいますと時間のロスがございますので、自

転車を平郡から載せてまた載せて帰るという形をとらせていただきまして、直接フェリーに自転車

を乗せるための補助金を計上しております。 

神田館長 

 ６目のサンビーム運営費でございます。１１節需用費で修繕料を６９万２，０００円計上させて

いただいております。内容は、サンビームやないのエントランスホールの屋上が２か所、それから

楽屋の屋上１か所のトップライト、明り取りでございますが、雨漏りをいたしますので、その修理

費として計上いたしております。 

河村課長 

 ９目学習等供用会館管理運営費、１５節工事請負費でございますが、トイレ改修工事費というこ

とで、神代学習等供用会館の１階のトイレ、男女各１か所ずつ、和式から洋式へ改修するために補

正をお願いするものでございます。利用者の高齢化が進んでおりまして利用しやすいトイレへの改

修でございます。 

 ３４ページ、１３目月性展示館費、１１節需用費の印刷製本費は、平成１８年に柳井市で作成し
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た月性展示館のリーフレットの在庫が残りわずかとなりまして、新たに３万部増刷するために補正

をお願いするものでございます。去年の夏以降、来館者も１．５倍以上となっており不足を補うも

のでございます。当然外へも配布ＰＲをしていくというものでございます。 

三宅所長 

 ５項保健体育費、２目給食センター運営費、１１節需用費は、食器やトレイの消耗品の購入や、

施設の修繕料を計上しております。修繕料につきましては、調理場内の移動キャスターの交換、控

室給水バルブの漏水のための修繕、そして、食器システム及び食器乾燥洗浄機の電磁弁の修繕等で

ございます。 

河村課長 

 ６目ウェルネスパーク管理費、１８節備品購入費、トレーニング機器購入費でございますが、ウ

ェルネスパークのフィットネスルームに設置しているエアロバイク２台が修繕不可能となりまして、

購入をお願いするものでございます。これは、平成１２年１月に購入したもので、１５年が経過し

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。 

原田委員 

 今、歳出についてのご説明をいただいたのですが、財源について説明がなかったので伺いたいの

ですが、７ページの財源内訳について、詳しくご説明いただければと思います。 

山中課長 

 歳出の３２ページをお願いします。小学校費の学校管理費で、地方債に１２０万円計上しており

ますが、これにつきましては、実施設計委託料、柳北小学校分なのですが、１３２万６，０００円

の内、地方債を１２０万円充てるものでございます。残りにつきましては一般財源でございます。

歳入は１５ページ、１目市債で、６節教育債に小学校地震防災対策事業債（合併特例債）１２０万

円となっておりますが、先ほど申し上げました実施設計分に対する地方債でございます。 

 教育振興費におきまして、国県支出金に６７１万７，０００円計上しておりますが、こちらにつ

きましては備品購入費に伴います財源でございまして、１０ページ、６目の教育費国庫補助金の内、

小学校費補助金、地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）、上乗せ交付金でございますが、

こちらが６６６万７，０００円でございます。差額の５万円につきましては、１１ページから１２

ページにかけて、県補助金、小学校費補助金、ふるさとやまぐち生活体験活動推進事業費補助金で、

５万円の県補助金が付くということで、財源振替をするものでございます。 

 歳出の３２ページ、中学校費、学校管理費で、地方債１８０万円は、柳井中学校、柳井西中学校

の実施設計委託料に対しまして１８０万円、これは、市債、６節教育債の内、中学校地震防災対策

事業債（合併特例債）１８０万円を充てるものでございます。 

 ３３ページ、教育振興費の内、特定財源、国県支出金でございますが、３３３万３，０００円に

つきましては、備品購入費に対しまして財源となっております。 

 ３３ページ、サンビームやない運営費、その他財源につきましては、基金繰入金でございまして、

１３ページ、基金繰入金、９節サンビームやない運営基金繰入金、６９万２，０００円を修繕料に

充てるものでございます。 
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 続きまして、３４ページ、保健体育費、６目ウェルネスパーク管理費、その他財源で９８万１，

０００円につきましては、備品購入費に充てるものでございますが、１３ページ、基金繰入金の８

節、教育基金繰入金９８万１，０００円を備品購入費に充てるものでございます。 

原田委員 

 確認なのですが、先ほど、教材等備品購入費ということで、５０インチのテレビモニターと書画

カメラは、財源内訳の一般財源を見ると、だいたい、４分の３ぐらいが国県からの補助があって、

４分の１ぐらいが市で負担をするということなのですか。 

山中課長 

 これにつきましては最低金額が決まっておりまして、１，０００万円以上でないと対象にならな

いということで、予算的には全部で４２台と２１台計６３台購入する予算を組んでいるのですが、

実際に入札をすると、入札で下がる可能性がありますので、その分を見込んでちょっと多めに計上

しております。 

原田委員 

 これは電子黒板ですか。 

山中課長 

 液晶テレビです。書画カメラをとおして５０インチのモニターで随時写して勉強してもらうとい

うことです。 

厚坊委員 

 以前のアナログテレビは画像が全然だめですね。あれを新しくするわけですね。 

山中課長 

 大体、小学校は２学級に１台、中学校については、柳井中学校は２学級に１台で、あとは学級数

に１台ということです。 

厚坊委員 

 今後は各学級に整備するのですか。 

山中課長 

 この補助金の部分については今の形で考えています。 

桑原教育長 

 補足説明をします。タブレットと電子黒板、それから、ＩＣＴを進めるということで、東京の展

示会に行き、いろんな例を聞いてきました。そんな時、地方創生先行型ということで、予算が取れ

そういうことで、書画カメラと液晶テレビを予算計上しました。 

研究してみると、タブレットを使って授業をする先生は、去年もアンケートをしたのですが、や

ってみたいというのが４分の１ぐらいしかいらっしゃらない。子どもたちがタブレットを使って授

業をするといいうのは、基本的にかなり精通した人でないと難しいということ。それから、もう一

つ決定的な違いは、あまりに高額であるということ。タブレット６台と電子黒板とソフトで、だい

たい２００万円ぐらいかかります。それでいくと、たった６台を入れていくために、１，０００万

円で５校分しか揃わないと。武雄市が全小学校に整備していますが、教育新聞等を見ると、財源が

ついて行かないので国が援助しなければいけないと載っていました。 

タブレットは、これから小学生がタブレットを使って授業をするというのは未知の部分ですし、

中学校も高学年とか、高等学校等がＩＣＴを進める中で専門的にやっていくということについては、
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先行投資して指導していくということはできますが、小学生が使って学力を高めることについては

疑問が残ります。これを出したいきさつはアクティブラーニングを実施するということ。それから、

学力向上を図るということの目的で提出したら、何とかうまくいったということなので、小規模校

については今から設置できますので、その使い方とかを今から指導していって、かなり本格的にや

って授業を変えていただきたいということを狙いとしています。  

液晶テレビについては、今頃の液晶テレビはいいので、教員が持っているタブレットと連携して

できます。今、柳井市が考えているのは、子どもがタブレットを使って授業をするよりも、液晶テ

レビと書画カメラ、書画カメラは実物投影機ですが、今頃の実物投影機はかなり進んでいますので、

子どもたちの発表とかグループでの学習とか、直ぐできるような形を教室にセットしてすぐに使え

るという意図で進めることによって、柳井市の学力を高めたい、授業を変えたいということです。

理想は、各教室、学級に１台というのを理想としていますが、そこまでは足りておりませんので、

今後また検討したらと思っています。 

原田委員 

 耐震化のところで、柳北小の屋体と、柳井中、柳井西中の屋体の非構造部材の耐震化の実施設計

委託料というご説明があったのですが、バスケットゴールと照明ですか、天井はどうなのですか。

以前、東日本大震災の時に天井が落ちてきて、避難場所として使うのに危険なのではないかという

議論があったと思うのですが。 

山中課長 

 確かに、東日本大震災の時に天井落下が発生し、それに伴いまして、大畠中学校は防衛省の予算

で防音対策によって天井を付けている屋内運動場なので、今年度、天井を撤去し、天井を付けない

工事をしております。柳井市内におきましては、天井が付いている屋内運動場につきましては、廃

校になりました遠崎小学校、こちらも防音対策によっての建物でございますので、その２か所がご

ざいまして、大畠中学校がなくなりましたので、遠崎小学校１か所のみとなっております。ただ、

遠崎小学校につきましては、地区体育館として使用している建物でございます。旧柳井市内につき

ましては、天井の付いている建物はございませんので、天井の撤去という部分での工事はなくて、

天井についているバスケットゴール、照明、あと壁について落下しそうなものに対しての耐震化対

策ということでございます。 

西原委員長 

 先ほどの５０インチのテレビモニターは、映像を見るにあたってはパソコン等で映し出すという

ことなのですか。 

桑原教育長 

 基本的にはキャスター付きで、設置は難しいと思います。 

西原委員長 

 そうしたら、教室間の移動はできますか。 

桑原教育長 

 できます。 

西原委員長 

 先ほど、学習等供用会館のトイレの改修ということで、時代にマッチした形で洋式に更新される

ということですが、これは神代の学供だけですか。 
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河村課長 

 今回は神代だけということです。要望は全庁的に、今後計画的に進めていきたいということは、

財政課のほうで取りまとめておりまして、当面今回は神代ということです。 

西原委員長 

 それから、給食センターの消耗品とか修繕費といったものが計上されておりますが、今月ですか？  

他県においては、爆発事故とか、あるいは、県内であれば、ゴキブリの混入とかといったトラブル

が発生しておりますが、柳井市においてはそういうことはないと思います。また、調理器具のトラ

ブルというのもよそでは聞いておりますが、それは、人的な操作ミスといったヒューマンエラーが

原因になっていると聞いているのですけど、そういったトラブルはないですか。 

三宅所長 

 今のところ、害虫駆除につきましては、夏休みに入ってすぐと、夏休みが終わる頃に１回、春休

みにもやっております。調理器のほうにつきましては、修繕とか手直しをしていきますので、操作

ミスというのは起こってはおりません。 

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。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２３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２３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２時０１分 協議会） 

 

（午後２時３２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２時３２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 
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署名委員   河 岡 治 子 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


