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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年６月３０日（火）  開会 午後４時００分 

閉会 午後４時４１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選挙第 １ 号 教育委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について 

②人議第１２号 教育委員会の事務の点検及び評価に関する学識経験を有する者の知見

の活用について 

③人議第１３号 柳井市いじめ問題調査委員会委員の任命について【当日上程】 

④報告第１３号 柳井市学校運営協議会委員の委嘱について 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

 

（午後４時００分 開会） 

桑原教育長 

それでは、新しく厚坊教育委員を迎えまして、本日の教育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議を開催するに当たりまして、芦岡委員長の任期が平成２６年６月３０日から平成２７

年６月２９日の１年をもって満了いたしております。昨日で任期が満了しましたので、現在委員長

が不在となっております。委員長が選出されるまでの間、私の方で議事を進行させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、教育委員の議会同意について、事務局から説明をお願いします。 

山中課長 

去る６月１５日開会の平成２７年第２回柳井市議会の初日に、６月２９日に任期満了となられた

芦岡教育委員の後任として厚坊委員の同意議案が可決されました。教育委員としての任期は、本日
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より４年間となります。 

桑原教育長 

それでは議事に入ります。会議録署名委員は、会議規則の規定により事務局より原田委員、河岡

委員の両名を指名させていただきます。 

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。） 

桑原教育長 

 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

い選挙１件、人議２件、報告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きまして、その大要をご説明いたします。 

選挙第１号は、教育委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定を行うものです。 

人議第１２号は、教育委員会の事務の点検及び評価に関し、学識経験を有する者の知見の活用の

ため、学識経験者の委嘱を行うものであります。 

人議第１３号は、柳井市いじめ問題調査委員会委員の任命を行うものであります。  

報告第１３号は、柳井市学校運営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。 

これより、議案審議を行います。 

選挙１号は、人事に関する議案であり、行政運営情報となりますので、「法第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。） 

桑原教育長 

選挙第１号 教育委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定について、補足説明があればこれを

求めます。 

山中課長 

本案は、去る６月２９日に芦岡教育委員の任期が満了いたしましたが、本日付けをもって、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により厚坊委員が柳井市教育委員に任命

されたところです。 

また、同法附則第２条の規定により、教育長に任命された委員を除く委員の内から教育委員長の

選挙をお願いするものでございます 

最初に柳井市教育委員会会議規則附則の規定によりまして、委員長の選挙をお願いいたします。 

今回選挙いただく委員長の任期につきましては、本日から１年間ということでございます。なお、

この選挙につきましては、委員に異議がないときには、指名推薦の方法を用いることができるとい

う規定になっておりますので、選挙若しくは全員同意の指名推薦で、当選人を決めていただきたい

ということでございます。委員長の選挙と併せて、委員長に事故があるとき、委員長の職務を代理

する委員長職務代理者をあらかじめ指定することとなっておりますので、職務代理者の指定につき

ましても決めていただきたいということでございます。 

桑原教育長 

 以上で補足説明を終わります。 
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本案に対する質疑はありませんか。 

  （ありません） 

桑原教育長 

 以上で質疑を終結します。 

暫時、協議会といたします。委員さんのみの協議会としたいと思いますので参与及び傍聴人の方

は、しばらくご退席をしますので、委員長他の選出について、よろしく審議をお願いします。 

（午後４時 ８分 協議会） 

 

（午後４時１１分 再開） 

桑原教育長 

 協議会を閉じて本会といたします。 

 委員長の選挙については、指名推薦の方法により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） 

桑原教育長 

 それでは、指名推薦の方法により行いますので、最初に委員長候補者の推薦をお願いいたします。 

原田委員 

 西原委員を委員長に推薦いたします。総合的に、経験、見識、人柄、全ての点において適任と考

えます。 

桑原教育長 

それでは、西原委員を委員長に推薦させていただきたいということですが、よろしいですか。 

 （はい。） 

桑原教育長 

 それでは、ただ今推薦のありました、西原委員を委員長とすることにご異議ありませんか。 

（異議なし。） 

桑原教育長 

 ご異議なしと認めます。よって、西原委員を当選人と決します。 

 次に、委員長職務代理者の指定を行います。指名推薦の方法により行いますので、委員長職務代

理者の推薦をお願いいたします。 

西原委員長 

やはり、原田委員が、私も総合的に人格的にも適任という判断のもとに、原田委員を委員長職務

代理者に推薦したいと思います。 

桑原教育長 

それでは、原田委員を委員長職務代理者に推薦させていただきたいということですが、よろしい

ですか。 

 （はい。） 

桑原教育長 

 それでは、ただ今推薦のありました原田委員を委員長職務代理者とすることにご異議ありません

か。 
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  （異議なし。） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって、原田委員を委員長職務代理者とすることに決します。 

暫時、協議会といたします。 

（午後４時１３分 協議会） 

 

（午後４時１５分再開） 

西原委員長 

 協議会を閉じて本会といたします。 

議案審議を続けます。 

 人議第１２号 教育委員会の事務の点検及び評価に関する学識経験を有する者の知見の活用につ

いて、補足説明があればこれを求めます。 

山中課長 

人議第１２号について補足説明を申し上げます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、平成２１年度より柳井市教育

委員会でも、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表をして参りました。 

今年度も継続して実施しますが、同法第２６条第２項では、点検及び評価を行うに当たっては、

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされており、点検及び評価の客観性を図

るため、３名の学識経験者を委嘱するものです。柳井市教育委員会の事務の点検及び評価実施要綱

により任期は１年となっております。３名の学識経験者の方は再任でございます。 

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 

 ３人の方とも再任ということで、適任だと思うのですが、教育委員会事務の点検及び評価に関す

る諮問というのは、いつ提出されるのでしょうか。 

山中課長 

 これにつきましては、今月末に学識経験者の方から意見をいただくために、今、点検評価を各課

で取りまとめ中でございます。７月末に知見をいただきまして、８月の教育委員会会議で議案とし

て上程したいと考えております。 

原田委員 

 わかりました。 

西原委員長 

 ７月末に評価の作業をされるということですか。 

山中課長 

 事務局で作って、あらかじめ見てもらって、その時に知見をいただきます。 

西原委員長 

 知見をいただくのが７月末ですね。教育委員会会議は８月ですね。 
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山中課長 

 知見をいただいて、調整したものを議案として提出いたします。 

原田委員 

 例年、少し早めにいただいて、読んだ後に教育委員会会議に来ていますけども、今回も早めにい

ただけるのですね。 

山中課長 

 なるべく早めに送りたいと思います。 

西原委員長 

 その他質疑は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。人議第１２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１２号は、原案のとおり可決されました。 

次に人議第１３号 柳井市いじめ問題調査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 

 人議第１３号につきまして補足説明を申し上げます。本件は、柳井市いじめ問題対策連絡協議会

等の設置に関する条例第２条の規定により、柳井市立の小・中学校で発生した重大事態に関わる事

実関係を明確にするための調査を行うために、柳井市教育委員会の付属機関として設置するもので

す。委員は、医師、弁護士、臨床心理士、柳井市こども子育て会議会長の学識経験者４名に委嘱い

たします。委嘱期間は平成２７年７月１日から平成２９年６月３日までとなります。 

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、ご説明がありましたように、重大事態が発生した場合に備えてという理解でよろしいのです

か。特に、既に重大な問題が起きているという意味ではなくて、将来起こりうる可能性を想定して、

こういう機関を条例に従って設置しておくという意味ですか。 

西本課長 

 先にご報告いたしました、柳井市いじめ問題対策連絡協議会で、皆さんの認識を共有していただ

いております。今申し上げました、柳井市いじめ問題調査委員会の委員につきましては、事態が発

生した時に早急に集まっていただいて、ご協議をいただくために、あらかじめ委員を委嘱しておい

て備えるというふうにご理解いただければと思います。 

桑原教育長 



 6 

 何年も問題がない場合は、何年も開かないということになるのですね。その辺のことは今から決

めていくのだろうと思うのですが、例えば、１年、２年そういう調査をするような内容がないとい

う場合については、平成２９年６月３０日までが任期なのですが、１回も開かれないというような

場合もあるということです。 

西本課長 

 状況によってはそういうこともあり得ます。教育委員会の付属機関ということですから、皆さん

でご審議いただいて、連絡協議会等でご意見等頂戴して、１度開催するということも可能性として

はございますが、原則開かなくても済むということではないかなと思います。 

西原委員長 

 それでは、リスクマネージメント、予防ということではなくて、トラブルが発生した時にどのよ

うに対処していくか。円滑にその辺を善処するということを協議されるということですね。 

西本課長 

 さようでございます。 

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

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。よって人議第１３号は、原案のとおり可決されました。 

報告第１３号 柳井市学校運営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 

 報告第１３号 柳井市学校運営協議会委員の委嘱について補足説明を申し上げます。本件は、柳

井市学校運営協議会規則第５条及び第６条の規定により、この度、平郡東小学校より新たに推薦の

あった１名に委嘱するものです。推薦のあった吉本歩美さんは、今年度４月１日より柳井市地域お

こし協力隊員として平郡島に赴任されており、地域づくりと一体となった学校教育をより一層推進

していくうえで必要な人材であるということで、校長から推薦がありました。任期は、平成２７年

６月１９日から平成２８年３月３１日までとなります。 

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 

 吉本歩美さんは若い女性ですよね。この方は、私お会いしたことはないのですが、もともと柳井

市在住の方なのですか。それとも、外から、平郡の島おこしということで入ってこられた方なので

すか。 
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西本課長 

 ご出身は、平生町出身と聞いております。それから、取組みのほうですが、物語の始まる島平郡

島というテーマで、フェイスブックに毎日情報発信していただいておられる方というふうに聞いて

おります。 

原田委員 

 私もフェイスブックで見ているのですが、凄くフレッシュな若々しい感じで、前向きに取り組ん

でおられるなという印象をもっております。そういう方が平郡東小学校の学校運営協議会の委員と

して入っていただくことで、新風を吹き込むという意味では素晴らしいと思います。 

西原委員長 

 平郡東小学校の吉本さんですが、これは増員ということですか。 

西本課長 

 先にご承認いただきましたメンバーに一人増員ということです。 

西原委員長 

その他ございませんでしょうか。以上で第１３号の報告を終わります。 

 暫時、協議会といたします。 

（午後４時３８分 協議会） 

 

（午後４時４１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４１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 


