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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 会議の開催 

（１）日 時   令和２年３月６日（金）     開会 午後５時 

閉会 午後６時１５分 

（２）場 所   柳井市役所 ３階会議室 

 

２ 出席委員    教育長            西元 良治 

委 員（教育長職務代理者）  西原 光治 

  委 員            河岡 治子 

委 員            厚坊 俊己 

委 員            横山 志磨 

 

３ 欠席委員    なし 

 

４ 出席事務局職員 教育部長           河村 邦久 

教育総務課長         石岡 雅朗 

          教育総務課施設担当課長    岡原 由明 

学校教育課長         中本 隆徳 

生涯学習・スポーツ推進課長  三浦 正明 

図書館・サンビーム館長    弘津 多美恵 

学校給食センター所長     小田 文孝 

教育総務課長補佐（書記）   有道 茂一 

 

５ 傍聴者     ０人 

 

６ 会議日程 

（１）議 案 

   ①議案第４号 令和２年度柳井市立小中学校教職員人事異動内申について 

   ②議案第５号 市長からの意見聴取について（令和２年度予算） 

   ③議案第６号 市長からの意見聴取について（令和元年度３月補正予算） 

（２）その他 

 

７ 議事の大要 

 （１）開会 

教育長から、教育委員会会議の開会の宣言があった。 

   （午後５時 開会） 

 

（２）会議録署名委員氏名 

教育長から、会議規則第１３条の規定に基づき、西原委員、厚坊委員の両名
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を指名した。 

 

 （３）議事内容 

   ①議案第４号 令和２年度柳井市立小中学校教職員人事異動内申について 

教育長は、人事に関する議案であるため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第７項のただし書きの規定により、公開しないことの賛否

を問い、賛成多数により公開しないことを決定した。 

〈関係参与以外退席〉 

 

〈関係参与以外入場〉 

 

   ②議案第５号 市長からの意見聴取について（令和２年度予算） 

    教育長は事務局に説明を求め、担当課長から、令和２年度予算について下

記のとおり説明があった。 

    石岡課長から、１項教育総務費、１目教育委員会費及び２目事務局費に係  

   る教育総務課の予算についての説明。 

・１項教育総務費１目教育委員会費については、教育委員の報酬等を計上する。 

・２目事務局費の報酬は、事務点検評価学識経験者報酬で、特別職非常勤職員

なので、賃金から報酬へ費目を変更する。 

・需用費の内、燃料費は、スクールバスの燃料費が主なものとなっている。 

・委託料は、廃校施設の管理やスクールバスの運転業務委託料が主なもので、

委託料の減額の主なものは、今年度で完了する学校長寿命化計画策定業務委

託料となっている。 

・借地料は、柳井南中学校が閉校するので、学校管理費から事務局費に振替を

行っている。 

・工事請負費は、柳井南中学校の高圧受電設備を低圧に変更し、基本料金等の

軽減を図るものである。 

・負担金補助及び交付金の内、全国及び中国都市教育長会議負担金は、山口県

が２年度に引き受けのため、１０万円を増額する。 

 

 中本課長から、２目事務局費に係る学校教育課の予算についての説明。 

・２目事務局費、報酬の教育振興基本計画策定協議会委員報酬は、令和３年度

から令和７年度までの第２期の教育振興基本計画を策定するため、協議会を

３回開催する予定となっており、８名分の報酬となっている。 

・報償費のスクールソーシャルワーカー報償費で、家庭や学校で問題を抱える

児童生徒に対し、専門知識を要するスクールソーシャルワーカーを派遣する

経費となっており、県より２/３補助がある。 

・委託料の地場産業継承教育委託料は、柳井縞の伝承に関わるもので、市内の

小学校にお願いする予定である。 

 

 石岡課長から、４目幼稚園費並びに２項小学校費１目学校管理費及び２目教

育振興費に係る教育総務課の予算について説明。 
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  ・４目幼稚園費の負担金補助及び交付金の内、施設等利用費負担金は、市内の

 幼稚園は新制度に移行しており、１０月から社会福祉課の所管となっている

 が、新制度に移行しない市外の幼稚園の１名分を対象として計上する。 

 ・２項小学校費の学校管理費の内、報酬については、学校事務補助職員３名分

を計上している。令和２年度からは柳井小学校に加え、職員負担の軽減のた

め、複数学級のある柳東小学校及び新庄小学校にも週３日で勤務する者を配

置するもので、県補助が３５万円を限度に交付される予定である。 

・委託料は、法定点検に係る業務委託料等が主なものであるが、その内、実施

設計委託料については、平郡東へき地集会室の大規模改修工事の実施設計委

託料を計上している。工事は令和３年度を予定している。 

・測量試験委託料は、日積小学校進入路の道路改良工事に係る委託料で、正門

付近から狭隘部分の約２５ｍ区間を拡幅する。 

・使用料及び賃借料は、下水道使用料や建物借り上げ料等が主なものである。

余田小学校、日積小学校、伊陸小学校の普通教室棟のリースが満了となるた

め、減額する。 

・工事請負費の空調機器設置工事費は、柳井南小学校において、音楽室を特別

支援学級として活用するため、空調機を設置する。道路改良工事については、

日積小学校の進入路の拡幅工事である。また、施設改修工事費の中で伊陸小

学校の井戸取水施設の清掃も実施する予定である。 

・２目教育振興費の委託料の内、サーバ等保守委託料は、ウイルス対策サーバ

を電算室と切り離したため、ライセンス料等を増額する。 

・使用料のプール使用料については、大畠小学校及び柳井南小学校のアクアヒ

ルやないの使用料である。 

・負担金補助及び交付金の内、遠距離通学に対する通学費補助金を計上する。 

 

 中本課長から、２項小学校費１目学校管理費及び２目教育振興費に係る学校

教育課の予算について説明。 

・２目教育振興費、報酬の学級補助教員報酬は、複式学級に対応するための補

助教員の報酬となっている。小１プロブレム解消支援員報酬は、小学校１年

生が学校生活に適応できるよう配置した「ぴか一サポーター」の報酬である。

生活支援員報酬は、学校で配慮を必要とする子どもの支援を行う生活支援員

の報酬である。昨年より１名増員を予定している。 

・需用費の教師用教科書及び指導書は、４年に一度、教科書の採択のため教師

用教科書・指導書・準拠教材を全学校・全学年に購入し、配布する。 

・委託料の英語活動・学習推進事業業務委託料は、外国語指導助手（ＡＬＴ）

を２名配置する。中学校にも同様に配置する。令和２年度より外国語活動を

小学校３・４年生で実施し、５・６年生は新たに英語教科となって実施され

るため、それに伴い１名増員を予定している。 

 

 石岡課長から、３目伊陸小学校建設費並びに３項中学校費１目学校管理費及

び２目教育振興費に係る教育総務課の予算について説明。 

  ・使用料及び賃借料は、仮設校舎のリース料を計上する。 

  ・工事請負費は外構工事費である。 
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  ・中学校費の学校管理費は、柳井南中学校の閉校に伴い、各節において減額と

なっている。 

  ・報酬の学校事務補助員報酬は２名分で、柳井中学校に加え、複数学級のある

柳井西中学校にも週３日で配置する。 

  ・委託料は、法定点検に係る業務委託料が主なもので、その内、消防設備、電

気保安、機械警備、受水槽・高架水槽清掃については、柳井南中学校は行わ

ないので減額する。 

  ・使用料及び賃借料の減額は、柳井南中学校の借地料が事務局費へ振り替えた

ため、減額する。 

  ・図書購入費は、柳井南中学校分を減額する。 

  ・負担金補助及び交付金の通学費補助金は、平郡島から柳井中学校へ通学する 

フェリーの定期代及び手荷物料金で実費を補助するもので、３名分を計上す

る。 

 

 中本課長から、２目教育振興費に係る学校教育課の予算について説明。 

  ・報酬の生活支援員報酬は、令和２年度より中学校にも生活支援員を１名配置

する。柳井中学校を予定している。 

  ・不登校児童生徒適応指導員報酬は、不登校児童生徒適応支援事業「しなやか

スクール」で、不登校児童生徒の心のケアを行ったり、学校復帰に向けての

学習指導や生活指導を行ったりする指導員の報酬である。在学生増により、

昨年より１名増を予定している。これまで、指導員３名であったが、４名に

変更する。 

 

三浦課長から、４項社会教育総務費１目社会教育総務費及び２目公民館費に

ついて説明。 

・報酬は、社会教育委員と社会教育指導員の報酬を計上する。 

・報償費は、就学時検診や相談に対応する家庭教育を支援するアドバイザーの

報償費である。講師謝礼は、山口県立大学と連携して行うサテライトカレッ

ジの講師謝礼である。 

・需用費の消耗品費は、グループ・サークル紹介冊子を作るので、その用紙代

 等々である。 

・燃料費の光熱水費は、星の見える丘工房に係るプロパンガス代や電気、水道

料等々である。 

・食糧費は、成人祝賀式の懇親会に係る経費である。 

・役務費については、成人祝賀式の看板代やスタッフ保険料、星の見える丘工

 房の保険料を計上している。 

・使用料及び賃借料は、成人祝賀式の会場借上料等である。 

・負担金補助及び交付金は、星の見える丘工房に係る浄化槽の管理組合の負担

 金、小中学校ＰＴＡ連合会などの社会教育団体への補助金・助成金が主なも

 のである。 

・公民館費の報酬は、市内１０地区の公民館運営審議会と平郡東西の公民館主

 事の報酬を計上している。 

・報償費は、今年９月に供用開始予定の伊陸公民館の記念式典の謝金や、中央
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 公民館、各地区公民館等で行う教室・講座の講師謝礼である。短詩型文学 

 祭の選者への謝礼等も含まれている。 

・需用費は、中央公民館を除く地区公民館の電気料、水道料、ガス代や修繕費

 等施設維持経費を計上する 

・役務費は、各地区公民館の電話代、浄化槽法定検査料等である。 

・委託料は、９地区の公民館の施設維持管理・運営に係る経費を計上する。 

・実施設計業務委託料は、伊陸公民館移転後の旧公民館の解体工事の実施設計

 の委託料である。 

・使用料及び賃借料は、７地区のＡＥＤリース料を計上している。 

・工事請負費は、伊陸公民館の駐車場整備と解体工事の工事費を計上している。 

・公有財産購入費は、現在、伊陸公民館の倉庫等々を設置している土地がある

 ので買い取る。 

・備品購入費は、伊陸公民館で使用する置き畳とテレビを買い替える。 

 

弘津館長から、３目図書館費について説明。 

・図書館費は、柳井図書館と大畠図書館の運営経費を計上する。 

・報酬は、大畠図書館の司書４人分の報酬となる。会計年度任用職員給料と手

当は、柳井図書館司書４人分の給料及び職員手当である。同じ司書で、費目

が違うのは、大畠は週３日勤務で、柳井図書館はフルタイムの勤務となるの

で、費目が変わっている。 

・報償費は、両図書館で開催している乳幼児、幼児及び児童向けのおはなしの

会などの謝礼である。 

・委託料は、施設や設備の保守や管理に係る経常的な経費である。 

・使用料及び賃借料の電算システム使用料は、図書館情報管理システムの使用

料となっている。 

・備品購入費の図書購入費は、ふるさと振興基金を充当している。 

 

三浦課長から、４目文化福祉会館費及び５目人権教育費について説明。 

・委託料は、指定管理者であるビークルーエッセへの管理運営委託料である。 

・使用料及び賃借料は、ＡＥＤのリース料を計上している。 

・備品購入費は、ロビーのチェアーがかなり傷んでおり、チェアーの買い替え

を行うものである。 

・人権教育費の報酬は、各公民館から推薦された人権教育推進委員の報酬とな

っている。 

・報償費は、企業や学校関係者、保護者等を対象とした研修会の講師謝礼を計

上する。 

・需用費の消耗品費は、主に各種大会資料代、人権教育関係誌購読料である。

修繕料は、櫛ヶ峰、西浜両集会所の関係の経費である。 

・使用料及び賃借料は、学校人権教育研修会を夏場に行っており、アクティブ

やないの借上料である。 

 

弘津館長から、６目サンビーム柳井運営費について説明。 

・給料、職員手当等は、施設管理業務を行う臨時職員の給料、手当となってい
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る。 

・委託料の管理業務委託料は、設備の保守管理経費のほか、舞台等管理業務や

会館作業補助業務などである。 

・補償補填及び賠償金は、サンビームやないの建物の影響により、テレビが受

信できない世帯への補償料で、周防ケーブルの利用料金を補償料として支払

をしている。 

 

三浦課長から、７目青少年育成センター費、８目文化財保護費、９目大畠民俗

資料館費及び１０目月性展示館費について説明。 

・青少年育成センター費の報酬は、青少年問題協議会委員の報酬と青少年育成

センター相談員の報酬である。 

・負担金補助及び交付金は、各地区に市民会議が行う青少年健全育成事業の活

動に対する補助金である。 

・文化財保護費の報酬は、社会教育指導員、埋蔵文化財専門員の報酬を計上し

ている。 

・旅費は、全国伝健協議会の出席に係る経費と伝統的建造物群保存審議会や文

化財保護審議会への委員出席のための旅費が主なものになる。 

・需用費の印刷製本費は、伊保庄にある長尾原遺跡と五反田遺跡の調査報告書

を作成するものである。しらかべ学遊館、茶臼山古墳等の施設の電気料等々

が主なものになる。 

・委託料は、伊陸地区の埋蔵文化財発掘調査の実施をする経費、しらかべ学遊

館等の施設の機械警備や維持管理経費、水金古墳等の文化財管理に係る経費

等を計上する。 

・使用料及び賃借料は、発掘調査に伴い仮設トイレ、水中ポンプ、車両等の借

上料である。収蔵庫（旧給食センター）の空調機器、町並み資料館、しらか

べ学遊館にあるモニター使用料等々が主なものになる。 

・備品購入費は、茶臼山古墳資料館のエアコンが壊れたので、新たに購入する。 

・負担金補助及び交付金の文化団体補助金は、地域の伝統行事等々を行ってい

る団体への補助になる。むろやの園の修理補助金は、本蔵の漆喰修繕等にか

かる経費の内、県費補助もあるが、市負担分の補助金を計上する。 

・大畠民俗資料館費は、維持管理に必要な経費になる。 

・月性展示館費は、指定管理者である財団法人僧月性顕彰会への管理委託料に

なる。 

 

中本課長から、５項保健体育費１目保健体育総務費について説明。 

・保健体育総務費は、児童・生徒・教職員の各種検診等に必要な経費を例年ど

おり計上している。 

 

小田所長から、２目給食センター運営費について説明。 

・給食センター運営費は、給食センターの維持管理及び給食調理に係るものを

計上する。 

・施設修繕料は、コンテナ洗浄機の洗浄用回転ノズルが破損しているため、修

繕する。 



 7 

・委託料の給食業務委託料は、調理業務の民間委託に係るもので、給食輸送業

務委託料は、給食配送に係るものである。給食管理システム導入委託料は、

現在使用している給食管理ソフトのサポートが来年３月末で終了するのに伴

い、データの共有により効率的な運用が可能となるクライアント・サーバ型

のシステムを導入する。 

・備品購入費の牛乳保管冷蔵庫は、フロンガスＲ２２を使用しない機器へ計画

的に更新を行っており、令和２年度は、新庄小学校と柳井西中学校を予定し

ている。 

 

三浦課長から、３目体育振興費、４目体育施設費、５目市民球場管理費及びウ

ェルネスパーク管理費について説明。 

・報酬は、スポーツ推進審議会及び推進委員さんの報酬を計上する。 

・報償費は、主に全国大会及び県大会出場者への激励金となっている。 

・負担金補助及び交付金は、昨年度より大きく増額しており、オリンピック聖

火リレーの負担金が大きな原因である。体育協会等への団体への補助、プラ

チナ卓球大会等の各大会補助、スポーツ合宿補助金等を計上する。 

・体育施設費の需用費は、地区体育館、弓道場、大畠グラウンド等の体育施設

管理に必要な消耗品等を計上する。 

・委託料は、武道館と体育館の指定管理料の委託料が大きなものとなる。その

他は、体育施設維持管理に必要な委託料を計上する。 

・使用料及び賃借料は、大畠グラウンドの駐車場の借地料が主なものになる。 

・負担金補助及び交付金は、草刈機の安全講習を受講するための受講料を計上

する。 

・市民球場管理費の委託料は、指定管理者となったＹＢＢの指定管理委託料に

なる。この中で芝生の全面張替を行うようにしている。 

・ウェルネスパーク管理費、需用費の修繕料は、アクアヒルの２階天井が結露

している状態なので修繕を行う。 

・委託料は、指定管理者ミズノスポーツサービスへの委託料である。 

・工事請負費は、給水ポンプの更新工事を行う。外の駐車場にあるアクアヒル

専用の給水ポンプでは、４基のリレー中継が上手くいかない状態になってい

るので、改修を行う。 

 

 主な質疑は以下のとおり 

西原委員：小学校の教育振興費の報酬に支援員報酬があるが、それぞれの人

数はどうなっているのか。 

中本課長：生活支援員が１３名から１４名へ、「ぴか一サポーター」が４名、

学校司書が５名の予定である。学習支援員は１名で、柳東小学校に

中国語ができる支援員を配置する予定である。 

西原委員：通学費補助金はどの小学校が対象で、何人いるのか。 

石岡課長：柳北小学校が６人で、伊陸小学校は４人の予定である。 

 

この他に質疑等はなく、各委員とも異議なしということで、原案どおり承認

された。 



 8 

③議案第６号 市長からの意見聴取について（令和元年度３月補正予算） 

    教育長は事務局に説明を求め、担当課長から、令和元年度３月補正予算に

ついて下記のとおり説明があった。 

    石岡課長から、１項教育総務費、４目幼稚園費並びに２項小学校費１目学

校管理費及び４目伊陸小学校建設費に係る予算についての説明。 

・幼稚園費、負担金補助及び交付金の就園奨励費補助金及び多子世帯応援保育

料等補助金は、４月から９月まで、施設等利用費補助金は、国の無償化に伴

い１０月から３月までの実績により補正する。 

・学校管理費の委託料は、トイレの洋式化及び老朽化したトイレの改修工事を

実施するため、また、文部科学省のギガスクール構想に基づく、校内通信ネ

ットワークを整備するための実施設計費及び工事管理業務委託料となってい

る。 

・工事請負費のトイレ改修工事費は、国土強靭化関連事業として早急な対策が

求められており、新庄小学校は全棟のトイレ、柳東小学校は北校舎のトイレ、

大畠小学校は全棟のトイレ、小田小学校及び柳井南小学校は普通教室棟のト

イレの改修工事を行う。令和２年度に繰り越して実施する。 

・小学校耐震補強工事費は、柳東小学校北校舎の屋根スラブ及び外壁の落下防

止対策工事を２年度に繰り越して実施する。 

・校内通信ネットワーク整備工事費は、１人１台端末に対応するための高速大

容量の校内ＬＡＮを整備する。現在は１０メガ対応で校内を整備しているが、

これを１ギガ対応のＬＡＮケーブルやネットワーク機器に整備し、各教室へ

の無線アクセスポイントの設置や、端末を収納する電源キャビネットの整備

を併せて行う。 

・伊陸小学校建設費の工事請負費は、伊陸小学校建設工事の第２期工事で、国

の補正予算の内示を受けたので、３月補正に予算計上し、令和２年度に繰り

越して実施する。 

・中学校費、学校管理費の委託料及び工事請負費は、小学校費で説明した校内

通信ネットワークを整備するための実施設計費や整備工事費である。 

 

   三浦課長から、４項社会教育費、２目公民館費及び８目文化財保護費に係る

予算についての説明。 

・公民館費は、先ほど小学校建設でも説明があったとおり、伊陸小学校と合築

する伊陸公民館の建設事業費を計上している。 

・文化財保護費は、伊保庄の国営ほ場整備を行っており、これの設計変更によ

り、発掘の調査場所が変更となっている。当初予定していた調査面積よりも

大幅な減となっているので、作業工程等がそれに併せて大幅に減っており、

委託料も減となる。 

 

   弘津館長から、６目サンビーム運営費に係る予算についての説明。 

・サンビームやない運営費の工事請負費は、音響設備と舞台設備の改修工事を

行い、入札減により減額している。 

 

 中本課長から、５項保健体育費、１目保健体育総務費に係る予算についての説
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明。 

・保健体育総務費の賃金から委託料までは、各種検診に係る経費で、額が確定

したことにより減額する。 

・負担金補助及び交付金は、中学校文化・体育連盟関係補助金の実績により減

額する。中国・全国大会は、２分の１補助、県大会は全額補助となっている。 

・扶助費、給食扶助は、就学援助で給食費を補助するもので、見込により減額

する。平成３０年度の就学援助受給率は、２４．９７％であったが、令和元

年度の令和２年２月１日現在、２３．３３％となっている。 

 

特に質疑等はなく、各委員とも異議なしということで、原案どおり承認された。 

 

 （４）協議会 

    教育長から、暫時、協議会とする宣言があった。 

   （午後６時   協議会） 

    

（午後６時１５分 再開） 

 （５）閉会 

教育長から、協議会を閉じ、教育委員会会議の閉会の宣言があった。 

（午後６時１５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。 

 

教 育 長   西 元 良 治 

 

           署名委員   西 原 光 治 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   石 岡 雅 朗 

 

 


