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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９月１１日（金）   開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時５５分 

（２）場 所   柳井市役所 ４０１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           三浦 正明 

教育部次長（図書館担当）   石岡 雅朗 

教育総務課長         有道 茂一 

          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  山本 直邦 

          学校給食センター所長     小田 文孝 

教育総務課長補佐（書記）   惣上分 常代 

 

５ 傍聴者     １名 

 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第１９号 市長からの意見聴取について（令和２年度９月補正） 

②議案第２０号 柳井市立図書館資料収集及び除籍方針の制定について 

③議案第２１号 柳井市立図書館寄贈資料取扱基準の制定について 

④議案第２２号 財産の取得について 

⑤人議第４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

る者の委嘱について 

⑥報告第２０号 柳井市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

（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。 
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   （午後１時３０分 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、厚坊委員、横山委員の両 

名を指名した。 

 

（３）議事内容 

①議案第１９号 市長からの意見聴取について（令和２年度９月補正） 

教育長は事務局に説明を求め、有道課長、中本課長、山本課長、石岡部

次長及び小田所長から、一般会計予算９月補正について下記のとおり説明

があった。 

・小学校費及び中学校費の学校管理費の需用費、施設修繕料について、  

校舎等の修繕料に不足が生じるため増額補正する。また、新型コロナウイ

ルス感染症予防対策として小学校９校１３７か所のトイレ手洗い器を自動

水栓化する。 

・委託料について、学校環境対策として余田小学校、柳井中学校及び柳  

井西中学校の特別教室空調設備設置のため実施設計委託料を計上。新型コ

ロナウイルス感染症の影響により水泳授業が中止となり、プール点検業務

が不要または点検回数減となったことにより減額補正する。 

・工事請負費について、柳井小学校のインターロッキング舗装に段差が  

あり、児童のつまずき転倒防止のため段差解消を図る工事費を計上する。 

・原材料費について、学校施設における施設材料費に不足が生じたため  

増額補正する。 

・小学校費及び中学校費の教育振興費について、ＧＩＧＡスクール構想  

の推進並びに新型コロナウイルス感染症による学校の臨時休業等において

も、ＩＣＴの活用により児童生徒の学びを保障できるよう環境整備のため

の経費。オンライン授業を想定したＷｅｂカメラ、教員がタブレット端末

を使用しやすいようにタブレットスタンド、Ｗｉ-Ｆｉ環境が整っていない

低所得世帯向けに貸し出すＷｉ-Ｆｉルーターとそれに関連した通信料に係

る経費、ＩＣＴ支援員を学校へ配置するＧＩＧＡスクールサポーター配置

業務委託料及びタブレット端末（iPad）を大型モニターに投影するAppleＴ

Ｖを整備する経費を計上する。 

・委託料及び使用料及び賃借料について、新型コロナウイルス感染症の  

影響で水泳授業や音楽祭等学校行事が中止になり、スクールバスは利用中

止、水泳授業中止に伴い柳井南小学校、大畠小学校及び大畠中学校のプー

ル利用中止のため、減額補正する。 

・社会教育費の公民館費の需用費、修繕料について、新型コロナウイル  

ス感染症予防対策として、交付金を活用し、日積公民館３か所、阿月公民

館３か所及び伊保庄公民館７か所のトイレ手洗い器を自動水栓化する。役

務費について、日積公民館の移転に伴い必要になった案内看板設置手数料、
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９月１日に供用開始となった伊陸公民館の機械警備委託料、円滑に業務を

遂行するために必要な備品を購入する経費を計上する。 

・社会教育費の図書館費の需用費、修繕料について、柳井図書館のトイ  

レ手洗い器５か所を自動水栓化する。施設用備品購入費として、来館者が

安心して図書館の本を利用できるよう、本の消毒器を柳井図書館と大畠図

書館に１台ずつ整備する経費を計上する。 

・社会教育費のサンビームやない運営費の需用費について、新型コロナ  

ウイルス感染症予防対策として補助金を活用し、消毒液などの消耗品を購

入する経費を計上する。 

・社会教育費の文化財保護費の委託料について、昨年度試掘調査を実施  

した伊陸地区で今年度田植え時期に一部不具合が見つかり、補修、表土除

去、埋め戻しを行う。新庄南地区県営ほ場整備計画の下、今年度発掘調査

を行うための経費を計上する。 

・保健体育費の給食センター運営費の需用費について、食器食缶洗浄関  

係機器、蒸気配管用真空ポンプ及び炊飯室の空調設備の修繕料、学校臨時

休業対策費補助金について、４月１７日に提供予定でキャンセルできず買

取りした食材に係る経費を計上する。 

・保健体育費の体育振興費の負担金補助及び交付金について、新型コロ  

ナウイルス感染症拡大により中止になった、プラチナ卓球大会への補助金

を減額補正する。 

主な質疑は以下のとおり 

厚坊委員：蛇口の自動水栓化は、トイレの手洗い用の蛇口をそれぞれ自  

動水栓化するものか。 

岡原課長：そのとおりである。 

有道課長：今回、中学校の手洗い器は対象外となっているが、令和３年度 

以降にトイレの洋式化工事を計画しており、その際、自動水栓

化する予定である。 

西原委員：Ｗｅｂカメラやタブレットスタンドを需用費で購入するのか。 

有道課長：それぞれ３千円から５千円で調達できる見込みであることから、

消耗品として予算計上している。 

厚坊委員：特別教室の空調整備は、いつ頃完了するのか。 

岡原課長：令和２年度の補助事業で、令和３年度になってから工事発注し、

夏休み期間中に施工予定である。 

河岡委員：柳井小学校のインターロッキングの工事とはどういうものなの 

か。 

岡原課長：小学校の体育館付近の下地が、地盤沈下により下がったため（ 

８か所）、現在のインターロッキングを剥がし施工するもの。 

西原委員：ＧＩＧＡスクール構想関連でタブレットの納品やキッティング、

ＬＡＮ工事は今年度中に完了するのか。 

有道課長：タブレット本体は１２月中に納品、附属品のハードカバーは納 
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品が遅れると聞いているが、タブレット本体があれば、キッテ

ィング作業は可能であり、今年度中に完了できる見込みである。 

厚坊委員：低所得世帯に対して準備されるルーターは、配布するのか貸与 

するのか。 

有道課長：貸与規定を制定し、義務教育が終了するまで貸与し、返還され 

たものは、他の低所得世帯へ貸与する予定である。 

    西原委員：図書館の本の消毒器の使用方法は。 

石岡部次長：電子レンジのような形状で、下部の送風装置から風が出てく

る。紫外線を照射し、ぺージの中を殺菌する、消臭抗菌剤を循

環させ不快な臭いを消毒する、送風することでページの中の埃

を除去する、という３つの機能がある。本の表面だけを除菌す

る機能の消毒器を導入している市町が多く、柳井市が今回購入

するタイプの消毒器を導入している市町は県内でも少ない。 

    西原委員：どのように活用していくのか。 

石岡部次長：消毒する時間は１冊につき３０秒から１分かかると想定して

おり、本の返還時に職員が対応する予定。また、本を借りる方

で、本の消毒状況が気になる方にも利用してもらう予定。 

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。 

 

②議案第２０号 柳井市立図書館資料収集及び除籍方針の制定について 

教育長は事務局に説明を求め、石岡部次長から、「市町村立図書館は、

利用者及び住民の要望、社会の要請並びに地域の実情に十分留意しつつ、

図書館資料の収集に関する方針を定め、公表するよう努めるもの」という

図書館の設置及び運営上の望ましい基準を満たすため、平成１４年３月１

日施行の柳井市立柳井図書館資料廃棄内規を廃止し、資料収集及び除籍方

針を新たに制定するとの説明があった。 

主な質疑応答は以下のとおり 

西原委員：新規に制定されたのか。 

石岡部次長：そのとおりである。 

西原委員：今まで寄託の実績はあるのか。 

石岡部次長：来年、国木田独歩生誕１５０周年の年であり、しらかべ学 

遊館に保管されている大変貴重な「明治２４年日記」の資料を

デジタル化し、個人所有の書簡等をお借りして図書館で公開し

たい。 

河岡委員：規約にはないが、本の選定の際には選定委員会、廃棄の際には

廃棄委員会を設置するのか。 

石岡部次長：設置することが望ましいが、現状では司書が中心となり収集

や廃棄の選定をし、決裁後、実施している。 

河岡委員：本の廃棄について、学校図書館には細かい内規があるが、公共
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図書館に内規があるのか。 

石岡部次長：公共図書館に明確なものはない。学校図書館を参考にし、司

書と協議しながら古い本を整理していきたい。 

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。 

 

③議案第２１号 柳井市立図書館寄贈資料取扱基準の制定について 

教育長は事務局に説明を求め、石岡部次長から、柳井図書館の図書購入

数は、同規模の図書館と比較し非常に少ないため、今後は、積極的に寄贈

資料を収集、収集後に積極的に活用することを目的として、柳井市立図書

館寄贈資料取扱基準を新たに制定する。寄贈本の収集方法等の検討のため、

１０月１日から１８日の間、リユース本を募集し、１０月２５日に開催予

定の「みんなのわくわく図書館」で古本リユース市を行い、市民へ提供し

たい。また今後、継続的に寄贈本を収集するとなると、寄贈本の保管場所

の確保、整理・選別を行う体制づくりが必要になることから、図書館サポ

ーター等の募集も検討していきたいとの説明があった。 

主な質疑応答は以下のとおり 

河岡委員：古本リユース市に提供される本は、市民から提供される本と図 

書館の除籍本か。学校図書館にも除籍本があり、それらの有効

活用ということで古本リユース市に提供できないか。 

石岡部次長：市民から提供される本と図書館の除籍本を考えている。ただ 

し、図書館の除籍本は古いものが多く、古本リユース市に提供

できるものは少ない。学校図書館の本というのは、いいアイデ

アなので提供してもらえるか相談したい。 

西原委員：受領できる資料、できない資料の基準は。 

石岡部次長：大まかな基準は設けたが、保管場所の確保や体制が確立して

いないということで、すべての寄贈資料を受け取るのは難しい。

今後、協議しながら進めていきたい。 

厚坊委員：回数を重ねていけば、寄贈者が増えて、貴重な資料の収集も見 

込める。 

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。 

 

④議案第２２号 財産の取得について 

教育長は事務局に説明を求め、有道課長から、柳井市立小中学校におい

て整備するアップルコンピュータ社製のタブレット端末及び附属品のキー

ボード一体型ハードケース２，３３１台と、児童生徒用のタブレット端末

にフィルタリング機能を増強するソフトウエアー２，１２６台分を購入す

る予定価格が２，０００万円以上となるため、地方自治法第９６条第１項

第８号及び柳井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
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する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものとの説明があっ

た。 

西原委員：タブレット端末は購入なのか。 

有道課長：そのとおりである。柳井市の備品として取り扱う。 

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。 

 

⑤人議第４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 

る者の委嘱について 

教育長は事務局に説明を求め、有道課長から説明があった。 

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年度から柳井市教育委員会では、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、公表をしてきた。今年度も継続して実施するが、

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。任期は、「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１年となっている。 

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。 

 

⑥報告第２０号 柳井市立学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

教育長は事務局に説明を求め、中本課長から、柳井市立学校給食センタ

ー条例施行規則によって委嘱していた委員が令和２年６月３０日をもって

任期が終了したため、人選を行った結果、１３人を委嘱した。任期は令和

２年７月１日から令和３年６月３０日までの１年間となっている。柳井市

立学校給食センター運営審議会は、柳井市教育委員会の諮問に応じ、給食

センターの運営について調査審議し、意見を具申するものであるとの説明

があった。 

  主な質疑応答は以下のとおり 

西原委員：委員に学校給食協力会会長がいるが、この会はどういう組織な

のか。 

小田所長：地場産の野菜を納入する市内の農家の組織である。 

 

（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２時４０分 協議会） 

 

（午後２時５５分 再開） 
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（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２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。 

 

教 育 長   西 元 良 治 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

署名委員   横 山 志 磨 

 

調 整 者   有 道 茂 一 


