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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年１１月２４日（金） 開会 午後４時００分 

閉会 午後４時５２分 

２ 場  所   柳井市役所 ３階 大会議室 

３ 出席委員   教育長             桑原  眞 

委 員             西原 光治 

 委 員             河岡 治子 

   委 員             厚坊 俊己 

   委 員             横山 志磨 

４ 出席職員   教育部長            河村 邦久 

教育総務課長          廣田 成毅 

         教育総務課施設担当課長     岡原 由明 

学校教育課長          中本  稔 

生涯学習・スポーツ推進課長   室田 和範 

         柳井図書館長          神田 栄治 

         給食センター所長        宮本 太郎 

５ 書  記   教育総務課長補佐        小田 文孝 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第１６号 柳井市日積キャンプ場管理規則の一部改正について 

②議案第１７号 柳井市立学校の通学区域に関する規則の一部改正について 

③議案第１８号 市長からの意見聴取（平成２９年度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） 

桑原教育長 

これより本日の教育委員会会議を開会いたします。 

それでは、会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により河岡委員、横山委員の両名を指

名いたします。お願いします。 

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） 

桑原教育長 

 ご異議なしと認めます。本日の会議日程は、机上配布のとおりと決定しました。 

議事日程に従いまして、会議を進めさせていただきます。 

 議案第１６号 柳井市日積キャンプ場管理規則の一部改正について、補足説明があればこれを

求めます。 

室田課長 

議案第１６号 柳井市日積キャンプ場管理規則の一部改正につきまして、補足説明を申し上げ

ます。 
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これは、山口地方法務局において山口県内全域で行われております重複地番の解消を図るため

の山地番の変更に伴い、日積キャンプ場の地番４３００番３１を１万番足すかたちで１４３００

番３１に改めるものであります。以上です。 

桑原教育長 

以上で説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

西原委員 

これは、今、言われましたように１万を加算するということですよね。説明があったのは日積

のキャンプ場ですが、その他はないのでしょうか。例えば、学校林とか建物は違うのですか。 

廣田課長 

今回の山番につきましては、先日来、税務課の方からお話がありまして、規則・条例等を税務

課でも確認していただいたのですけれど、該当するものはありませんということでございました。 

桑原教育長 

教育委員会に関するものはこれだけということですね。よろしゅうございますか。 

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） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１６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） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１６号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第１７号 柳井市立学校の通学区域に関する規則の一部改正について、補足説明があ

ればこれを求めます。 

中本課長 

失礼いたします。議案第１７号 柳井市立学校の通学区域に関する規則の一部改正について、

補足説明を申し上げます。 

柳井南中学校の柳井中学校への統合については、平成２９年１０月３０日開催の教育委員会会

議において決定されたところですが、統合までの間、柳井中学校の通学区域に、柳井南小学校及

び小田小学校の通学区域を加えるものです。これにより、柳井南小学校区及び小田小学校区の児

童及び生徒は、柳井中学校又は柳井南中学校を選択して通学できることになります。以上です。 

桑原教育長 

以上で説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

これで両方に行けるということです。 

厚坊委員 

４月１日からですね。 

桑原教育長 

以上で質疑を終結いたします。 
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 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） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１７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） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１７号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第１８号 市長からの意見聴取（平成２９年度１２月補正）について、補足説明があ

ればこれを求めます。 

廣田課長 

それでは、別紙の方を見ていただけたらと思います。こちらは、それぞれ担当課の方でご用意さ

せていただきましたので、それに基づきましてご説明をさせていただきます。 

 まず、１ページ目でございます。こちら、教育総務課の概略ということで掲載させていただいて

おります。こちらにつきましては、恐縮ですけども後ほどゆっくりご覧いただけたらと思います。

よろしくお願いします。それでは、２ページ、こちらになります。まず、歳出説明の前に、債務負

担行為の設定についてということで２ページ目をお開きください。こちらは、伊陸小学校及び伊陸

公民館改築事業基本・実施設計業務でございますが、耐震性のない伊陸小学校また老朽化した伊陸

公民館の改築に伴い、４月初旬より設計業務を行うため、平成３０年度の設計業務の債務負担行為

の設定を行うものです。続きまして、３ページをお開きください。まず、スクールバス運行業務委

託料でございますが、柳井南中学校区からの２台増を含む柳井中学校６台、柳井南小学校１台、日

積小学校１台、大畠小学校２台、合計１０台の運行委託について、平成３０年度から３２年度まで

の業務委託料の債務負担行為の設定を行うものです。続きまして、バス借上げ料でございます。こ

ちらは、柳井南中学校区から柳井中学校への通学に使用する２台のスクールバスの導入をリースに

て対応するもので、平成３０年度から３５年度までの借上料の債務負担行為の設定を行うものです。 

 続きまして、４ページ、お願いいたします。こちらは、歳出になります。まず、教育総務費・事

務局費でございます。備品購入費でございますが、施設及び備品の修繕として使用しておりました

エンジン溶接機が修理不能となったため購入するものでございます。続きまして、負担金補助及び

交付金でございますが、こちらは、指導主事などの給与費負担金の確定見込によるものでございま

す。続きまして、小学校費・学校管理費でございます。需用費でございますが、休校中の平郡西小

学校を除く市内１１校の小学校につきまして、トイレ設備の補修や破損したガラスの取換など校舎

等の施設修繕料を計上させていただいております。なお、市内学校施設の遊具点検の際、危険であ

るという指摘を受けました伊陸小学校の複合滑り台の修繕も含まれております。続きまして、工事

請負費でございますが、消防設備点検において、柳北小学校及び柳井南小学校の消防設備について

不備が確認され、改修を行うものです。また、平成１３年３月に建築した余田小学校特別教室棟の

外壁防水のためのシーリングの打替も含まれております。続きまして、教育振興費でございます。

まず、委託料でございますが、学校からインターネットに繋がないパソコンの増設要望があり、そ

ちらに対応するための環境設定業務の委託増です。続きまして、使用料及び賃借料でございますが、

こちらは、見積合わせによりますパソコン単価の減、購入台数の減やリース期間の短縮によりまし

て今年度購入のパソコンのリース代の減額となっております。続きまして、備品購入費でございま

すが、こちらは、小学校各クラスに設置いたします書画カメラ、液晶テレビ、テレビスタンドの購

入に際しまして見積合わせにより減となったものです。続きまして、余田小学校建設費でございま
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す。役務費でございますが、こちらは、イントラネット改修の執行減によるものでございます。続

きまして、使用料及び賃借料でございますが、仮設校舎の借上げ時期の短縮によりましてリース代

の減となっております。続きまして、中学校費・学校管理費でございます。需用費でございますが、

表面が光って見えないほど劣化している柳井中学校の黒板を張替修理するものです。続きまして、

工事請負費でございます。こちらは、消防設備点検において柳井中学校・大畠中学校に設備の不備

が確認され、改修を行うものでございます。また、経年劣化により傷んでいる柳井西中学校の防球

ネットの改修を行うものも含まれております。教育振興費でございます。先ほどと同様で、学校か

らインターネットに繋がないパソコンの増設要望があり、それに対応するため環境設定業務の増額

をいたしております。続きまして、使用料及び賃借料でございますが、こちらも先ほどと一緒でご

ざいまして、見積合わせによりましてパソコン単価の減、リース期間の短縮によりまして今年度購

入のパソコンのリース代の減額でございます。続きまして、備品購入費でございますが、こちらも

先ほどと一緒でございますが、中学校の各クラスに設置します書画カメラ、液晶テレビ、テレビス

タンドの購入に際して、見積合わせにより減となったものでございます。以上でございます。 

中本課長 

失礼します。学校教育課の部分です。事業名として、まず、上に３つほど挙げています。１番上

がいじめ問題対策推進体制整備事業。事業内容は右端にありますが、スクールソーシャルワーカー

の報償費です。スクールソーシャルワーカーというのは、そこにあります家庭や学校において様々

な課題を抱える児童・生徒に対し、社会福祉士等の専門家を活用して問題の解決に向けた支援を行

っております。その専門家がスクールソーシャルワーカーです。対応事案の数が当初の予定より随

分増加しております。そのために、増加分に対応するために補正を組まさせていただきました。２

つ目です。小学校費の就学援助事業です。これも内容は右にありますが、新入学児童・生徒学用品

費の改定、これは増額されました。その部分の補正と、それから新入学児童・生徒の学用品費の前

払、今年度までは７月に払っていましたが、それを３月に前払するということで補正を組んでおり

ます。その下の段が中学校の同じく今の就学援助費の増額分でございます。それから、下の段に行

きます。債務負担行為ということで、これは英語活動学習推進業務委託料です。外国語、英語学習

の充実、国際理解、コミュニケーション能力の向上のため、ＡＬＴ、外国語指導助手ですが、その

ＡＬＴによる指導業務を委託するためです。継続した指導が必要なため、債務負担行為により２年

契約としています。今は小学校１名、中学校１名ということです。以上です。 

室田課長 

６ページをお願いします。生涯学習・スポーツ推進課関連で１番上、公民館建設事業ということ

で、こちらは新庄公民館第２駐車場整備予定地の中央付近に設置されている中国電力の電柱を駐車

場として支障にならない道路側に移設する費用５０万円につきまして、工事請負費から補償補填及

び賠償金への節の移動を行うものであります。そして、その次の埋蔵文化財調査事業ですが、この

委託料は、新庄地区県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財の試掘調査を行う費用でございます。従来、

県営事業につきましては、県文化財保護課及び県埋蔵文化センターがその業務を担い、本市におき

ましては、国営事業を受託してきたところでございます。しかしながら、県内各地の県営圃場整備

調査の事業量が大変多く新庄地区の試掘調査は平成３３年度予定となるため、圃場整備事業そのも

のの工事が大幅に遅延する見込となることを理由として、本年８月県柳井農林事務所から市による

試掘調査の依頼を受けたものでございます。急な対応となりますが、圃場整備計画の円滑な遂行を

鑑み、この度の１２月補正に予算計上させていただき、１月下旬から２月にかけて試掘調査を行う

ものでございます。３つ目のしらかべ学遊館維持管理事業でございます。この費用につきましては、

明年平成３０年の明治改元１５０年を迎えるに当たり、しらかべ学遊館の一部展示替えを行うもの

でございます。今回は、明治に繋がる江戸後期に活躍した新庄の岩政信比古、阿月の浦靱負、遠崎
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の月性等を中心としたパネル展示を設置することで、市民により分かり易い展示を図るものでござ

います。続きまして、７ページ、債務負担行為でございます。こちらは、明年３月末日をもちまし

て３年間の指定管理期間が満了いたしますので、引き続き平成３０年４月１日から平成３３年３月

３１日までの３年間、公益財団法人僧月性顕彰会を条例に基づき指定管理者とするために上程を行

うものであります。以上です。 

神田館長 

それでは、９ページをお願いいたします。サンビームやないと柳井図書館でございますが、債務

負担行為のみでございます。内容でございますが、サンビームやないと柳井図書館は共有の施設で

ございますが、清掃・環境衛生の管理業務を４月１日から取り掛かっていただく必要があるため、

年度内に債務負担行為をお願いするものでございます。総額は４８０万６千円ですが、これを８対

２の割合でサンビームと図書館で分けております。この詳細は、次のページ、９の１をご覧いただ

きたいと思います。サンビームの方が８割、それから図書館の方が２割ということで案分をいたし

ております。委託業務の内容でございますが、次のページに清掃業務の方の仕様と、１０ページの

方です。それからもう１枚めくっていただきまして、１１ページに環境衛生の管理業務の方の委託

内容を添付いたしております。以上でございます。 

宮本所長 

それでは、柳井市立学校給食センターの１２月補正の内容でございます。１２ページをご覧いた

だけたらと思います。歳出でございますが、給食センター運営費ということで、まず臨時雇賃金。

こちらにつきましては、本年３月末、平成２８年度末で退職が生じたことから正規職員が２名とな

ったということもありまして、パート職員のうち４名を臨時職員として雇用いたしました。その影

響で人件費が増高いたしましたので、その増高した部分の補正をお願いするものでございます。続

きまして、需用費の修繕料でございます。いずれも設備がセンターが出来まして１６年経ちまして

経年による劣化によるものがほとんどでございますが、蒸煮冷却機の空気駆動弁の交換修繕につき

ましては、これは８月の定期点検で業者より指摘を受けた部分の修繕。それから食器システム洗浄

機、食缶下洗い機、こちらにつきましては絶縁不良が生じておりまして、漏電・感電の恐れがある

ということからそれぞれ部品の交換を行うものでございます。蒸気回転釜それから定量洗米機、ガ

ス回転釜の修繕につきましては、こちらもいずれも経年による劣化による修繕でございます。続き

まして、委託料、給食業務委託料ですが、こちらも先ほどの臨時雇賃金と同様ですけれども、柳井

広域シルバー人材センターの方に給食調理業務の一部を委託をしております。欠員が生じておりま

すことから、シルバー人材センターにプラス１名の増員をお願いしておりますことによります補正

でございます。続きまして、債務負担行為でございます。こちらにつきましては、先般来、皆様に

もご案内させていただいております平成３０年９月からの給食調理業務の民間委託のための給食

センター調理業務の民間委託契約に係る債務負担行為でございます。５年間の契約を予定しており

ます。以上でございます。 

桑原教育長 

以上で説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

西原委員 

いきなりの説明で十分理解できてないのですが、スクールバスについては２台ほどプラスになっ

たということですね。 

廣田課長 

南中の関係で２台増加しております。 

厚坊委員 
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２台分の車庫はどこに、今の所のどこら辺に造るのですか。 

廣田課長 

車庫なんですけれど、１２月補正でこちらとしては要望はあげておりましたが、リースというこ

とで車庫の方は今回造らないということになりました。 

厚坊委員 

停めておくのはその前ですか。 

廣田課長 

一応停めておく場所としましては柔道場があろうかと思うのですが、あの西側、あちらを一応考

えております。 

西原委員 

車両がリースということですよね。ドライバーさんはどのような扱いになりますか。 

廣田課長 

スクールバスの運行につきましては、これから業者選定といいますか、今は現状としまして今年

度までは３年間は三和交通さんとアサヒ観光さん、一応２者の方でやっていただいております。で

すから３０年度から３２年度はこれから業務委託を行うというところになります。 

桑原教育長 

３ページの予算でスクールバス運転業務委託料とバスの借上が書いてありますが、上の運転業務

委託は運転手です。下はバスのリースということになります。 

他にありませんか。 

河岡委員 

５ページのスクールソーシャルワーカーの報償費、これがいろいろ問題が起きて増加したという

お話ですけれども、スクールカウンセラーの方は今回増額はありませんか。 

中本課長 

スクールカウンセラーは、緊急事案があった時には県の方から特別に予算を組んでもらって配置

することができます。実際、緊急事案でそうやって配置したこともあります。その中で今、スクー

ルカウンセラーについては各学校に行っていただいておりますので、余分に補正を組んでというこ

とは今のところは考えていません。 

河岡委員 

要望なのですけれども、今後また予算を組む機会の時に、今、不登校の子等増加していますし、

今度南中の件もあって精神的に不安定な子が増える可能性もありますので、可能であれば、きっと

こちらのスクールソーシャルワーカーも引き続きお仕事が増えるのではないかと思うのですが、ス

クールカウンセラーの方も時間を増やしていただいて対応していただけたらいいのではないかな

と思っております。また生徒だけではなくて、例えば新任の先生方などの先生方のケアまでできる

くらいの時間の確保ができれば少しはいいのではないかなというふうに思いますので、そちらを検

討していただければと思います。 

西原委員 

４ページのところなのですけれど、先ほど説明ございました、コンピュータの使用料ですね、小

学校中学校共。これは見積合わせによる減額というふうにありましたけれど、いわゆる競争見積に

よる効果がこれだけ出たということですね。結構大きな数字ではないかなと思う訳なのですけれど、

これは原資と言いますかイニシャルの金額というのはどのくらいあるのですか、全体的には何パー

セントくらい減額になったのか分かりますでしょうか。 

廣田課長 

後ほど確認します。 



 7 

桑原教育長 

パソコンは、リースになっているんですよね。 

廣田課長 

はい。リースです。 

桑原教育長 

他によろしいですか。 

それでは、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） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１８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） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１８号は、原案のとおり可決いたしました。 

暫時、協議会といたします。 

（午後４時２８分 協議会） 

 

（午後４時５２分 再開） 

桑原教育長 

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いたしました。 

本日の会議は、これをもって閉会といたします 

（午後４時５２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   桑 原   眞 
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調 整 者   廣 田 成 毅 


