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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年３月１０日（金）  開会 午後４時００分 

閉会 午後５時１３分 

２ 場  所   柳井市役所 ４０１会議室 

３ 出席委員   教育長            桑原  眞 

委 員（教育長職務代理者）  西原 光治 

 委 員            原田 敏弘 

委 員            河岡 治子 

委 員            厚坊 俊己 

４ 出席職員   教育部長           河村 邦久 

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  広田 成毅 

         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       小田 文孝 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第３号 市長からの意見聴取について（平成２８年度柳井市一般会計教育予算

（３月補正）について） 

②議案第４号 市長からの意見聴取について（平成２９年度柳井市一般会計教育予算

について） 

③議案第６号 市長からの意見聴取について（平成２８年度柳井市一般会計教育予算

（３月補正追加）について）【当日上程】 

④人議第１号 柳井市立学校学校医の委嘱について 

⑤人議第２号 柳井市立学校薬剤師の委嘱について 

⑥人議第３号 平成２９年度柳井市公民館主事の任命について 

⑦議案第５号 平成２９年度柳井市立小中学校教職員人事異動内申について 

（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します。 

会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により、原田委員、河岡委員の両名を指名いた

します。よろしくお願いします。 

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。 
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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３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３月補正予算書の４２ページ、４３ページをお願いします。教育費、教育総務費の

２目事務局費でございますが、指導主事給与費負担金に不足が生じたため補正するものでござ

います。これにつきましては、学校教育課に所属しております指導主事さん３名、それから人

権教育室の社会教育主事１名の負担金でございます。４３ページ、４目の幼稚園費でございま

す。就園奨励費補助金及び多子世帯応援保育料等軽減事業補助金を実績見込により減額するも

のでございます。続きまして小学校費の学校管理費でございます。１３節委託料でございます

が、単価入替業務委託料及び工事監理業務委託料につきましては、共に柳井小学校及び小田小

学校の屋内運動場非構造部材耐震化工事に伴うもので、繰越で実施するものでございます。１

５節工事請負費でございますが、柳北小学校屋内運動場大規模改修工事の工事費が確定しまし

たので、減額補正するものでございます。 

西本課長 

続いて２目教育振興費です。１節の報酬につきまして、嘱託職員報酬、こちらは伊陸小学校

の複式を解消するための市の非常勤講師を予定しておりましたが、伊陸小学校が本年度全て単

学級となりまして執行しておりませんので減額しております。それから次のページ、４４ペー

ジの扶助費について、こちらは就学援助費で、見積よりも実際の申請者減による残額をお示し

したものでございます。それから教育費、中学校費の２目教育振興費です。２０節扶助費、こ

ちらも小学校費と同様に就学援助費の見積減によるものでございます。以上でございます。 

広田課長 

４５ページをお開きください。公民館費でございます。８節報償費でございますが、新庄公

民館完成記念式典行事への参加団体数が確定しましたので減額補正をお願いするものです。１

２節役務費でございますが、新庄公民館完成に伴う引越額確定によりまして減額補正をお願い

するものでございます。１３節委託料につきましては、工事監理業務費の確定によりまして減

額補正をお願いするものでございます。１５節工事請負費でございますが、それぞれ工事費の

落札減によりまして減額補正をお願いするものでございます。続きまして文化財保護費でござ

います。１５節工事請負費でございますが、茶臼山古墳資料館の屋上防水改修工事費の落札減

により減額補正をお願いするものでございます。４６ページをお願いいたします。 

西本課長 

１目保健体育総務費で７節から２０節まで５つの項目をお示ししております。校医出務日当、

校医等報償費、手数料、心電図測定委託料、こちらについては実績が見込よりも少なかったと

いうことで減額をお示ししております。併せて２０節扶助費、こちらも就学援助との係わりで

すが給食扶助費が見積よりも少なかったということで減額としてお示しをしております。以上

です。 

広田課長 

続きまして体育施設費でございます。こちらは弓道場建替計画の見直しによる事業の取止め

によりまして、まず１１節需用費の消耗品費及び１３節委託料のうち弓道場に係るものの減額

補正をお願いするものでございます。また設計委託料の減額補正は、南浜テニスコート改修工

事の設計委託料確定によるものでございます。１５節工事請負費でございますが、南浜テニス

コート改修工事及び遠崎地区体育館トイレ改修工事費の落札減による減額補正をお願いする

ものでございます。以上でございます。 

桑原教育長 
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 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 

４３ページの教育振興費で、伊陸小学校が元々は予算策定の時は複式の見込だったけれども

複式にならなかったということですか。 

西本課長 

転入生が、ちょうどここに入って欲しいなというところにピタッと入りまして１６名という

複式の枠を超えましたので、本当に有難いことですが執行しないで済みました。 

原田委員 

４４ページですが、就学援助費。これも見積よりも人数が少なかったということですか。 

西本課長 

そうですね、申請者の減です。 

原田委員 

援助が必要な児童が少なかったということですね。 

西本課長 

当初はやはり少し多めに予算を取っておかないと途中で足りなくなるということも余りよ

ろしくないので、若干見積よりゆとりを持たせております。 

原田委員 

あと公民館費なのですが、工事請負費が１，３００万くらい減額になっているのですが、全

体からすると何％くらいなのですか。金額的には、かなり１，３００万というのは大きな金額

だと思うのですが。 

広田課長 

ざっとですが、１割弱くらい落ちていると思います。 

原田委員 

これは何かコストダウンの特別な何かやり方の変更とか…。資材は全体に上がっていますよ

ね。入札によってかなり安い金額で落札された…。 

広田課長 

入札によって安い金額で落ちたのは間違いございません。 

原田委員 

仕様が変わったとかそういうのではないのですね。あとは４６ページの体育施設費のところ

で、弓道場の関係もかなり減額になっていますけれども、これはどういったことでこんなに減

ったのですか。 

広田課長 

弓道場につきましては、当初、計画の中では、今年度ここに書いてあるような業務委託をし

まして、来年度実施設計、その次の年に建設という予定でございましたけれども、事業費等も

含めまして、また建設予定地につきましても、当初は現在の場所で建替ということもありまし

たけれども、例えば商業の跡地も使えないかとかいうとこもありまして再考してくれというお

話もありましたので、現在場所については再考している途中でございます。 

原田委員 

要は、いったん白紙に戻ったということですか。有難うございます。 

桑原教育長 

他にありませんか。よろしいですか。 

 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３号について、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３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４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２９年度柳井市予算説明書の１７５ページをお願いいたします。平成２９年度

につきましては、市長選挙がございましたので骨格予算ということで大きな工事請負費とかは

６月補正になりますので、主に緊急を要するものしか上がっておりません。そういう形で説明

を聞いていただければと思います。 

１目教育委員会費でございますが、これは委員皆様の報酬等を計上しております。続いて２

目事務局費でございます。スクールバスの運営維持経費、指導主事派遣事業等の政策的経費と

事務局の運営経費、各種団体・会議への法定外負担金等の経常的な経費を計上しております。

主なものでは１７７ページ１３節委託料でございますがスクールバス運転業務委託料でござ

います。これは昨年と同様でございます。１７８ページをお願いします。指導主事給与費負担

金、指導主事３名、社会教育主事１名、計４名の給与費負担金を計上しております。その金額

につきましても昨年と同様でございます。主なものは以上でございます。続きまして３目高等

学校費、これは市内の私立高等学校に学校運営費の補助金でございます。昨年と同様の２５０

万円を計上しております。４目幼稚園費でございます。幼稚園費につきましては、幼稚園の就

園奨励費補助金、それから私立幼稚園研究研修費補助金、幼稚園多子世帯応援保育料等軽減事

業補助金を計上しております。続きまして小学校費、学校管理費でございますが、市内の小学

校の運営及び維持管理に必要な予算を計上しております。主なものにつきましては、この学校

管理費につきましては骨格予算となっております。学校運営に必要な１１節需用費でございま

すが光熱水費等や１３節委託料、学校施設の設備等の管理業務委託料、続いて１８０ページ１

４節使用料及び賃借料は校舎５棟のリース料、建物借上料等を計上しております。 

西本課長 

続いて２目教育振興費です。少し動きのあったのが７節の賃金のところです。臨時雇賃金と

して計上しておりますが、小学校の支援員さん１人の増員がなんとかできるような見通しを持

っております。併せて図書支援員さんについてもお１人増やすことができるのではないか、そ

れからその下に教科用図書研究調査協議会委員出務日当というふうにお示ししております。来

年度は、小学校の道徳の教科書についてご審議をいただくという機会を予定しておりますので、

委員さん方にもご参加いただきましてご協力いただく機会となりますので、併せてご紹介させ

ていただきます。その他の小学校費、教育振興費につきましては、例年と同じような動きとい

うことでご理解いただけたらと思います。以上です。 

山中課長 

１８２ページの１８節備品購入費の中で教材等備品購入費、こちらでございますが、２７年

度にモニターと書画カメラを小中学校合わせて６３台購入しましたが、各教室に無いというこ

とでその追加分を購入できる予算を計上しております。続きまして３目余田小学校建設費でご
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ざいます。１４節の使用料及び賃借料でございますが、今仮設の特別教室、校長室、教員室が

ございますが、これの９月までの借上料を計上しております。続きまして中学校費、１目学校

管理費でございますが、これは市内の中学校管理費４校分の運営費及び維持管理に必要な経費

を計上しております。主なものにつきましては、１１節需用費の光熱水費や１３節委託料、こ

れは学校管理に必要な委託料でございます。 

西本課長 

１８５ページからが中学校費、教育振興費になります。それぞれ節でお示しをしております

が、本年度とおよそ同様な形で内容も取組んで行けるように考えております。予算の大きな変

更点はございません。以上です。 

山中課長 

寄宿舎費でございます。これは海風寮を柳井中学校で利用しておりますが、その維持管理費

を計上しております。 

広田課長 

１８７ページ、社会教育総務費でございます。こちらにつきましては、社会教育につきまし

て社会教育指導員さん、社会教育指導委員の報酬等々ということで社会教育を進めるというか

たちのものでございまして大きな動きの方はございません。続きまして１８９ページ、公民館

費でございます。こちらにつきましては、中央公民館、各地区公民館等で事業や施設の整備及

び管理運営経費を計上させていただいております。こちらの中で骨格ではございますけれども

工事費ということで、伊陸公民館につきましては、経年劣化によりまして雨水の漏水がありま

して屋上部分それから軒下の部分について欠損が見られるということで、こちらにつきまして

は梅雨時期までに屋上防水改修工事ということで施工をさせていただく予定でございます。そ

れから余田公民館につきましては、完成後について備品購入ということで少し上げさせていた

だいております。こちらについては１９１ページというところで備品購入費こちらの方、地区

公民館備品購入費ということで上げさせていただいております。以上です。 

桑原教育長 

次、図書館費はいいですか。 

神田館長 

特にありません。 

桑原教育長 

他はありますか。 

三宅所長 

２０２ページをお願いします。２目給食センター運営費ですけど、昨年度と比べて少し変わ

ったところは１３節委託料ですけど、新規に給食業務委託料を計上しております。これは調理

員の不足ということで、柳井広域シルバー人材センターの方に調理、配缶、洗浄の一部を委託

するものでございます。続きまして２０４ページの１８節備品購入費ですが、各小中学校の牛

乳保管冷蔵庫は平成１０年に設置されており１８年も経過しているということで、計画的に平

成２９年から４年間で更新していくということでその部分を計上しております。以上でござい

ます。 

広田課長 

１点ちょっと戻っていただいて申し訳ないんですが、文化財保護費、１９８ページの１番下

に工事請負費、トイレ改修工事費がありますけれど、これはしらかべ学遊館のトイレの洋式化

ということで男性女性大便器の和式１つをそれぞれ洋式に替えるものでございます。これはウ

ォッシュレットではありませんで、町並み資料館は狭かったのでウォッシュレットしかできな
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かったというところでございます。それから１番最後になりますけどもウェルネスパーク管理

費でございますが、例年より需用費が増えています。これは遊具とベンチの修繕ということで、

業者に見ていただいて早急にやってくださいというところの指摘があったものを計上させて

いただいております。以上です。 

桑原教育長 

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 

「当初予算の概要」というこちらの資料は今ご説明は無かったのですが、この中の項目に「新

規」というのでいくつか色文字のところがあるのですけれど、例えば、２１ページ学校給食セ

ンターとか柳井南小学校の屋内運動場非構造部材耐震改修事業２千万円とか入ってますね。 

桑原教育長 

説明されますか。先ほどとダブっているところもあったと思うのですが。 

山中課長 

はい。それでは２１ページ上の表中段、これが新規になっているのですが実は繰越事業で、

補正予算の時にご説明して繰り越して２９年度に事業するものなのですけど、一応これの概要

的には新規なのでそれで新規で上げてあるということです。予算説明書には入っていません。

繰越事業なので既に予算を組んだものを２９年度に繰り越すということになります。 

桑原教育長 

それから学校給食センターは先ほど冷蔵庫で言われたのと一緒ですか。 

三宅所長 

はい。 

原田委員 

あと柳井図書館のシステムの更新事業というのがありますが。 

神田館長 

これは今のシステムが６年目ということですが１年延ばしました。今度新しいシステムとし

て機能はほぼ変わりませんけどクラウド形式の本体を置かない、どう言いますか全国的にそう

いうデータベースを持った所に預けるかたちでＳａａＳ式のシステムを導入しようと思って

おります。このメリットは、今頃機械が５年に１度、５年が保守契約期間という状況なのです

が、５年毎に機械を皆更新すると当然その分約１千万円近くのお金が出ていく。クラウド形式

ですと本体を持たなくて済むので全部保守料の中に含まれるので、そういう初期費用を減額で

きるということでのメリットでクラウド型を導入したいと思っています。 

広田課長 

概要の３６ページでございます。新年度予算の説明の中で大変なものを落としておりまして、

新規ということで月性生誕２００年記念事業補助事業ということで、文化財保護費でしっかり

予算計上しております。まずは４月から始まります全６回の連続記念講演会、１１月に開催さ

れます僧月性生誕２００年記念行事への補助というところで、１１月に開催されます行事への

補助については１００％補助、それから４月から始まる全６回の連続記念講演会については半

額補助というところで、市を挙げて事業に取組むという方針でございます。 

西原委員 

この件に関しまして、大変ご配慮いただき有難うございます。先般市長を含めて月性顕彰会

の会議を行いましたので、私の方から予算関係につきましては詳細的なところを全て報告いた

しました。その際、今ご説明がありましたように１６５万、これだけご支援いただけるという
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ことも含めてお話ししましたので大変有難うございました。有効且つ適正に活用させていただ

きます。今後ともよろしくお願い致します。 

厚坊委員 

トイレの件ですが、今頃ウォッシュレットが付いているのがどこの地域に行ってもだんだん

増えてきていて時代の流れでいうとそうなんだろうと思うのですが、そうじゃないというのは

何か予算的な面とかいろいろどうなんですかね。 

広田課長 

こちらの洋式化については、実は市の中でも実際には今おっしゃったように、もうウォッシ

ュレットにした方がいいのではないかというお話と、そうは言ってもまだトイレに和式が残っ

ている中でいきなりウォッシュレットはいかがなものかというところがありまして、現状とし

ましては一般的には市が今洋式化にすると言ってもウォッシュレットにしたかたちで予算計

上しているかと言えばそうでないというのが現状です。ただ今おっしゃっておられますように

使われる方の状況を考えると冷いトイレというのは非常に使い辛いのかなとは思っておりま

すので、それは今回予算取りができた中で実際に設計をしてみてどういう形のものが据えられ

るかというのはまた検討させていただけたらと思っております。 

厚坊委員 

あそこは外だから非常に寒いですね。障害者用のがありますからそこを使えばいいのはいい

とは思うのですけど、何か中途半端にするよりもきちっとやった方がいいのかなというふうに、

また二度手間になってはいけませんから、また考えてください。 

桑原教育長 

障害者用はウォッシュレットですか。まあ観光客がたくさん来る所で町並み資料館も今度ウ

ォッシュレットになるからでしょうけど、観光客を考えたらウォッシュレットをあそこに入れ

るというのはいいかもわからないですね。高速道路も皆ウォッシュレットなので、まあできる

だけ考えましょう。 

西原委員 

価格的にはあまり変わらないでしょう。 

広田課長 

価格的には倍半分ほどは変わらないと思います。今回町並み資料館の方で入れさせていただ

いたものは、実は先ほど言いましたがウォッシュレットなんです。それもタンクレスのウォッ

シュレットであればコンパクトで済む、というところで、あそこはコンパクトしか入れられな

かったのでそういうかたちでございますので、実際に定価で業者が入れてくることも無いかと

思うので、その辺は実際に積算の中で考えさせてください。申し訳ございません。 

桑原教育長 

他にありませんか。 

西原委員 

今トイレの話題がでましたのでせっかくなので、学校施設の関係はどうなんですかね、洋式

化というのは。 

山中課長 

実は一般質問でもトイレの洋式化が出ているわけですが、昨年４月１日現在で全国の調査で

文部科学省が出しておりますけど山口県は最低なんです、洋式化について。柳井市はどうかと

言いますと、柳井市は市の方ではまあまあ良い方でございます。そんなに悪くは無かったんで

すけど、そうは言っても４０％いかない、まだ低い率でございます。 

西原委員 
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４０％なら高い方ではないですか。下松が１番高いですね。 

河村部長 

柳井市は２番です。山口県は２６．いくらですけど、柳井市は３８．２％です。 

西原委員 

光市は１０数％ですからね。 

河村部長 

ただ中学校の方が少し低いので、これから大規模改修と共にその時にあれば１番いいのです

けれども、なかなか単独でやると単市と言うか一般財源を使ってしまうので、補助事業を取ろ

うと思ったら４００万以上の事業をやるというのがあるので、その辺で後ほど申しますけど計

画的にそういった事業がある時には洋式化するということでやっていきたいというふうには

答えています。ただ大畠はちょっと少ないです、大畠小中は。 

山中課長 

どうしても中学校は部屋数が多く建物が大きい分だけトイレの数も多いので率が下がって

しまうというところはあろうかと思います。これから今度耐震化がある程度目途が立ってくる

と今度は年数が経ってくる、今度は延命措置で大規模改造等を併せてトイレの改修も考えてい

けたらとは思っております。 

西原委員 

学校施設は避難所になっていますかね。 

山中課長 

なってます、体育館とかですね。 

西原委員 

そうすると今後やはり高齢者の方のニーズと言いますか、洋式化の必要性が更に高まるので

はないかと思いますね。 

桑原教育長 

体育館なんか特に早くした方がいいかもしれないですね。 

河村部長 

遠崎の方はやりましたけど、今年度にですね。 

河岡委員 

洋式化もそうなのですけど、それ以前にトイレの修理自体が出来ていないので実際使える個

数が、という所があるのでお願いしたい。 

山中課長 

修理については、その都度対応しております。ただ学校の方が早目早目に連絡していただか

ないとやはり緊急の対応等になることもありますので、その辺をお願いしたいところではござ

います。 

桑原教育長 

私が言ってはいけないかもしれませんが、柳井市は教室にクーラーを付けないので先に小中

学校全部ウォッシュレットを付ける。クーラーよりはウォッシュレットの方がいいと思います。

トイレというのは非常に重要なんです、人間にとっても子どもにとっても。生徒指導で荒れた

らトイレを直せと昔から言ってますので、また考えましょう。 

他にありませんか。よろしいですか。 

 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。 
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 （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４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４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６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もとめます。 

山中課長 

それでは本日お配りしております３月補正追加の資料をお願いします。平郡東小学校につき

ましては、公民館と併設ということで予算科目は違うのですが一つの事業ということで、私の

方からご説明したいと思います。平郡東小学校及び平郡東公民館につきましては、ご存じのと

おり児童転入に伴います学級数増加に対応すると共に公民館機能を併設することを目的に１

０月補正及び１２月補正を受け事業を進めてきたところですが、離島であることの特殊性に起

因する要素が大きく、当初の予算を想定以上に大きく事業費が増額する必要が生じましたので、

工事請負費、これは小学校、公民館併せてでございますが７０３万３千円の補正をするもので

ございます。これにつきましては、もう１回プロポーザルをいたしまして業者は１社だったん

ですが、予定された金額が大幅に超えておりましたので失格という結果になりました。新たに

どうするかということで、今度は随意契約で見積入札ということで今日が見積入札の締切だっ

たのですが、１社ほど決定しそうなというところでございます。工事費の足りない部分につき

まして、この補正で追加ということで上げております。事業は繰越で２９年度にやります。 

桑原教育長 

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。 

（ありません） 

桑原教育長 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより採決を行います。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６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６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、人議第１号及び人議第２号は、関連がありますので、一括して審議したいと思います。

以上の２議案について、補足説明があればこれを求めます。 

西本課長 

まず人議第１号 柳井市立学校学校医の委嘱につきまして補足説明をいたします。 

  本案は、柳東小学校と柳井中学校の学校医につきましては吉浦宏治医師に委嘱しておりまし

たが、２８年度末をもって学校医を辞する旨申し出がございました。後任の学校医につきまし

て学校医師会と協議しましたところ、松田嘉子医師の推薦をいただきましたので、平成２９年
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４月１日付けで委嘱するものであります。また、平郡東小学校の校医である平郡診療所所長の

任期による交代のため、新たな所長が校医となりますので、平成２９年４月１日付けで委嘱す

るものであります。片山寛之医師が三好康介医師というふうな人議になります。 

続きまして、人議第２号 柳井市立学校学校薬剤師の委嘱について、補足説明をいたします。 

  本案は、大畠小学校の学校薬剤師につきましては棟近信薬剤師に、大畠中学校の学校薬剤師

につきましては井向雅美薬剤師に委嘱しておりましたが、２８年度末をもって学校薬剤師を辞

する旨申し出がありました。後任の学校薬剤師につきまして柳井市学校薬剤師会と協議しまし

たところ、大畠小学校に棟近文恵薬剤師、大畠中学校に北村洋一薬剤師の推薦をいただきまし

たので、２９年４月１日付けで委嘱するものであります。御審議の程、よろしくお願いいたし

ます。 

桑原教育長 

 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。 

 （ありません） 

桑原教育長 

 以上で質疑を終結いたします。 

 これより採決を行います。本２議案は、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。人議第１号及び人議第２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。よって人議第１号及び人議第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、人議第３号 平成２９年度柳井市公民館主事の任命について、補足説明があればこれ

を求めます。 

広田課長 

人議第３号につきまして補足説明を申し上げます。 

本議案は、平成２９年度柳井市公民館主事の任命についてでございます。公民館主事につき

ましては、社会教育法第２８条及び柳井市公民館条例第３条の規定によりまして公民館主事を

置くものとなっております。この度は、平郡東及び平郡西公民館に公民館主事を置くことにつ

きまして提案するものでございます。よろしくお願いします。 

桑原教育長 

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。 

 （ありません） 

桑原教育長 

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

異議はありませんか。 

 （異議なし） 

桑原教育長 
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 ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第３号は、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。よって人議第３号は、原案のとおり可決されました。 

次に議案第５号は、人事に関する議案でありますので、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 

それでは非公開としますので、参与の退席をお願いします。 

（参与退席） 

 

（参与入場） 

桑原教育長 

 暫時、協議会といたします。 

 （午後５時０２分 協議会） 

 

（午後５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。 

終わる前に、山中課長、三宅所長のお二人はこれで最後となりますので、一言ずつ申して

いただいたらと思います。 

（山中課長、三宅所長挨拶） 

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５時１３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 

 

署名委員   原 田 敏 弘 

 

署名委員   河 岡 治 子 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


