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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年１２月１６日（金） 開会 午後４時００分 

閉会 午後５時１５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２９号 柳井市公立小・中学校教職員異動内申方針について 

②議案第３０号 市長からの意見聴取について（平成２８年度一般会計教育予算（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。 

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、厚坊委員の両名を指名いた

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２９号 柳井市公立小・中学校教職員異動内申方針について 補足説明があればこ

れを求めます。 

西本課長 

それでは、平成２９年度柳井市公立小・中学校教職員異動内申方針についてご審議をいた
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だきたいと思います。私の方で１枚ですが読み上げまして、またご意見等頂戴できればと思

います。 

山口県教育委員会に対する、柳井市公立小・中学校教職員人事異動内申については、柳井

市教育の充実発展と活性化をめざし、下記の事項に留意する。 

 各項目が十分達成できるよう校長の具申等を勘案し、適材適所の配置の原則に立って厳正

に人事の刷新を行い、学校の活性化を図る。 

１ 全市的な視野に立って、学校間等の適正な人事交流を推進する。 

    へき地教育の一層の振興を図るため、へき地人事については特に配慮する。また、特

別支援教育の充実発展を図るための適切な人事交流に努める。 

  ２ 各学校の教職員については、専門性、現任校の勤務年数及び各学校の教職員構成等を

踏まえ、適切な配置を進める。 

   なお、同一校勤務が、小・中学校においては７年を超える者については、原則として

異動を行う。 

  ３ 新規採用者については、学校や地域の状況等を踏まえ、実践的指導力を高めることが

できるよう計画的な配置を行う。 

  ４ 広域的な視野に立ち、他市町の教育委員会との連携を図り、活性化のための適正な交

流に努める。 

  ５ 校長、教頭、事務局等の人事については、学校の課題を積極的に解決することのでき

る人材の配置に努める。 

      管理職の採用・昇任に当たっては、多様な教職経験を有する者で、教育目標の実現に

積極的に取り組み、活力ある学校運営を行うとともに、教職員の資質能力の向上のため

に指導力を発揮することができる人材を選任する。 

以上でございます。どうぞ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。 

原田委員 

昨年と何か変わった所はありますか。 

西本課長 

２８年度が２９年度に変わった点だけでございます。県の人事異動方針につきましても大

きな変更はございませんでした。 

桑原教育長 

 他になにかありませんか。 

西原委員 

７年での異動は妥当なところだと思っております。ただ定期的と言いますか、事務的にロ

ーテーションがならないように、先ほど冒頭にも言われましたように適材適所ということを

考慮して適正な人事を推進していただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

桑原教育長 

 他にありませんか。 

原田委員 
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若い先生方の比率がだんだん増えてきていると思うのですが、来年の４月に新規採用者が

何人来られるかというのは分からないですよね。 

西本課長 

これから調整をして柳井市の希望も県の方に届けて配置が進んでいくのですが、できるだ

けそういった若手がまた入るようなことをやはり考えてはおります。穴というか欠員が生じ

ないように、そこを第一に考えたいと思います。 

原田委員 

若い先生が増えるのはある意味活性化という点ではいいと思うのですが、やはり経験の足

りない分をベテランの先生や管理職がカバーしていくという部分で言うとバランスがやはり

必要だと思います。あまりベテランの比率が下がってくると逆に管理職に負担が掛かってく

るというところもあると思うので、その辺りはどのへんが適正なのかというのは難しい問題

だとは思うのですけれどもバランスをとりながらというのが必要かと思います。 

桑原教育長 

へき地のことも書いてありますが、平郡東小が１学級増えますので平郡の人数は２人いる

ということになるのでなかなか困難を極めるかなと思っております。 

厚坊委員 

次の年はまた減りますよね。 

西本課長 

来年度が３学級ですがそれ以降はおよそ２学級で継続していくような見通しです。 

厚坊委員 

いままで新採は柳井はいつも採っているのですが、毎年新採ばかり採って意外と中堅どこ

ろとか新採を経験して柳井に帰ってくるというのが少ないように思うので、ベテランもたく

さんおられるのですが中堅どころやもう少し若い人も積極的に、これから辞めていかれる方

も多いでしょうからうまくバランスよくいくようになるといいなとは思っています。なかな

か人事ですから難しいところはよく理解しています。 

桑原教育長 

 他にございませんか。 

河岡委員 

特別支援が必要な生徒や不登校に対応する先生方というのは専門性が高いかと思うのです

けれども、そのような生徒が増えているように思うので、できるだけ専門知識を持たれた先

生を配置していただけるようにお願いしたいと思います。 

西原委員 

先ほど７年という一つのルールがありましたけれど、管理職と言いますか校長とか教頭と

か、そういったところは大体何年くらいですか。 

西本課長 

基準というのは無いのですが、現在の状況を見ますと大体３年くらいが動く目安かなとは

思います。長い方で５年くらいお勤めいただける場合もございます。 

西原委員 

あまり早いのもどうですかね。特に今スクール・コミュニティが推進されていますので、

地域に根差したいろいろな活動をしていくといった観点から考えると、やはり馴染んでいく
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のに多少の時間が必要ではないかなと思います。いい形でスクール・コミュニティの活動を

推進していくためにはやはり人と人との繋がりと言いますかそういったコミュニケーション

が必要だと思いますので、まあ人間対人間でございますので多少の時間は必要かなと思いま

す。 

西本課長 

今のことは教育長さんからもご指導いただきまして、スクール・コミュニティを念頭に地

元に根差した方それから期間も長めにという辺りは県に要望する機会もございますので、お

伝えしているところでございます。 

桑原教育長 

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。 

 （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２９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 

ありがとうございました。ご異議なしと認めます。よって議案第２９号は、原案のとおり

可決いたしました。 

次に議案第３０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 

補正予算書をお願いいたします。５ページでございます。中間あたりに教育費がございま

す。補正前の額が１５億８，２３５万３千円、今回補正額が９，４４１万２千円、補正後が

１６億７，６７６万５千円となります。１枚めくっていただきまして第２表繰越明許費でご

ざいます。教育費で小学校費が４校、社会教育費が公民館２館、計６件を来年度に繰越す予

算でございます。続いて次のページ第３表債務負担行為の補正でございます。下から２つで、

図書館情報管理システム使用料、これについては更新で５年間分の更新費用を計上するもの

です。文化福祉会館管理運営委託料については２９年度から３年間分の委託料を計上するも

のです。１枚めくっていただきましてサンビームやない清掃業務委託料につきましては４月

から委託料が必要になりますので、今年度債務負担行為を起こして今年度中に契約できるよ

うにするためのものでございます。続いて体育館管理運営委託料につきましては平成２９年

から３１年までの３年間の委託料を計上するものです。ウェルネスパーク管理運営委託料に

つきましては来年度から５年間の委託料を計上するものでございます。続いて第４表、地方

債の補正でございます。この地方債の補正は借入になりますが、合併特例事業債を小学校の

耐震補強事業に４，６５０万円追加して２億５，８１０万円、それから公民館建設事業に１，

４６０万円追加して２億１，５１０万円を限度額として借入れる計画でございます。 

西本課長 

それでは教育総務費の８節、ページで言いますと５７ページになりますが報償費、講師謝

礼についてご説明申し上げます。今回の補正は山口型地域連携教育推進事業にて行う講演会
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の講師謝礼を当初５万円で計上していましたが、講師決定により２０万円補正して２５万円

に増額するものでございます。事業内容といたしましては１２月３日の立志のつどいでご紹

介差し上げました柳井市の幸福論、この作者の山﨑亮先生に２月３日においでいただいて講

演を予定しているものでございます。内容につきましては政策企画課が行っております柳井

ひとづくりアカデミーと共催とし、講師謝礼を学校教育課が支出するものでございます。以

上です。 

山中課長 

続きまして、小学校費１目の学校管理費でございます。１３節委託料でございますが実施

設計委託料は柳東小学校の給水設備の改修で直圧方式に変更するための設計を委託するもの

でございます。次に工事監理業務委託料につきましては平郡東小学校の改築に伴います工事

監理の委託で平成２９年に繰越すものでございます。続いて１５節工事請負費、小学校耐震

補強工事費でございますが柳井南小学校、小田小学校の屋内運動場非構造部材の耐震改修で

国の補正予算を活用して前倒しで実施するもので来年度に繰越して工事となります。また平

郡東小学校改築で１０月補正では木造校舎の改修をお願いしておりましたが耐震性が確保で

きないことにより木造校舎を解体し、軽量鉄骨造で校舎と公民館機能を併設するため校舎部

分の予算の追加をするものでございます。お配りしておりますＡ３の図面で１枚目は変更前

の図面、２枚目を開けていただきますと今の小学校の部分と出張所の機能、事務室になりま

すが出張所の機能を兼ね備えたもので、調理室が家庭科室、多目的室が新たな教室というこ

とになって東側に玄関を設けたものを考えております。これにつきましても公民館機能、出

張所機能を併設することとなりますので地元の方のご意見も取り入れながら数箇所まだ変更

点がございまして、また新たな図面、変更等ございましたらお示ししたいと考えております。 

続いて余田小学校建設費に移ります。１４節使用料及び賃借料につきましてはただいま建設

のために仮設校舎をリースで借りておりますが実績で減額となりましたので５０８万２千円

を減額するものでございます。１ページめくっていただきまして１５節工事請負費につきま

して小学校耐震補強工事費となっておりますが余田小学校の体育倉庫の改築、給食配膳室、

渡り廊下などを含む建物周辺の外構工事などを追加するものです。Ａ４の工事請負契約の締

結をお配りしておりますが本体工事につきまして１億４，４７２万円で契約いたしました。

一番最後のページに建設される部分の間取り、配置図を掲載しておりまして、来年度８月末

の完成予定でございます。続きまして中学校費の学校管理費１３節委託料でございますが中

学校４校の植栽管理業務の契約実績により減額するものでございます。１５節工事請負費に

つきましては大畠中学校に来年４月から特別支援学級が新設されることとなりますので教室

及びトイレの改修が必要となるため改修工事費を追加するものでございます。以上です。 

広田課長 

続きまして５９ページ社会教育費、公民館費でございます。１番下の旅費ですが平郡東小

学校に併設されます平郡東公民館の改築に伴い地元協議等を行うためのものでございます。

続きまして６０ページをお開きください。委託料でございますが平郡東公民館の改築工事に

伴う工事監理業務の委託を行うものでございまして２９年度に繰越しとなります。工事請負

費でございますが、まず余田公民館は小学校特別棟との併設に伴う建設工事の外構、附帯部

分の増額のうち公民館部分でございます。また平郡東公民館につきましては改築工事のうち

公民館建設部分でございましてそれぞれ２９年度に繰越しとなります。 
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神田館長 

続きまして６目サンビームやない運営費でございます。これは財源の振替でございます。

当初財源内訳のその他でサンビームやない運営基金から支出するようにしておりましたが一

般財源を充てるためにその額を振替えるものでございます。以上でございます。 

広田課長 

続きまして８目文化財保護費でございます。まず需用費、光熱水費ですが茶臼山古墳資料

館の光熱水費につきまして決算見込みで残額が不足することとなるため増額を行うものでご

ざいます。続きまして手数料は、現存する重要な土木建造物である天津橋、通称幽霊橋と言

いますが当初予算では市道の拡幅に伴い南浜の企業敷地内に設置されているものを解体し一

旦別の場所に仮置きするという委託業務を予定しておりましたがかつての塩田内である市民

球場の敷地内に移設することとし、それにより地域の貴重な文化財を後世に伝え市民の文化

財学習に寄与することができるものと考えており、その移設設置時に天津橋の説明を記した

看板を設置するためのものです。また委託料は天津橋の移設設置業務を委託するものでござ

います。工事請負費については白壁の町並みにございます町並み資料館はご高齢の方や日本

の内外を含めた観光客の皆様など幅広い方々の利用がありますが現在の和式トイレでは体に

負担がかかることから男女とも１基ずつ洋式トイレに改修するものでございます。 

山中課長 

給与、職員手当等、共済費については４月１日の異動に伴いますもので毎年１２月に補正

しておりますのでご了承ください。 

桑原教育長 

 以上で補足説明を終わります。 

 本案に対する質疑がありましたらよろしくお願いします。 

原田委員 

耐震補強ですが２８年度末の耐震化率は最終的に何％になりますか。 

河村部長 

９６．４％です。 

原田委員 

余田小学校の建物借上料が５００万円くらい減額になっていますが減るのはいいことだと

思うのですがなぜこんなに減るのですか。 

山中課長 

当初仮設校舎を造るための設計金額で予算を組みますが実際の入札では業者から提出され

た金額が低かったためその部分を減額するということです。入札についてはある一定の考え

方で金額を積み上げていきますが入札によって業者さんの考え方とか自前でできるものは安

くなるのでそういった部分ではあろうかと思います。 

原田委員 

図面だと建てる部分はどうなりますか。 

山中課長 

旧校舎はすでに解体しましたので建替える部分につきましては太く囲った線の中に新たに

平屋で造ります。 

原田委員 
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玄関ホールの隣に公民館事務室と書いてありますがここに入ってくるということですね。 

もう１点サンビームやない運営費で財源振替と先ほど言われましたがこれは特定財源のその

他で何かを見込んでいたものが入らなくなったということですか。 

神田館長 

当初は運営基金を充ててサンビームやない運営費年間約４千万円弱を賄っておいて、一般

財源で運営費が確保できることで今までは基金を使わずに最終的には一般財源を充てており

ました。今回は基金分まるまるではない額しか一般財源を充てられない、つまり基金を取り

崩すことになったということになります。 

山中課長 

当初予算では一般財源の収入額を見込んで足りない部分は基金を取り崩してその部分に充

てるのですが繰越金とか予算が確定してくるとその部分が一般財源になりますので当初見込

んでいたより一般財源が増えてくる現状になると基金を取り崩さずに繰越金とかの一般財源

を充てるようになりますので今回のような振替ということになります。 

原田委員 

何か補助金が見込めていたのがダメになったというようなことではないのですね。 

山中課長 

もともと柳井市が持っている基金を充てて当初の予算をつくっているということです。 

西原委員 

聞き逃したかもしれませんが余田小学校の契約額と入札額の差は何ですか。 

山中課長 

契約額には消費税が含まれておりますので８％を引いたものが入札額になります。 

桑原教育長 

 他にありませんか。 

 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３０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３０号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時、協議会といたします。 

 （午後４時３０分 協議会） 

 

（午後５時１５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、全議事日程を終了しました。 
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本日の会議は、これをもって閉会といたします。 

（午後５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   桑 原   眞 

 

署名委員   河 岡 治 子 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


