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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年８月２６日（金）  開会 午後１時３０分 

閉会 午後２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 

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２１号 教育委員会事務の点検及び評価について 

②議案第２２号 柳井市文化福祉会館、柳井市勤労青少年ホーム及び柳井市体育館の指

定管理者の募集について 

③議案第２３号 柳井市ウェルネスパークの指定管理者の募集について 

④議案第２４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(９月

補正)について)【当日上程】 

（２）その他 

７ 議事の内容 

 

（午後１時３０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、厚坊委員の両名

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。 

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２１号 教育委員会事務の点検及び評価について を議題といたします。 
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この件について、教育総務課から補足説明をお願いします。 

山中課長 

 それでは議案第２１号につきまして補足説明を申し上げます。別添報告書１ページをお願

いいたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、教育委員会は、毎年、

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、公表しなければならないこととされておりま

す。そのため、教育委員会では効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たしていく

ため、平成２７年度の教育委員会事務事業について点検及び評価を行うとともに、教育に関

し学識経験を有する者の知見の活用も図り、その結果に関する報告書を作成し、公表しよう

とするものでございます。 

別紙「教育委員会点検・評価報告書」の概要について、説明いたします。今回、点検・評

価した事務事業につきましては、柳井市総合計画に掲げる具体施策を構成する事務事業を分

類し、主要な政策的事務事業について選定いたしました。 

今年度は、各事務事業の内、政策経費としているものはすべて、また経常経費としている

ものでも、その事務が事務局内に留まらない外部向けの取組やソフト事業を対象といたしま

した。また、同種類似の事務事業は施設ごとにまとめるなど行った結果、５３の事務事業を

計上いたしております。 

点検・評価の方法は、事務事業点検・評価票を作成し、教育委員会事務局でＡからＦの４

段階の内部評価を行い、その後、去る８月２２日に学識経験者３名から外部評価及び知見を

いただきまして報告書として取りまとめたものでございます。学識経験者からの知見につき

ましては１ページから３ページに記載しております。また４ページ・５ページは施策別一覧

表となっております。６ページから個別票となっております。 

それでは、個別事業ごとの説明ですが、評価の結果、評価に変更となった事業を主に説明

してまいります。 

６ページ№１教育委員会運営事業でございますが、２７年度において総合教育会議を設置

し開催いたしましたので記載を追加しております。８ページ№４小学校管理事業でございま

すが、事務事業の経費が前年対比３６８％と多くなっておりますが、これは施設整備工事費

が２６年度よりも多くなったものでございます。耐震化率が２６年度末が８６．５でしたが

２７年度末９４．６に事業の結果上がっております。それと№５で９ページをお願いします。

教材等及び理科教育設備備品購入費でございますが、２７年度においてモニターと書画カメ

ラを小中学校に導入いたしましたので経費が大きく増額となっております。 

それでは、評価に変更があった部分について、各担当課長からの説明をお願いします。 

西本課長 

 資料の１２ページをご覧いただけますでしょうか。№１１、事務事業の名称が個を生かす

生徒指導の充実についてです。事務事業の実績として、生徒指導主任研究集会で生徒指導に

関わる状況についてをご説明差し上げ、現状として不登校、暴力行為、いじめの認知件数、

この辺りの状況の概要をご説明したところでございます。点検・評価の際には、いじめに関

してアンケート調査を週一回実施しているがマンネリ化しないように、それから数値的には

増加傾向があることから増加の原因を探ってみる必要がある、といった意見をいただいてお
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ります。当方といたしましては、取組そのものに課題があるとか変更点が生じたといったも

のはございません。これまでと同様のきめ細かな対応を進めているところではございますが、

先ほどの３点、不登校、暴力行為、いじめの認知件数、特にいじめの認知件数につきまして

は、認識の状況が岩手県矢作町のいじめの案件を受けて変わってきたというところもご説明

差し上げ、若干この数字が上がっていること、それから不登校についても学校の状況、認識

の取扱が若干不登校に類するものというふうなところで増加傾向にあるということ、学校そ

のものは安定はしているけれども、そういったところを総合的にとらえて課題意識を持って

これからもあたっていくというところで、昨年度はＡ評価としておったものをＢ評価として

ご承認をいただいたところでございます。つづきまして１７ページ№２０、立志（こころざ

し）の教育推進事業についてです。事業実績といたしまして人材育成の状況それから立志に

関わる取組状況等ご説明差し上げました。これは柳井市において特色のある充実した取組で

あること、そして今後も課題に応じた大変有効な施策であるという辺りをご説明差し上げ、

昨年度はＢ評価としておりましたが総合的に勘案してＡ評価というふうなことでこちらでご

説明差し上げ委員の皆様方からもご承認をいただいたところです。新学習指導要領に係わる

教員の資質向上にしっかり努めてほしいというようなご意見をいただいております。以上で

ございます。 

山中課長 

続いて評価の変更があった点を生涯学習・スポーツ推進課長がご説明します。 

広田課長 

２４ページでございます。№３４芸術・文化の振興で中央公民館芸術文化振興事業という

ことで短詩型文学祭開催、これは国木田独歩の関係でございます。それから市生活芸術展覧

会、市美術展覧会とそれぞれ大きな３つの行事を行っております。この中で短詩型文学祭は

全国各地からの応募は多いのですが残念ながら市内の方からの応募がなかなか無いので２８

年度は山口県内という少し絞った形で募集させていただきました。その結果柳井市内につい

ては応募の数が増えたということで成果があったわけですが、この短詩型についてもそうで

すが生活芸術展、美術展につきましても若干マンネリ化といいますか広くＰＲできているか

と言いますとなかなかそうでないというところもありますので、今後まだ改善すべき点があ

るということで今までＡ評価でしたがＢ評価へ下げさせていただいております。続きまして

２９ページ№４２県指定むろやの園保存修理事業でございます。こちらは県の指定ではござ

いますけれども老朽化による損傷部分の修繕・補強の実施ということでの事業でございます

が２７年度については修理等しておりません。しかしこちらの施設については損傷自体は大

きなものが見受けられております。現在管理されている方からも大規模な修繕をしていただ

かないとこれから管理していくのが難しいというお話をいただいておりますので、今後は大

規模な修繕も考えていかなければならないということで今までＡ評価としておりましたが今

後非常に改善する点があるということでＢ評価へ下げさせていただいております。続きまし

て２９ページ№４４成人祝賀式開催事業でございまして毎年１月に祝賀式を開催させていた

だいております。１月の始めということで２７年度につきましては１月９日ということもあ

って正月休みがあって少し間が空くということで学生の中には単位をとる関係で日程的に厳

しいという話もあります。それから内容につきましてもより成人の皆様方の自主的な運営と

いうのも色を出していきたいということもありまして、開催日時や内容等につきましても今
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後改善をしてまいりたいということであえてＡ評価からＢ評価へということにさせていただ

いております。それから少しとびまして３３ページ№５２でございます。スポーツ・レクリ

エーション活動の振興ということで社会体育の推進でございます。こちらにつきましては１

０月の市民スポーツレクリエーションのつどい、それから１２月の駅伝大会、１月の短縮マ

ラソン大会、２月の健康ハイキングということで例年行わさせていただいております。こち

らにつきましても今までどおりというか従前の形を踏襲してやっているのが現状でございま

して、どうしても人数の大幅な増も見込めないし市外からの交流ということも非常に厳しい

ということもありまして、事業内容を検討する必要があるということでＡ評価からＢ評価へ

下げさせていただいております。以上でございます。 

桑原教育長 

 以上で補足説明は終わりました。 

 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 

№１１の個を生かす生徒指導の充実のところで不登校・暴力行為・いじめの認知件数がい

ずれも増加傾向にあるということでこれは認知の仕方が変わったというようなご説明もあり

ましたが、例えば暴力行為とかいじめについては従来は暴力行為とかいじめとして認知して

なかったものが認知されたというちょっとしたことが認知をされて件数の中に入っていると

いうことがあるとは思うのですけれども不登校については認知の仕方の差というのはどのよ

うなことがあるのですか。 

西本課長 

不登校は長期欠席児童生徒の状況ということで上げていくのですが病気によるものとか家

庭の事情によるもの、児童生徒の状況で不登校というもの、その他そういった分類の中で不

登校というものがあって、実際その他で挙がっていたものを児童生徒の状況をみてやはり不

登校として扱って積極的に対応していくという認識、こういった辺りで増加というふうに捉

えております。長期欠席の子どもの数そのものについては大体横ばいのような状況で大きく

課題があってとか学校が不安定でとかそういった状況でこれが増加しているというものでは

ないというふうに捉えております。 

原田委員 

ということは大きな問題は無いと認識して間違いないですね。あと学識経験者の方の知見

の所で増加傾向にあることの原因を究明して対策を講じるということがご意見として挙がっ

ているわけですがその原因というのは今言われたような認知の仕方、認識の差によって前年

までは認識されていなかったものが認識されたことによって形のうえでは増えたということ

で実際の現実的な問題としては前年度と大きな差は無いということですかね。 

西本課長 

数的なものの要因としては今ご説明したところなんですけれども、ただ他にも小学校から

中学校へ上がる際の中１ギャップというところもありますしそういった原因が処々あります

のでその辺のところについてはしっかりとご指摘のようなところも踏まえて原因等もしっか

り探っていきそれに応じた対策等を丁寧に取り組んでいく必要があるというふうな認識は持

ております。 

原田委員 
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個別のケースそれぞれについて下の部分に書いてありますが学校が改善に向けて組織的に

対応しているということで担任の先生にまかせきりということではなくて教頭校長先生も含

めてのチームでの対応ということでのフォロー体制というものがきちっとできているという

ことですね。 

西本課長 

そうです。規模的には柳井中学校が一番中学校においては大きいところで、うちの指導主

事等が生徒指導の会議等にも参加させていただいて助言なり取組の進行管理なり一緒に考え

させていただいているというところはあります。 

原田委員 

教育委員会と学校の間の意思の疎通、コミュニケーションも十分取れているということで

すね。 

西本課長 

はい。 

桑原教育長 

他にありましたら。 

西原委員 

この評価報告書ですが全体的に非常によくまとめて作成されているというふうな印象を受

けております。学識経験者の皆さん方の知見についても大変よく考察されておりましてポイ

ントと言いますか的を得た的確なコメントがされているなということを痛感しております。 

全体を見た場合にＡ評価とＢ評価の割合が２７年度は若干Ｂ評価が増えたとはいうもののヒ

フティ・ヒフティの割合になっているということで非常に高評化といいますか高水準のレベ

ルにあるんじゃないかなと思っております。中身なんですが№１のところでいつもＢ評価と

いうことで、ある意味謙虚なスタンスが窺がえるわけですが、実績はあるけれどＡ評価まで

は届かないというのが現実じゃないかなと思っております。ではどこをどうしたらＡ評価に

なるのかということになるわけなんですが下に課題として掲げておられますように、やはり

テーマの絞り込みということも喫緊の課題ではあるかというふうに思っております。一方で

他部門とかあるいは他の教育委員会の皆さん方との交流と言いますかコミュニケーションを

図りながら全体のレベルアップをしていくということも検討課題ではないかなというふうに

個人的には思ってますのでご検討のほどよろしくお願いしたいと思います。それから№５と

№７、これは小学校と中学校ということで共通点がございますので併せてコメントさせてい

ただきます。知見の方にも書いてありましたけれどＡＬＴということも出てきております。

グローバル時代の中で国際社会に立ち向かっていくためには、今や外国語は必須であります

のでＡＬＴをしっかり活用して正しい発音の習得に努めていただきたいと思います。そのた

めには英語に興味を持つといいますか好奇心を抱くようなきっかけ作りが必要じゃないかな

というふうに思っております。私もそうでしたけれどアレルギー反応を起こさないようにう

まく導いて気持ちにスイッチが入るようなそういったいい意味でのテクニックも必要かなと

いうふうに思っております。実は私はあまりテレビを見ることが無いんですが昨日ちょうど

ニュースで長州ファイブジュニアですかイギリスのロンドン大学に５名の中学生が行ってち

ょうど帰ってきたときのインタビューを放映しておりました。若干興味がありましたのでち

ょっとメモいたしました。彼らがどういうことをコメントしたかというと語彙力ですね、言



 6 

葉の意味をしっかり理解する必要があるという語彙力。それから言葉が分かったらもっと楽

しかったというふうな意見もありました。それから相手に伝わる英語力が必要である。従っ

てリスニングとかヒアリングこういったこともまだまだ必要であるということも言っており

ましたし、さらには筆記体を習いたいというコメントもありました。留学をしたいとか、も

っと勉強したいとか医者になりたいとか薬剤師になりたいとかいろんなことを言っておりま

したけどやはりこういったきっかけがモチベーションに繋がっていくのではないかなと思っ

ておりますのでＡＬＴの方にも注力していただいたらというふうに思います。それとＩＣＴ

の関係ですけれどＩＣＴの機能をしっかり使いこなしていろんな理解力とか応用力を拡充し

てほしいなというふうに思っております。ＩＣＴは一つのテクノロジーなんですが、これが

さらに進化した形で今からはｉｏＴ社会というところまで入ってきますのでアクティブラー

ニングも活用しながら応用力ということも力を付けてほしいなということを感じました。 

※ｉｏＴとは、コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体

（モノ）に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自

動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 

桑原教育長 

萩のでしょうけど柳井も海外派遣をしてはどうかというご意見ですか。 

西原委員 

それも含めてです。 

桑原教育長 

柳井はそういうのはありませんですし全県的にやっているのは萩がイギリス、光が上関と

一緒にカナダですね。 

西本課長 

あと周南がオーストラリアと聞いています。 

桑原教育長 

岩国市が時々アメリカに毎年ではなかったと思います。下関はどうですかね。 

原田委員 

中学生ですか。 

西原委員 

中学生です。ジュニアですね、長州ファイブジュニアといって中学生を対象に萩はされて

いるんですよね。 

原田委員 

柳井はロータリークラブが国際交流で韓国と行ったり来たりしてましたね。 

桑原教育長 

以前は中国の章丘市との関係で何年かは行きましたけど関係悪化で止めてなくなった経緯

はあります。今は海外派遣はないです。 

西原委員 

あの頃の年齢はきっかけが大きなインパクトがありますのでそういうことを与えてあげる

といいと感じましたのでちょっと紹介させていただきました。 

桑原教育長 

ありがとうございました。他にございませんか。 
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河岡委員 

４点お伺いしたいことがあるのですが、義務教育は最終的に自立して社会の一員として生

活できる人間を育てることだと思うのですけどそのためには不登校の子どもとか特別支援が

必要な子供とかその子ども達をより手厚く支援していかなければならないのではないかと私

は思うのですけれども、先ほど原田委員さんが言われていたように不登校、学校の対応が悪

いとかそういうふうにはもちろん保護者として全然感じないのですけれど思うのが些細なこ

とでつまずいてしまう子が最近多いんじゃないかなと思います。そのつまずきが小さいうち

にしっかり支援をしなければつまずきが大きくなってもう社会に出ていけなくなっていって

るのではないかと思われるお子さんを見かけたりすることもあって小中の時期の支援という

のが非常に大切だと思うのですが、現在№８にも書いてありますけれど海風寮をしなやかス

クールとして不登校児のためにしておられるのは非常にいい試みだと思うのですけれども現

在３名の指導員となっておりますが児童がどんどん増加傾向にある中で３名でまわすという

のは厳しいのではないかと思うのですけれども３名を将来増加させる予定があるのかという

ことと、あと№１２の特別支援学級の支援員１１名配置されていますけれどもこの内訳とこ

の支援員というのは規模によって一律決まるのか学校の方から要請があって支援員を出して

いるのかという辺りもお伺いしたいというのと、３点目が№１３の栄養教諭なんですけれど

も現在柳井市にはどちらの学校に何名いらっしゃるのかということ、最後が№２０の立志の

教育推進事業で昨年度と比べますと内容的にはほとんど事業内容は変わってないように思わ

れるのですけれども予算が随分軽減しているのでこれはどうしてなのかということ、この４

点をお伺いします。 

西本課長 

まず適応指導教室、しなやかスクールですが今３名でローテーションをし実際は２名の方

が常駐するという体制で、これはあくまでも学校に行くことが難しいお子さんをそこで預か

ってというところで主体はやはり学校にあるということになります。学校としっかり連携し

ながら例えば柳井中学校のすぐ近くで柳井中学校の生徒がたくさんいっているので授業の合

間をぬって先生方もそこに入っていただいて生徒との交流また学習指導こういった辺りを行

っていただいているところです。確かに３人でローテーションしながらいっぱいいっぱいの

状況もあるのですが所属している生徒が毎日来ているかというとその辺も通級の扱いはして

はいるのですけれどもそこでまた欠席があったりというようなところもありますから、その

辺の中の状況を本当に見極めながらもちろん人的なものが増えるといいというか必要なこと

は必要なのですが次にお答えする特別支援学級の支援員ですねこういった辺りどこにどれだ

け配置できるかという辺りこれから予算を要求していく前に整理をしてどこに充足していく

かを考えていかないといけないかなと考えております。それから支援員の配置につきまして

は校長からのヒアリング私共が学校訪問した際の学校の状況それから市の支援委員会お子さ

んの就学にあたっての状況とかそういったものを総合的に勘案して今のところ小学校に配置

しております。それについては人数的な偏りというか規模的にいって柳井小学校の人数が非

常に多いということ、柳井小学校、新庄小学校、柳東小学校この辺りについては多めに配置

はしておりますが現状からしてまだまだ増やしてほしいという要望もありますので先ほどの

しなやかスクールの増員というところも総合的に考えていかなければいけないかなとは思っ

ております。２８年度につきましては柳井市の財政が非常に厳しい中で増員していただいて
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おりますので市には今後もそういった必要性は伝えていかなければいけないかなと思ってお

ります。栄養教諭の配置については小田小学校のすぐ近くに給食センターがあるということ

で小田小学校に２名、柳井小学校に１名という配置を現在行っております。それぞれの方が

学校を巡回訪問して食育、アレルギーの対応そういったきめ細かな助言また研修会を行って

おります。№２０の予算のことについては検討委員会でもご質問いただいたのですが２７年

度から３年間の想定で県のコミュニティスクール推進の予算が入ってきておりますので６３．

６％というのは市の予算の持ち出し分なので内容的には変わっておりません。残りの３７％

程度のものについては県から入ってくる予算を基に例えば講師の招聘とか会場使用料とか

諸々なのですがそういった辺りに充当ということでトータル的には変わっておりません。１

点付け加えますと№２０の事業実績の中で下から３番目の中学生起業家セミナー体験作文発

表というふうにありますけれどこれが２７年度に第１回目を行ったところで２８年度も先般

あったのですけれどこれは他の市には無い起業者から直接お話を伺って生徒が自分で将来の

ことを考えたりとか大変すばらしい取組ですのでこういったことも含めて今回Ａ評価にした

ところです。以上でございます。 

桑原教育長 

よろしいですか。他にありませんか。 

厚坊委員 

事業評価でＡとかＢがついておりますが今まで積み重ねてきたいろいろなたくさんやって

きたことがあると思うのですね。それは成果としてきちんと子ども達あるいは先生、学校に

生きていると思うのですがよく最近聞くのが年々先生方が忙しくなってくると、例えば№２

０のところの事業の中身等についてもたくさん増えている状況にある。指導主事の派遣回数

なども増えている傾向がある。これは県教委との絡みがあると思うのですが、私がいつも思

うのは、人はゆとりが無いといろんな物事に取り組むことが薄っぺらになってしまう。そう

すると創るばっかりじゃなくてスクラップも常に考えながら先生方あるいは指導主事の人達

ももう少し余裕ゆとりのある、今は県からいろいろなものがおりてきてそれをやらなきゃい

けないという状況はあるのですが、柳井市としてぜひそこら辺、いままで積み重ねたものは

大事にするけど今年はこれに重点を置くからこっちの方はあと学校の裁量に任せようとかで

すね。もう少し教育委員会の方もゆとりができる。教育委員会にゆとりができるということ

は学校にもゆとりができて先ほどから不登校とかいろいろいじめの問題があると思うのです

が子ども達に向く目が出てくるように思うのですね。そういう何かゆとりを作ることが悪い

のではなくてむしろそっちを評価的にこういうのを創ったけどこういうのは減らしたという

そういうのでＡというふうに持っていけるといいのかなと。柳井市は本当よくやっていると

思います。ただ他市の先生方が柳井に行くと忙しいと学校も先生方も遅くまで残っているか

らちょっと柳井に行くとなかなか子育てもできないという話も時々聞いたことがあります。

私は先生方は本当によくやってもらっていると思いますし教育委員会も指導主事の方も土日

も休みの日も出ておられて私がいるときよりも本当大変だなとそれで今もっているのかなと

いうふうには思うのですがただ先ほどから言いますけどそこにもう少し柳井市にあるいは仕

事に楽しさとゆとりが持てるようにやれるといいかなということで今年どうこうというので

はないのですが今後そういう評価も考えていくといいのかなというふうには思いました。 

西原委員 
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今言われた件ですがやはりゆとりとか楽しさという部分も確かに大切なところですので

我々大人としても見守っていきたいなと思いますし、子ども達もそういった楽しさも大切な

ことだと思います。そういった意味でめりはりをつけて学習にしても活動にしても取り組ん

だらいいのではないかと思っております。№２０のところで先ほどからでております立志の

教育これはキャッチフレーズとしては非常にすばらしい取組だと思っております。柳井市に

は清狂草堂とかあるいは克己堂とかですねそういった時代を動かした生きた教材があります

のでこれらを有効的有益的に活用しながらさらにブラッシュアップを図っていただいたらと

いうふうに思います。ここの最後のところにも記載されておりますけれどマンネリ化とか形

骸化ということに関しても注力していただきながら推進していただいたらというふうに思い

ます。 

桑原教育長 

ありがとうございました。他にありますか。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。 

 （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２１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２１号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第２２号 柳井市文化福祉会館、柳井市勤労青少年ホーム及び柳井市体育館の

指定管理者の募集について、補足説明があればこれを求めます。 

広田課長 

議案第２２号 指定管理者の募集でございます。現在、株式会社ビークルーエッセが指定

管理を行っております柳井市文化福祉会館、柳井市勤労青少年ホーム及び柳井市体育館の指

定管理の期間が平成２９年３月３１日で満了となるため、新たに指定管理者を募集するもの

でございます。指定期間は３年でございます。なお今回の募集につきましては、募集要項の

配布を来週８月２９日から９月２３日までという長い期間ではございますがこちらを配布、

実際の申請の受付でございますが９月２８日から１０月１４日までとしております。 

周知の方法といたしましては、柳井市の広報、ホームページ等によりまして行う予定でござ

います。なお今回申請がありましたところにつきましては１０月下旬に選考委員会でプレゼ

ンテーションを開催しまして候補者を決定したいと思います。決定した候補者につきまして

は１２月議会に議案として提出され、可決後に指定管理者ということになります。その後協

定書を取り交わすという運びになります。以上でございます。 

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 
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 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２２号ついては、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２２号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第２３号 柳井市体育館の指定管理者の募集について 補足説明があればこれ

を求めます。 

広田課長 

議案第２３号 柳井ウェルネスパークの指定管理者の募集でございます。現在、美津濃株

式会社が指定管理者として管理を行っておりましてこちらにつきましても平成２９年３月３

１日をもちまして満了となるため、新たに指定管理者を募集するものでございます。指定期

間は平成２９年４月１日から５年間ということになります。こちらにつきましても募集要項

の配布につきましては、８月２９日来週から９月２３日までとなっております。申請の受付

につきましては、９月２８日から１０月１４日となります。周知の方法としましても先ほど

と同様でございますが市の広報、ホームページ等により周知をさせていただきます。それか

ら１０月下旬の選考委員会においてプレゼンテーションを受け候補者を決定させていただき

ます。その候補者につきましては１２月議会に議案として提出し可決されれば指定管理者と

なりその後に協定書を取り交わすこととなります。以上でございます。 

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 

美津濃さんが現在の指定管理者ということで５年間やられたと、また新たな期間が５年間

ということですが先ほど説明いただいた柳井市文化福祉会館とか勤労青少年ホーム、柳井市

体育館こちらは３年間になっているのですがウェルネスパークの方はなぜ５年なのかという

素直な疑問が一つと指定管理者の美津濃さん自体が赤字経営に陥っていたということも聞い

ておりますが現在の状況、以前にも質問させていただいたのですが今は黒字化されているの

かどうか。率直に申し上げて指定管理料に対して赤字が続くようだと民間企業としては次に

応募していただけないのではないかということを心配しているわけですがその辺りがいかが

なのか。それと当初柳井スイミングクラブさんとの民業圧迫の関係があって水泳教室等がウ

ェルネスパークの方ではできないという申し合わせが以前あったということが経営的にはか

なり重しになっているということを聞いておりましたが緩和されているのかどうかについて

お伺いしたいと思います。 

広田委員 

まず指定期間の３年と５年でございます。今ありましたように文福、青少年ホーム、体育

館につきましては３年でございます。こちらにつきましては管理する規模等考えまして失礼
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な話ですけれども市内の企業それから特別大きな企業でなくてもある程度カバーできるとい

うことも含めてこちらの管理としましてはいろんな形の企業、より指定管理として経費の節

減ができるそれから管理運営も上手にできるという手法の中でいろんな企業が切磋琢磨して

入っていただきたいということも含めて指定期間を５年ではなくて３年としております。片

やウェルネスパークの５年でございますがこちらについては公園ということでかなり大きな

面積のものを管理する、それから同様にテニス、プール、多目的広場がありスポーツ関係で

もかなり専門的なものが必要になるということで３年のスパンではなくて長いスパンの中で

管理運営それから教室を立ち上げていって成熟させるというところもありましてウェルネス

につきましては長いのですが５年間ということで少し色分けをさせていただいております。

現在の美津濃の経営状況でございますが、ストレートに言いますと２７年度につきましても

収支決算は赤字でございます。ただ年々企業としましても工夫というか経費節減それから経

費を上手に使っていただきながら当初に比べれば赤字幅が随分減っております。しかしまだ

赤字は赤字でございます。指定管理料の基準額の考え方としましては今まで４年間なりの経

費の平均、赤字の状況それから直近の２７年度随分改善されたものこちらを勘案させていた

だいた上で指定管理料も算定替えをさせていただいております。当初基準額を設定した時そ

の状況も確認させていただいた時に果たして最初からその金額でよかったのかということも

再検討させていただきました。それを基に今回は増額ということで少しやらさせていただい

ております。今回増額をさせていただいたということで必ずしも黒字になるかと言ったらそ

れは実際やってみないと分からない部分ではありますけども基準は基準ということでこの金

額でやってくださいということでこちらは提案します。それから柳井スイミングの関係でご

ざいますが実は何年か前にも今の部長とも余田の柳井スイミングクラブと教育委員会として

の立場としてかけあいをさせていただきました。その中でやはり領分というものがあるとい

うことでなかなか話が進んでおりません。現在、単純な水泳教室についてはやはり余田が持

たれているのかなと思います。一方、健康的なプログラムの中での水泳教室というか水泳講

習会というかそういうものについては美津濃さんはどんどんやっておられます。実際プール

の使用につきましても美津濃さん随分努力されておられまして利用者も増えてきております。

そういうことで柳井スイミングにつきましては緩和ができているかと言ったら現状はできて

おりませんけれどもその中で工夫してもらいながらやっていただいております。以上でござ

います。 

桑原教育長 

ありがとうございます。他にございますか。 

西原委員 

私の認識不足のところもあるのですが募集プロセスは、競争入札という形ではないのです

ね。プレゼンをしてそこで選定をしていくということですね。 

広田課長 

まずは募集ということで申請書を出していただきます。申請書をいただいた上で私共も読

み込まさせていただいた上で併せてプレゼンテーションもやるということですから申請書プ

ラスプレゼンテーションで決めていく、それも基本的には柳井市に事業所を持たれている会

社ということで、地域に密着した会社で指定管理を受けてほしいということで募集しており

ます。募集要件さえ整っておられれば申請していただき、その中で私共が選考しますという
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スタイルでございます。 

西原委員 

ということは随意契約ではなく、競争の原理は働いているということですね。 

桑原教育長 

よろしいですか。他にございますか。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２３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２３号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第２４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 

それではお配りしております平成２８年度補正予算書９月補正の４ページをお開きくださ

い。歳出の表の下段の方に教育費がございまして４，３８１万６千円を増額補正するもので

ございます。内訳につきましてはそれぞれ教育総務費から保健体育費までがこの金額となっ

ております。３１ページをお願いいたします。歳出の内訳になりますが教育費、教育総務費、

事務局費からご説明いたします。需用費で６５万円を増額補正しております。内訳につきま

しては修繕料、これにつきましてはスクールバスが１３年を経過しておりますので修理費等

が増額しておりますので５０万円を補正するものです。施設修繕料でございますがこちらは

遠崎地区にございます教職員住宅の修繕料を１５万円増額補正するものでございます。続い

て工事請負費１１８万円でございますがこれも遠崎地区にございます教職員住宅、３棟ある

わけなんですが建てて２３年くらい経っておりまして老朽化もしておりまして補修が必要と

いうことでサッシ回りの補修をするということでこの金額を補正するものでございます。次

のページを開いていただきまして小学校費、学校管理費でございます。１１節需用費３００

万円の補正でございます。１２校あって１校休校ですが、修繕料を補正するものでございま

す。次に委託料でございます。この委託料につきましては柳井南小学校、小田小学校の屋内

運動場の非構造部材の耐震改修を行うための実施設計業務委託料と余田小学校、柳井南小学

校、小田小学校の給水設備改修に係る設計業務委託の５件を合わせて３７５万７千円を増額

補正するものです。このうち柳井南小学校、小田小学校の屋内運動場の非構造部材の耐震改

修に伴う実施設計業務に対して地方債、左の欄の地方債１９０万円を市債として借り入れる

ものでございます。続いて工事請負費１，００５万５千円でございますがこちらにつきまし

ては柳井小学校の校舎西側にあります法面のコンクリート舗装、新庄小学校学校正面の道路

の舗装改修、伊陸小学校のプールフェンス改修等を行うための工事費を増額するものでござ

います。続いて教育振興費、負担金補助及び交付金の２万円通学費補助金でございますがこ

ちらは伊陸小学校で２名分を転入がありましたので新規として通学費を補助するための補助

金を補正するものでございます。続きまして次のページ中学校費、学校管理費でございます
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が需用費の１５０万円につきましては中学校４校の学校施設の修繕料に不足が見込まれるた

め１５０万円増額するものです。続いて工事請負費でございますがこちらにつきましては柳

井中学校の屋内運動場の入口が３箇所ありますがそのうち２箇所について雨の吹込み等によ

り体育館のフロアに雨が入るということで軒さしを作るための工事費を増額するものでござ

います。続いて教育振興費の負担金補助及び交付金の１４万９千円ですがこちらにつきまし

ては南中学校へ通学される方のバス通学の補助金を増額するものでございます。 

広田課長 

続きまして４項社会教育費でございます。２目公民館費１１節需用費の施設修繕料でござ

います。こちらにつきましては平郡西公民館調理室のガス配管の修繕料ということで２３万

４千円を計上しております。続きまして３４ページでございます。１９節負担金補助及び交

付金でございますが新庄公民館建設に伴う給水口径の増径ということで負担金として３２万

４千円を計上しております。８目文化財保護費の１５節でございますが工事費ということで

茶臼山古墳資料館の雨漏り修繕工事として５４６万５千円を計上しております。なおこちら

につきましては５１０万円の合併特例債を充当する予定でございます。 

三宅所長 

５項保健体育費２目給食センター運営費１１節需用費ですが消耗品は５月９日の事故によ

り翌５月１０日のご飯が提供できなかったために非常備蓄食の救急カレーを代替食として２，

５３６食提供しました。そのため２，５３６食分を購入するために６５万８千円を計上して

おります。また修繕料ですが経年劣化によるものがほとんどでして主なものはプレハブ冷凍

庫の修繕、蒸煮冷却機の部品交換、食缶消毒保管庫の修繕等がこれにあたります。７５０万

円を計上しております。続きまして１４節使用料及び賃借料は今年４月に物資選定委員に任

命されて年に２回山口で会合がありますのでそのための高速道路の使用料として３千円を計

上しております。 

広田課長 

続きまして４目体育施設費１１節需用費でございます。こちらにつきましては柳井市体育

館の屋根修繕料ということで修繕及び防水加工費として１６１万円計上させていただいてお

ります。続きまして１３節委託料でございますが柳井市体育館建設に伴う電波障害用共聴設

備というのがありますがかなりの年数が経っておりますし地上デジタルがかなり普及してい

ることから電波障害用共聴設備の撤去それからテレビアンテナ設置の委託料ということで１

７９万５千円計上しております。続きまして１５節工事請負費でございます。こちらにつき

ましては遠崎地区体育館のトイレの洋式化改修工事費としまして１５６万９千円を計上して

おります。６目ウェルネスパーク管理費でございますが１３節委託料は管理委託料の増額と

いうことで２３９万７千円を計上しております。以上でございます。 

桑原長育長 

 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。 

西原委員 

給食センターの以前トラブルがあった時の機器と言いますか機械の修繕は終了しているわ

けですね。 

三宅所長 

もう終わっております。 
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西原委員 

安全対策も同時にされているということでいいですね。 

三宅所長 

よろしいです。 

桑原教育長 

よろしいですか。他にございますか。 

 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

ご異議はありませんか。 

（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２４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２４号は、原案のとおり可決いたしました。ありが

とうございました。 

 暫時、協議会といたします。 

 （午後２時４０分 協議会） 

 

（午後２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２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 

 

署名委員   河 岡 治 子 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


