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会 議 録 

審議会等の 

名称 

平成２９年第７回教育委員会（定例会） 

開催日時 平成２９年５月２５日（木）１４：００～１４：２７ 

開催場所 山口市役所別館１階第２会議室 

公開・部分公

開の区分 

部分公開 

出席者 宮原委員長、佐々木委員、横山委員、竹内委員、佐藤委員、山本委員、岩城委員 

欠席者  

事務局 中谷教育部長、礒部教育部次長、原田教育総務課長、伊藤教育施設管理課長、江山学校

教育課長、井上社会教育課長、山田中央図書館長、佐藤文化財保護課主幹、石川教育総

務課主幹、岡本教育総務課副主幹 

付議案件 議  案 

（１）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

（２）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

報告事項 

（１）平成２９年６月定例市議会への報告事項について 

（２）山口市立学校児童生徒数等について 

（３）主要な審議会等の委員の委嘱状況について 

 宮原委員長 ただいまから、平成２９年第７回教育委員会（定例会）を開会いたし

ます。 

 会議録の署名につきましては、佐藤委員さんと岩城委員さんにお願い

したいと思います。 

 本日は、議案２件、報告事項３件となっております。 

それでは、まず、これらの公開・非公開を確認いたします。 

 議案第１号、第２号及び報告第１号につきましては、市議会に上程す

る案件でございますので、非公開にしたいと思いますがよろしいでしょ

うか。 

非公開に賛成される方は、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

それでは、議案第１号、第２号及び報告第１号については「山口市教

育委員会会議規則第９条の２」に基づき、秘密会により審議いたしま

す。 

 本日は、審議する順番を公開できるものから始めたいと思います。 

それでは、報告第２号の「山口市立学校児童生徒数等について」、事務
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局から説明をお願いします。学校教育課長。 

 

江山学校教

育課長 

 それでは、①議案集の９ページを御覧ください。 

 それから、②議案参考資料は、１３ページ、１４ページ、１５ページ

でございます。 

 平成２９年度の山口市立学校の児童生徒数について御報告いたしま

す。 

 基準日、５月１日、園児数は３７６人、児童数１万１８２人、生徒数、

は４,９２８人でございます。 

 参考に、昨年の数字を申しますと、園児数は４０９人で、３３名の減

でございます。児童数は１万１５９人で、２３名の増でございます。生

徒数は５,１４３人で、２１５人の減でございます。 

 以上、報告いたします。 

宮原委員長 

 

 ありがとうございます。報告第２号について、御意見や御質問はござ

いませんか。はい、どうぞ。 

横山委員  児童数と直接は関係ありませんが、小郡南小学校の児童は、中学校に

進学するにあたっては、全員が小郡中学校区となりますでしょうか。 

江山学校教

育課長 

 はい。 

横山委員  小郡南小学校の御父兄とお話をしたときに、小郡南小学校区は川西中

学校も選べるという認識をされている方が何人かいらっしゃったので。 

江山学校教

育課長 

 そういうことはございません。 

横山委員  ないですか。 

江山学校教

育課長 

 はい。山口市の場合は、中学校への進学にあたって学校区を選択する

ということはしておりません。A小学校なら、A中学校といった形で決ま

っております。小郡南小学校については、小郡中学校区と決まっており

ます。 

横山委員  そうですか。 

江山学校教

育課長 

 はい。 

横山委員  若干の問題があったか、障がいがあるお子さんだったか、はっきりと

は覚えておりませんが、そういう形で、小郡南小学校から川西中学校に

入学されたお子さんがいるという情報を御父兄さんがお持ちで、ひょっ

としたら学校区を選べるのではないのかと、私に質問されたものです。

もし、そういう実態が、ほかの学校でもあるのでしたら教えていただき

たいと思ったところです。 

江山学校教  小学校の校区については、湯田や白石など、隣接しているところで選
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育課長 択区域がございますが、進学については、特別支援学級の設置状況や子

どもの人間関係などから、学校へ相談があった場合に、事務局で協議を

して校区外を認めるということはございます。 

 そういう相談もなく、誰もかれも好きなところに進学するということ

はございません。また、部活動に関する相談もございますが、住所地の

中学校に進学してくださいというお答えをしております。 

横山委員  ありがとうございます。いいです。 

宮原委員長  ありがとうございました。はい。 

竹内委員  宮島町の場合は、小学校と中学校で、どちらかに進学できるというの

がありませんでしたか。 

江山学校教

育課長 

 白石と大内の選択区域になっております。 

横山委員  仁保の場合も小学校を選択するようになっていますが、もし、仁保小

か大内小かを選択したら、中学校はそのまま進学するということですね。 

江山学校教

育課長 

 原則は、そのようにしております。相談はお受けいたしますが、小学

校を決めた時点で中学校も決まってくるという形でございます。 

宮原委員長  ありがとうございました。ほかにはございませんか。 

 それでは、続きまして、報告第３号の主要な審議会等の委員の委嘱状

況について、事務局から説明をお願いいたします。江山学校教育課長。 

江山学校教

育課長 

 それでは、議案集①の１１ページからでございます。 

 学校教育課関係でございます。山口市いじめ問題対策連絡協議会の委

員にこの表にある方々を委嘱しております。その下に、山口市のいじめ

問題調査委員会の委員を掲載しておりますが、訂正をお願いいたします。

上の段のいじめ問題対策連絡協議会の委員の中の中ほどに、山口市ＰＴ

Ａ連合会（山口大学教育学部附属山口小ＰＴＡ副会長）と書いてござい

ますが、先日の５月１９日に、ＰＴＡ連合会の会合がございまして、中

村二朗さんという仁保中学校のＰＴＡ会長さんが会長になられて、ここ

に入られるという報告を受けております。ここが、山口市ＰＴＡ連合会

で仁保中学校のＰＴＡ会長、お名前が中村二朗さん、真ん中の「中」と

普通の「村」で、一と二、漢数字の「二」、「ろう」は右側が月になっ

ている「二朗」さんでございます。 

 学校教育課分については、この２つの委員会について委嘱をしており

ます。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 それでは、文化財保護課長、お願いします。 

佐藤文化財

保護課主幹 

 １２ページを御覧ください。 

 文化財保護課関係の御説明を申し上げます。 

 大内氏遺跡保存対策協議会専門委員会が、昭和３４年に国の史跡指定
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を受けました大内氏遺跡附凌雲寺跡及び大内氏関連遺跡の保存・活用に

ついて専門的に協議し、大内氏遺跡の調査研究を推進するために設置す

るものでございます。 

 このたび、平成２９年４月１日付で、文献、造園、考古、建築を専門

とする７人の学識経験者を委嘱したところでございます。メンバーは資

料のとおりでございます。 

 今年度は、大内氏遺跡専門委員会で３回、大内氏遺跡保存・活用計画

策定委員会で３回の会議をそれぞれ行う予定となっております。 

 続いて、山口市文化財保護指導員の委嘱について御説明申し上げます。

１３ページを御覧ください。 

 山口市文化財保護指導員は、文化財保護の万全を図ることを目的とし

て、山口県及び山口市指定文化財並びに埋蔵文化財を巡視し、あわせて

文化財愛護思想の普及を図るために委嘱するものでございます。１０名

を選定し、担当区域の文化財の巡視をお願いしております。 

 続けて、１４ページを御覧ください。 

 こちらは、山口市歴史文化基本構想策定協議会委員でございます。 

 平成２９年度から、新規事業として開始いたしました山口市歴史文化

基本構想策定事業の構想案を審議する協議会でございます。 

 歴史文化基本構想とは、地域に存在する文化財を、指定・未指定にか

かわらず、幅広く捉えて的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含め

て、総合的に保存・活用するための基本プランを定めるもので、今後の

文化財保護行政のマスタープランとなるものでございます。 

 協議会の構成は、教育長を会長、教育部長を副会長とし、県・市の行

政関係者、学識経験者として文化財審議会の会長、副会長、地元関係者

として、山口市自治会連合会、山口観光コンベンション協会、山口商工

会議所でございます。 

 委嘱の期間は、平成２９年５月１日から平成３２年４月３０日までの

３年間としております。 

 文化財保護関連は以上でございます。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 それでは、山田中央図書館長、お願いします。 

山田中央図

書館長 

 山口市立中央図書館協議会について御説明をいたします。資料は１５

ページでございます。 

 この協議会は、図書館法第１４条の規定に基づきまして、市の条例、

規則に規定して設置いたしているものでございます。 

 内容といたしましては、図書館の運営に関し、諮問に応じるとともに、

サービスに関する意見を述べる機関でございます。 

 委員の構成といたしましては、条例上、委員は１５人以内といたして

おりますが、現在１２人の委員に委嘱をしております。 
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 構成といたしましては、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者、学識経験者、市民の皆様の意見を広くお伺

いするための公募委員という構成でございます。 

 任期は、２年でございます。 

 以上で説明を終わります。 

宮原委員長  それでは、報告第３号について、御質問や御意見はございませんか。 

 それでは、議案第１号の議会の議決を経るべき議案に対する意見の申

出について、事務局から説明をお願いいたします。井上社会教育課長。 

井上社会教

育課長 

 平成２９年度山口市一般会計補正予算（第１号）のうち、社会教育課

分について御説明いたします。 

 内容につきましては、議案参考資料②で御説明させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、４ページ、５ページをお開きください。 

 一番上、款２１諸収入、項５雑入、目２雑入でございますが、自治宝

くじ助成事業といたしまして、２００万円を追加計上いたしております。 

 これは、後ほど歳出で御説明いたしますグローバル人材育成事業に係

る諸収入でございまして、一般財団法人自治総合センターが行うコミュ

ニティ助成事業宝くじ助成金の地域国際化推進助成事業に対しまして、

市内で国際理解活動を行う市民団体が助成金を申請し、交付決定を受け

たため、補助金を交付するものでございます。この補助率は１００％と

なっております。 

 続きまして、歳出でございますが、８ページ、９ページを御覧くださ

い。 

 一番下の段でございますが、款１０教育費、項５社会教育費、目７青

少年育成費でございます。 

 グローバル人材育成事業といたしまして、２００万円を追加計上いた

しております。 

 １２ページを御覧ください。 

 今回のグローバル人材育成事業といたしまして、追加で行う内容でご

ざいます。実施主体である山口インターナショナルプログラム研究会へ

の補助金でございまして、事業内容は「園児と留学生のＡＢＣ教室」と

題しまして、市内の幼稚園、保育園を対象として、英語を使ったコミュ

ニケーションを中心に、留学生との国際交流を実施するものでございま

す。これによりまして、グローバル化に対応する英語教育プログラムの

開発ができること、事業を実施することで、短期間に市民団体にノウハ

ウが蓄積され、新たなコミュニティが形成されることや、山口大学や山

口県立大学に協力をお願いし、留学生との市民レベルでの国際交流が促

進され、本市への愛着が形成された留学生が、母国に帰りましても、園

児との国際交流が継続することなどの効果を期待いたしております。 

 以上で、社会教育課所管の議案についての御説明を終わらせていただ
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きます。 

宮原委員長  それでは、議案第１号について、御意見や御質問はございませんか。 

 ないようでしたら、議案第１号について承認される方は挙手をお願い

いたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、議案第２号の議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申出について、事務局から説明をお願いいたします。江山学校教育課長。 

江山学校教

育課長 

 追加議案集③でございます。２ページを御覧ください。山口市立小学

校教育用タブレット端末等の取得についてでございます。 

 ５月１７日、条件つき一般競争入札を行い、落札業者が決定いたしま

したので、その請負契約を締結することについて、議会の議決を求める

ものでございます。 

 取得金額は１億６,９９９万２,０００円、取得先は、山口市宝町１番７

６号、中国芝浦電子株式会社、代表取締役河村利夫でございます。 

 本案件は、山口市立小学校の教育用タブレット端末等を取得するもの

でございまして、本年度は、大殿、白石、大歳、平川、名田島、佐山、

小郡、上郷、小郡南の小学校９校に事業支援ソフト、児童用タブレット

端末を５８０台、授業用ノートパソコン１７０台、パソコンサーバーを

７台、無線ＬＡＮアクセスポイント２００台、タブレット保管庫１６台、

タブレットパック１００個等を購入いたすものでございます。 

 また、児童用タブレット端末を導入する９校に８校を加えた１７校に

ディスプレー式電子黒板１４５台を導入し、この１７校については、全

ての普通教室で、電子黒板の整備が完了いたすものでございます。 

 なお、残りの小学校につきましても、同水準の環境整備を目指してお

りまして、来年度の予算要求をいたすこととしております。 

 以上で、議案第２号の説明を終わります。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 それでは、議案第２号について、御意見や御質問はございませんか。 

 それでは、議案第２号について承認される方は、挙手をお願いいたし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、原案のとおり承認いたします。 
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 続きまして、報告事項に移ります。 

 報告第１号の平成２９年６月定例市議会への報告事項について、事務

局から説明をお願いいたします。伊藤教育施設管理課長。 

伊藤教育施

設管理課長 

 それでは、私からは、報告第１号のうち、教育施設管理課分を御説明

いたします。 

 資料番号①の６ページから８ページを御覧ください。 

 平成２８年度から本年度への繰越額につきましては、７ページのとお

りとなっております。一番右の欄が繰越額でございます。右から２番目

の列の欄の額は、議決いただいた額となっております。議決時の想定よ

り工事費用を圧縮でき、また、早期に発注できた工事があることから、

議決の額より繰越額が小さくなっております。 

 まず、款１０教育費、項２小学校費につきましては、小学校施設増改

築事業費に係る経費のうち、２,０８７万１,０００円、小学校施設長寿

命化事業に係る経費のうち、４億９５５万１,０００円、大内小学校校舎

増築事業に係る経費のうち、４,６９６万５,０００円、小学校施設安心

安全推進事業に係る経費のうち、４億２,８５１万５,０００円を今年度

に繰り越したものでございます。 

 繰越額の中身でございますが、小学校施設増改築事業費に係る経費に

つきましては、校舎の解体とその後の整地費、小学校施設長寿命化事業

につきましては、今年度以降に予定しておりました大殿小学校校舎長寿

命化工事、１３校についてのＬＡＮ整備工事、３校のトイレ洋式化工事

につきまして、国の平成２８年度の補正に対応して前倒し、市議会にて

補正により議決されましたものを今年度に繰り越したもののほか、プー

ルろ過機器など、調達期間を要したものの費用が主なものでございます。 

 大内小学校校舎増築事業に係る経費につきましては、新校舎増築工事

が完了いたしております。繰越額につきましては、隣接する市道の拡幅

に係る屋外整備工事費用が主なものでございます。 

 小学校施設安心安全推進事業につきましては、今年度以降に予定して

おりました７校の小学校の屋内運動場の吊り天井撤去等改修に係る費用

並びに小郡南小学校エレベーター及びトイレ整備工事につきまして、国

の平成２８年度の補正に対応して前倒し、市議会にて、補正により議決

されましたものを、今年度に繰り越したものでございます。 

 次に、款１０教育費、項３中学校費につきましては、中学校施設安心

安全推進事業に係る教育費のうち、２億５１２万６,０００円を繰り越し

たものでございます。これは、今年度以降に予定しておりました３校の

中学校の屋内運動場の吊り天井撤去等改修に係る費用につきまして、国

の平成２８年度の補正に対応して前倒し、市議会にて、補正により議決

されましたものを、今年度に繰り越したものでございます。 

 この中学校施設安心安全推進事業費につきましては、議決額との差が
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大きくなっておりますが、国の補正による前倒しの決定を受け、吊り天

井撤去工事に向けて、学校ごとの設計を進める中で、工事費の圧縮がで

きたことによるものでございます。 

 財源の内訳につきましては、８ページのとおりでございます。 

 以上で、教育施設管理課分の説明を終わります。 

宮原委員長  文化財保護課長、お願いします。 

佐藤文化財

保護課主幹 

 引き続きまして、文化財保護課所管分について御説明申し上げます。 

 款１０教育費、項５社会教育費を御覧ください。 

 十朋亭周辺整備事業につきましては、史跡十朋亭の劣化部分の改修工

事費として、９７２万８,５８０円を繰り越しております。これは、改修

工事中に不測の劣化部分が見つかったこと等により、施工期間を見直す

ことになったため、繰り越したものでございます。工事の終了は、平成

２９年１２月を予定いたしております。 

 文化財保護課所管分については、以上でございます。これで平成２８

年度山口市一般会計繰越明許費繰越計算書の説明を終わります。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 それでは、報告第１号について、御意見や御質問はございませんか。

はい。 

ないようでしたら、以上で、本日の付議案件については終了いたしまし

た。 

次回の定例会は、こちらの第２会議室で、６月２８日（水）午後２時

からの予定です。 

以上をもちまして、平成２９年第７回教育委員会定例会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。 

署名 上記のとおり相違ありません。 

 平成２９年５月２５日 

 

委員長              

 

署名者              

 

署名者              

 

会議録調製            

 


