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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年６月２０日（火）  開会 午後３時１２分 

閉会 午後３時５４分 

２ 場  所   柳井市役所 ４階 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         廣田 成毅 

         教育総務課施設担当課長    岡原 由明 

学校教育課指導主事      中西  淳 

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８号  市長からの意見聴取（平成２９年度６月補正）について 

②議案第９号  柳井市伝統的建造物群保存地区保存計画の変更について 

③議案第１０号 柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可について 

④人議第９号  柳井市教育支援委員会委員の委嘱について 

⑤報告第１７号 柳井市青少年育成センター少年補導員の委嘱について 

（２）その他 

７ 議事の内容 

（午後３時１２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８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。 

廣田課長 

お手元の方に２９年度６月補正、抜粋という形でつけております。 
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２６ページをお開けください。お願いいたします。小学校費、学校管理費でございます。委託料

でございますが、実施設計委託料としまして余田小学校、柳東小学校、大畠小学校の屋内運動場の

バスケットゴールや照明器具などの非構造部材耐震改修工事の実施設計業務委託料を、また、基本

実施設計委託料としまして日積小学校の管理特別教室棟の耐震改修に伴う改築工事の基本・実施設

計業務委託料を、さらに、この改築工事を国の補助事業として行うために危険建物として耐力度を

認定する必要があることから、既存の管理特別棟の構造耐力、経過年数、立地条件などを総合的に

調査し老朽化の度合いを判定する耐力度調査の業務委託料をそれぞれ計上させていただいており

ます。続きまして工事請負費でございます。こちらにつきましては余田小学校、柳東小学校、小田

小学校の水道施設の改修を行うものでございますが、具体的には、給水の際、一旦水槽に貯めてポ

ンプアップしていたものを水道から直接供給できるよう直圧方式として改修する工事費を計上さ

せていただいております。続きまして負担金補助及び交付金でございますが、水道の口径変更に伴

う水道負担金の差額で柳東小学校が４０ミリから５０ミリ、平郡東小学校が１３ミリから２５ミリ、

余田小学校が４０ミリから５０ミリにそれぞれ増径されたものに伴うものでございます。 

 ２７ページをお願いいたします。中学校費、学校管理費でございます。工事請負費でございます

が、柳井西中学校屋内運動場の空気管改修工事で、消防設備点検を受けた際、差動式分布型感知器

として使用される熱感知器のひとつである空気管の不具合を指摘されたことにより、この度、改修

するため計上したものでございます。以上でございます。 

室田課長 

同じく２７ページ２目公民館費、３つの委託料とその下駐車場整備工事費は、いずれも新庄公民

館第２駐車場整備にかかわるものでございます。ご寄付をいただきました現在の公民館から西に百

メートルの場所の旧岩政邸跡地について、全体の５割強の部分を４４台分の来館者用駐車場として

バラス敷きで整備し、残りを地元の方が手を加えられるような状態の公園部分として整備するもの

でございます。この財源には合併特例債を充当しております。以上でございます。 

神田館長 

続きまして２８ページをお開きいただきたいと思います。３目図書館費でございます。１３節委

託料ということで実施設計委託料をお願いしております。これは柳井市立柳井図書館の方でござい

ますが、空調設備の改修工事を行うために今年度実施設計を行い、来年度本工事を行いたいと考え

ております。昭和６１年サンビームやないと共に開館しまして３０年が経過しております。もう交

換部品もないということ、触媒としてフロンを使っていること、それから３０年経過しております

ので本当いつ止まってもおかしくないという状況でございますので、今回更新をお願いするもので

ございます。以上でございます。 

室田課長 

同じく２８ページ３目体育振興費の講師謝金は、トップアスリートによる地元の小中学生対象の

スポーツ教室や講習会等を開催する場合の謝金として計上をしております。その下スポーツ合宿補

助金は、本市において合宿されるアスリートを増やし交流人口の拡大によって合宿誘致事業の充実

を図るためのものでございます。具体的には、市外の方で市内の宿泊施設を利用され本市において

スポーツ合宿を行う団体の児童、生徒、学生等の修学者とその引率者を交付対象としております。

延べ人数が２０泊以上、例えば１０人の団体であれば２泊以上、２０人の団体であれば１泊以上の

団体の方が補助対象となります。今回の補正では、武道、テニス、野球等の各種種目を想定し全体

で３千泊分、例えば３泊であれば述べ千人分の予算額を計上しております。この財源といたしまし

ては地域スポーツ人口拡大推進事業費県費補助金を充当いたしております。次の４目体育施設費の

実施設計委託料は、ビジコム柳井スタジアムに併設します南浜多目的グラウンドと隣接のテニスコ

ートの夜間照明老朽化に伴う設備改修工事実施設計委託料を計上しております。平成４年に設置し
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ましたグラウンド側大型照明１２基とテニスコート小型照明１３基が２５年もの経年劣化により

近隣地区への停電障害の危惧も生じかねない状況となりましたので設備の更新を図るものです。こ

の財源といたしましては合併特例債を充当いたしております。その下測量委託料につきましては、

大畠グラウンド法面擁壁改修に伴う測量調査委託料を計上しております。県道１５１号伊陸大畠港

線に接するグラウンド南側の擁壁の一部に亀裂が見られることからその原因把握と対策検討のた

めの測量調査を実施するものでございます。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。 

原田委員 

２６ページの学校管理費のところでご説明があったのですが、建物調査委託料というのは補助金

対象になるかどうかのために耐力度調査を実施されるということなのですが、これは財源としては

今は地方債になってますね。これが一旦地方債で財源手当しながら補助金がもし対象になればそち

らに振替えるということなのですか。 

廣田課長 

今、原田委員さんおっしゃったように今現在の財源としましては合併特例債それから一般財源と

いうことでございまして、耐力度調査の結果、補助対象ということになればもちろん補助の方を入

れます。 

原田委員 

その補助金というのは文科省からですか。 

廣田課長 

そうです。 

原田委員 

もし耐力度調査の結果、対象にならなかったらこの財源どおりということになるわけですね。 

廣田課長 

はい、それは補助が取れないということであれば、取り得るだけの財源というかたちでやらざる

を得ないかと思います。 

原田委員 

補助対象になる確率というのはどのくらいあるのですか。 

岡原課長 

日積小学校の場合は５５年を経過しておりまして、平成１５年に１次診断をしております。その

時のＩＳ値が０．１４ということで耐震性が無いという建物になっています。補助事業として補助

金を受けて施工する時には２次診断をしたＩＳ値が参考になってくるのですけれども、日積小につ

いては２次診断をしておりませんので、それとは別に建物の必要な調査をして、建物が危険である

かを判定するのがこの耐力度調査です。ＲＣ造２階建てですので４，５００点という点数以下であ

れば対象になるのですが、ちなみに余田小学校も同じように耐力度調査をして、これが２，６３３

点です。日積小についても、もうコンクリート強度が無いということであれば、２，６００から７

００点くらいの点数にしかなりませんので、これはもう当初から危険改築事業として認定される事

になり、今回は補助を受ける根拠資料とするための調査をするということでございます。 

原田委員 

ほぼ間違いなく対象になるということですね。ありがとうございます。 

桑原教育長 

 他に質疑はありませんか。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８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８号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第９号 柳井市伝統的建造物群保存地区保存計画の変更について、補足説明があれば

これを求めます。 

室田課長  

議案第９号について補足説明をいたします。 

本件は、平成２９年５月２４日付で柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会に諮問を依頼しま

した柳井市伝統的建造物群保存地区保存計画の変更についてでございます。変更内容につきまして

は、同保存計画第４(１)(２)の一部を改正しシロアリの防除等対策を行えるよう変更するものです。

また昨年度倒壊した保存計画番号４３倉庫１棟を保存計画から解除するもので、この２件について

同審議会は当教育委員会の諮問を受けまして去る６月５日月曜日に審議会を開催し、慎重審議をさ

れました。その結果、本２件につきましても変更案をもって妥当であると判断された旨同審議会か

ら答申を受けましたので、変更手続きを開始したいと考えます。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。 

（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９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９号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、議案第１０号 柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可について、補足説明

があればこれを求めます。 

室田課長  

議案第１０号について補足説明いたします。 

本件は、平成２９年５月２４日付で柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会に諮問を依頼いた

しました柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可についてでございます。許可の内容

につきましては、佐川家母屋他８物件の保存修理を行うもので、同審議会は当教育委員会の諮問を

受けまして去る６月５日月曜日に審議会を開催し、慎重審議をされました。その結果、本件は変更
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案をもって現状変更行為が妥当であると判断された旨同審議会から答申を受けましたので、許可し

たいと考えます。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。 

（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１０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１０号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、人議第９号 柳井市教育支援委員会委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めま

す。 

中西指導主事  

人議第９号 柳井市教育支援委員会委員の委嘱について補足説明を申し上げます。 

本件は、柳井市教育支援委員会規則によって委嘱しておりました委員が本年６月３０日をもって

任期が終了となるため人選を行った結果、２０名を委嘱するものでございます。この教育支援委員

会では、柳井市立小中学校に就学する児童生徒のうち、心身に障害があると思われるものの適切な

教育的措置について審議いたします。任期は、平成２９年７月１日から平成３１年６月３０日まで

の２年間となっております。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。 

（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。人議第９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９号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、報告第１７号 柳井市青少年育成センター少年補導員の委嘱について、補足説明があれば

これを求めます。 
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室田課長 

報告第１７号について補足説明を申し上げます。 

本件は、柳井市青少年育成センター規則第５条の規定に基づく、少年補導員委嘱の報告でござい

ます。補導員は、名簿のとおり６月１日付で関係機関、関係団体より推薦をいただいたのべ９２名

に委嘱を行っており、任期は１年間となっております。補導員の方には、年間一人当たり２～３回

の街頭補導をお願いし、青少年育成センターの職員、相談員とともに、大規模店舗、コンビニ、駅、

公園そして夏季休業中の海水浴場等青少年が集まる地域の巡視を行う予定であります。青少年の事

故防止、健全育成のため、登録いただいた少年補導員の方と共に努力して参りたいと考えておりま

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 

 以上で第１７号の報告を終わります。 

桑原教育長 

 暫時、協議会といたします。 

 （午後３時３１分 協議会） 

 

（午後３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。 

それでは、原田委員さんが最後になりました。大変長い間ありがとうございました。先ほど挨

拶をされましたが、教育委員会会議としてこれで最後ということになります。いろいろ貴重なご

意見をいただいて、柳井の教育がさらに進んだと思っております。厚く感謝申し上げます。それ

では、一言お願いします。 

原田委員 

８年７か月の長い間本当にお世話になりました。本当に教育委員という立場で務めさせていた

だきながら私自身が大変勉強になったと思っております。教育委員会としては学校教育、社会教

育、生涯学習あるいはスポーツ、大変幅広いですけれど、そういった中で市長さんともお話をす

る中で、人づくりが町づくりということをおっしゃっていて、私自身もそれが企業経営をやりな

がらやはり品質は人質という言葉があって、人の質が商品の品質を決めるというので会社でも一

生懸命教育というのはやるのですが、やはり柳井の市民の民度を上げていくと言いますか市が発

展していくためには教育というのが本当に礎になるものだと思いますので、これからも皆様方の

本当にご活躍を祈念をして柳井市がさらに発展するように願っております。微力ながら今後も教

育委員という立場を離れてもできるだけのご協力はさせていただきたいと思っておりますので、

引き続いてよろしくお願いします。ありがとうございました。 

（拍手） 

桑原教育長 

それでは、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。 
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（午後３時５４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   廣 田 成 毅 


