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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年１０月７日（金）  開会 午後３時００分 

閉会 午後３時４５分 

２ 場  所   小田小学校 ミーティング室 

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２６号 柳井市教育功労者表彰者の決定について 

②議案第２７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 

（１０月補正）について【当日上程】 

（２）その他 

７ 議事の内容 

 

（午後３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。 

それでは、会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により教育長において西原委員、

原田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２６号 柳井市教育功労表彰者の決定について を議題といたします。 

この件について、補足説明をお願いします。 

山中課長 

柳井市教育功労表彰者の決定について補足説明を申し上げます。このたび柳井市教育委員

会選奨規則第４条の規定により、教育功労者として個人１名を推薦するものでございます。 
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別紙推薦名簿をご覧ください。議案の裏面になります。平成２８年度の教育功労者として

は、柳井市のスポーツ振興の分野で功績のあった者１名です。 

功績概要は、昭和５５年から柳井市卓球協会理事長、平成９年から西日本卓球選手権大会

の事務局長として卓球競技の普及に寄与されるとともに、柳井市で開催される卓球競技の運

営に携われた功績は顕著であります。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。 

（ありません） 

桑原教育長 

 それでは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２６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２６号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、議案第２７号 市長の意見聴取について を議題といたします。この件について、

補足説明をお願いします。 

山中課長 

それでは議案第２７号について補足説明申し上げます。本日お配りしております資料で最

後から２枚目の別紙１をご覧ください。児童数の推移表で２８年度から３４年度までを記載

しておりまして、これは２８年５月１日現在の児童数・学年数で掲載しております。この９

月に転入された家族があり、４年生と２年生が１人ずつ転校されましたので現在６人で２学

級になっております。２９年には第３子が新１年生として入学されますので今のところ全体

で７人となりまして２年生を除いた学級で５学年ございます。そうなりますと複式学級は２

学年で編成するものでございますから２・２・１となって３学級必要となります。今現在平

郡東小学校は普通教室が２つ、あとは職員室が１つということで部屋数が足りませんので普

通教室を１つ造らないといけませんのでこの度の予算を計上するものでございます。２９年

については７人となっておりますが、実は駐在さんのお子さんが１人いらっしゃいましてそ

の方が異動されますと新４年生が１人減になり６人となりますが、学年数が変わらないため

３学級となりどうしても普通教室が１つ必要となります。 

補正予算書の一番最後のページをお願いします。歳出に載せておりますが小学校費・学校

管理費でこの普通教室を建設するための予算の要求をするものでございます。まず旅費につ

きましては平郡東ということで現地調査等にフェリーを使っていくことになりますのでその

旅費７回分をお願いするものでございます。委託料でございますが普通教室を造るための実

施設計の業務を委託すると同時に資料の一番最後に写真を付けておりますが現状は昭和２４
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年に造りました旧校舎が残っているのですがこの木造校舎について改築して普通教室を造り

たいということで考えておりますが木造ですので耐震という問題があります。この業務設計

の中で耐震性が有るか無いかという判定も合わせて行います。工事請負費につきましてはこ

の木造校舎が改築できるということで渡り廊下・校舎の改築の工事費を上げさせて頂いてお

りますが、仮に耐震性が無いまたは耐震化をするためにどのくらい経費が掛かるかが問題と

なりますし、あまり掛かるようであれば新しく造った方が経費的にも安いということになり

ますのでそういった検討もしないといけません。その時には恐らく建設費はこの工事費では

足らないということになるので１２月で追加補正を検討することになります。今時点ではそ

ういうふうな形であくまでも耐震化の調査をやって耐震性が有るのか無いのか、木造で２６

年頃の校舎ですので耐震的な問題で言うとまだ調査しておりませんのではっきり結果は出て

おりません。ただそのためには調査をしてまた耐震化できるかどうかの検討もしないといけ

ませんのでまずそれをということになります。無かった場合はここを一部解体し新たに教室

を増築するということも検討しないといけなくなると思います。来週金曜日に臨時議会が開

催されることになっておりますので議案を上程して審議されることとなります。教室を増築

するという部分での説明は以上です。 

桑原教育長 

 今のことに対しまして質疑はありませんか。 

河岡委員 

もう一度詳しく伺いたいのですけれども、この木造校舎が耐震が大丈夫だとなった場合は

具体的には中を教室のような区画を造るための工事をするということですか。 

山中課長 

はいそうです。中を改築して、もともと教室ですが広いのと今は倉庫として使用しており

ますのである程度そういったクリーニングといいますか使えるようにしないといけませんの

でそういった工事をします。教室としてはいろいろ足りない部分もありますからそういった

部分も併せて、どうしても通路が無いので渡り廊下が必要になってくるということで予算要

求額の中には校舎の改修改築と渡り廊下をつけるという形での予算を上げています。 

河岡委員 

市の方でもなるべく低予算でできる方法を考えられていると思うのですけれども、例えば

新しい校舎に２つ教室がありましてその間が壁で仕切られておりますがその壁を取っ払って

３つにするとかはできないのですか。可動式のなにかをつけてとか。 

山中課長 

そうすると部屋面積がかなり狭くなります。今のような形で３学級作るとしても学年数が

５学年ありますから１つの学年だけが単独であと２つは複式でというところに入れるという

ことになるとどうしても教室が狭くなってそこはちょっとストレスが多くなるのかなと。 

河岡委員 

教室を見ていないのでわからないのですが人数的には１人２人ですよね。 

山中課長 

そうですね。人数的には２人とか３人とかというケースにはなりますけど。今のままでい

くと７人の場合だったら１・３・３。１年生を単独にすれば３年・４年、５年・６年で３人

ずつということですけど、もし仮に１人異動になった場合だったら１年生が単独で１人、３・
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４年生が２人、５・６年生が３人ということになります。そうなりますと部屋の使い勝手か

らして狭くするというのはありません。 

桑原教育長 

黒板とロッカーがあるから狭めになるのでちょっと難しい。 

山中課長 

イメージ的に今見られた教室が間の壁が１つなくなって３つに仕切るということになると

ロッカーとかいろんな部分を付けないといけないのでかなりスペースが狭まってくるという

ことにはなります。ただここの教室よりも平郡東の方がそういうニーズの設定で造っていな

いのでちょっと狭くなってます。 

河岡委員 

リース教室を造るより改築した方が安いですか。木造をさわるよりもリース教室を１部屋

分造るというのは…。 

山中課長 

リースで造って今の校舎と木造との間に入れるという手もあるのですが木造教室棟が耐震

性が無いとなった時に危険な建物の横に校舎を建てるようになるので、仮に木造の建物が倒

れた時にどちらに倒れるかはわかりませんが新しい校舎に倒れ掛かるということもあるので

ある程度距離を離すということになると一部解体して倒れても安全な距離にするということ

になろうかと思います。 

河岡委員 

現時点では今あがっているプランが一番低予算ということですか。 

山中課長 

改築できれば一番いいです、予算的にも。 

桑原教育長 

古い校舎の海側が廊下になっていまして写真とか昔のものを入れて地域の人が入って見ら

れるような形にはなってます。教室の形はできていますのでこれを改修する、耐震が無かっ

たらまた考えるということです。 

厚坊委員 

今ここは何になっているのですか。 

山中課長 

昔の体育用具とか農業用具などが入っています。 

厚坊委員 

子どもが入ることはないのですね。 

山中課長 

主に倉庫として使っていますので入ることはほとんどありません。 

西原委員 

耐震検査をクリアできなかった場合に古い校舎を撤去するのですか。 

山中課長 

そこから新しい校舎をどう造っていくかを検討しないといけませんが一番問題となるのが 

山側が急傾斜地でいわゆる土砂災害区域になっているのでそこには増築できません。できる

のは現校舎と旧校舎の間になりますがその場合は先ほど説明したように耐震化の無い建物に
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ひっつけて建てるようになるのでもしもの時に新校舎に倒れ掛かるかもしれないことを考え

ると旧校舎を一部解体して距離をとった上で新校舎を建てるということなります。 

河岡委員 

解体したうえで建てるのとリースを使うのとどちらが安いですか。 

山中課長 

解体費の差くらいで変わらないと思います。 

西原委員 

校舎の間にスペース的に入りますか。 

山中課長 

入りますがそのまま建てると先ほど説明したように危険建物の隣にあるということで余り

いい状況ではありません。 

西原委員 

 旧校舎は半分解体ですか。 

山中課長 

半分になるか全部になるかは未定です。 

厚坊委員 

この校舎は私もいましたけど地域の人にとっては思い出のある校舎だから解体というのは

地域の人は余り望まないだろうと思うのですよね。 

山中課長 

今のままでは建てる所が無いので。 

原田委員 

相当古いですよね。何年ですか。 

山中課長 

昭和２６、７年頃のものです。６０年以上になります。 

原田委員 

６４、５年となると当然耐震性は可能性としては低いですね。 

山中課長 

それと既に切り取っていますので全体のもままならまだ強いかもしれませんがその分弱く

なっている可能性もあります。 

河岡委員 

現校舎を建てるために一部を崩したのですか。 

厚坊委員 

昔はＬのようになってました。 

山中課長 

そのままなら木造の連続性で強いかもしれませんけど切り取ってますのでおそらく耐震的

には弱くなっている。また切って解体すると建物の幅がなくなるので逆に倒れやすくなるか

もしれません。 

西原委員 

現状の校舎の一番南側でＬ型になりますよね新築するとしたら。そこに窓があるのでは。 

山中課長 
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まったくつけるのではなくて少し離します。玄関口を変えます、やればですけど。やると

すると玄関口を新たに作って間を設けないと暗くなりますから建てるとするとその部分は検

討してやります。 

西原委員 

全くの一戸建てを置くということですね。 

山中課長 

それをつなぐというふうになろうかと思います。増築なのでひっつけるとなると屋根から

改装しないといけなくなりますので無駄が多くなります。 

厚坊委員 

強いて望むなら耐震があるようなら耐震化をしてこのままの校舎で教室を造るというのが

いいのですが費用の問題があるかもしれませんが私もこの校舎に思い入れがあるからそうな

るといいなとは思います。 

山中課長 

そのままの形を残すというのが一番いいのでしょうけどこれを耐震化して改修するとなる

とかなり掛かると思います。 

原田委員 

その方が高いですか。 

山中課長 

基礎が長石基礎なのでその部分でいうといっかい持ち上げるか移動させて基礎を作り直し

て本体とつなぐというかたちになり工法的にはできない方法ではないですが。 

西原委員 

デザインだけでも今のようなかたちにするとか。いずれにしてもコンパクトなものにはな

りますがそうするとコストが掛かりますか。 

桑原教育長 

 他になにか質疑はございませんか。 

 それでは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２７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２７号は、原案のとおり可決いたしました。 

 暫時、協議会といたします。 

 （午後３時２４分 協議会） 

 

（午後３時４５分 再開） 

桑原教育長 
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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３時４５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   西 原 光 治 

 

署名委員   原 田 敏 弘 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


