
 1 

柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年５月２５日（水） 開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時１５分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 出席委員   委員長           西原 光治 

 委員長職務代理者      原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

         教育長           桑原  眞 

４ 出席職員   教育部長          河村 邦久 

         教育総務課長        山中 松樹 

         学校教育課長補佐      林  謙吾 

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１６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関する諮問に

ついて 

②議案第１７号 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部

改正について【本日上程】 

③人議第４号 柳井市公民館運営審議会委員の委嘱について 

④人議第５号 柳井市公民館連絡協議会委員の委嘱について 

⑤人議第６号 柳井市社会教育委員の委嘱について 

⑥報告第１０号 柳井市地区スポーツ推進員の委嘱について 

⑦報告第１１号 学校施設開放管理指導員の委嘱について 

⑧報告第１２号 柳井市人権教育推進委員会委員の委嘱について 

⑨報告第１３号 柳井市立学校給食センター献立委員会委員の委嘱について 

⑩報告第１４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 

（２）その他 

７ 議事の内容 

 

（午後１時３０分 開会） 

西原委員長 

これより本日の教育委員会会議を開会します。 

会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により委員長において河岡委員、厚坊委員の両

名を指名いたします。 
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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） 

西原委員長 

 ご異議なしと認めます。よって本日の会議日程は、机上配布のとおりと決定しました。 

日程に従い、議案２件、人議３件、報告５件を上程し、直ちに議題といたします。 

 ただいま議題となりました案件について、提案理由の説明を求めます。 

桑原教育長 

ただいま議題となりました案件につきまして、その大要をご説明いたします。  

議案第１６号は、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関する諮問につい

てお諮りするものです。 

議案第１７号は、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部改正

についてお諮りするものです。 

人議第４号は、柳井市公民館運営審議会委員の委嘱についてお諮りするものです。 

人議第５号は、柳井市公民館連絡協議会委員の委嘱についてお諮りするものです。 

人議第６号は、柳井市社会教育委員の委嘱についてお諮りするものです。 

報告第１０号は、柳井市地区スポーツ推進員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第１１号は、学校施設開放管理指導員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第１２号は、柳井市人権教育推進委員会委員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第１３号は、柳井市立学校給食センター献立委員会委員の委嘱を行ったものです。 

報告第１４号は、柳井市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為の許可を行ったものでござ

います。 

以上、大要についてご説明いたしましたが、詳細につきましては担当課長から説明をさせま

すので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

西原委員長 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

これより、議案審議を行います。 

議案第１６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関する諮問について、

補足説明があればこれを求めます。 

広田課長  

議案第１６号について補足説明をいたします。 

 本件は、柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例第１２条第２項の規定により、柳井市古市

金屋伝統的建造物群保存地区内の現状変更行為に係る許可２件、辻家及び佐々重家について、

柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会に審議をお願いするものでございます。なおお手元

の資料に位置図等を入れております。こちらの方に辻家・佐々重家ということで２物件やりま

す。こちらにつきましては壁面・とひ・屋根等の修理ということで審議会のほうにお願いする

ものでございます。以上でございます。 

西原委員長 

 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。 
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 （ありません） 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１６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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１６号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、議案第１７号 教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の一部

改正について、補足説明があればこれを求めます。 

山中課長  

議案第１７号の補足説明を申し上げます。 

本案は、行政不服審査法の一部改正に伴い、「異議申立て」を「審査請求」に修正するもので

ございます。以上で補足説明を終わります。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１７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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１７号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、人議第４号 柳井市公民館運営審議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。 

広田課長 

人議第４号につきまして補足説明を申し上げます。 

本案は、柳井市公民館条例第４条の規定によりまして、柳井市公民館運営審議会委員の委嘱

を行うものでございます。委員さんは各地区公民館長の推薦により人選を行い、その職務は公
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民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業実施につきまして調査・審議を行っていただ

くこととなっております。以上でございます。 

西原委員長 

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 

公民館運営審議会は、年に何回ぐらい開かれていますか。 

広田課長 

公民館にもよりますが、大体最低２回はやります。年度当初、それから２月・３月頃に１年

間のまとめと言いますか反省も含めて、次年度にはこういう事をしましょうということで２回

はやります。 

西原委員長 

定員はありますか。 

広田課長 

第４条第３項で、定員は５人以上１２人以下ということで、柳井市教育委員会規則のほうで

定めるということになっております。 

西原委員長 

他にございませんでしょうか。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、討論省略のうえ採択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） 

西原委員長 

 ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第４号は、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） 

西原委員長 

 ご異議なしと認めます。人議第４号は、原案のとおり可決されました。 

次に、人議第５号 柳井市公民館連絡協議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。 

広田課長 

人議第５号につきまして補足説明を申し上げます。 

本案は、柳井市公民館条例の規定によりまして、柳井市公民館連絡協議会委員の委嘱を行う

ものであります。委員さんは、それぞれの公民館の運営審議会委員の内より各１名委嘱を行い、

公民館相互の連絡調整を図っていただくことになっております。なお定員につきましては１０

名ということになっております。以上でございます。 

西原委員長 

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） 

西原委員長 
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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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第５号は、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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。人議第５号は、原案のとおり可決されました。 

次に、人議第６号 柳井市社会教育委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めます。 

広田課長 

人議第６号につきまして補足説明を申し上げます。 

 本案は、柳井市社会教育委員設置条例第２条の規定によりまして、柳井市社会教育委員を委

嘱するものでございます。委員につきましては、平成２７年６月１日付けで地区代表６名、関

係団体より１０名に委嘱を行い、社会教育に関する諸計画の立案や教育委員会の諮問に対し意

見を述べていただく等の職務をお願いしているところでございますが、このたび関係団体役職

異動等ということで２名の委員さんを委嘱することになりました。なおこの２名につきまして

は、前任者の残任期間ということで平成２９年５月３１日までということになっております。

よろしくお願いします。 

西原委員長 

 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。 

教育長 

これは、任期は通常２年ですね。ＰＴＡの母親委員はたぶん毎年変わるので、そうなると毎

年こういう形になりますね。 

広田課長 

おっしゃったとおり委員さんの改選がほぼ毎年ありますので、どうしてもこういう形で人議

という形で上程せざるを得ないかと思います。 

原田委員 

そうしますとＰＴＡ連合会の方の連合会長も入っていると思いますが、連合会長さんも確か

１年交代ですよね。そこは変わらないのですか。 

広田課長 

そちらにつきましては、担当者が確認いたしまして継続ということでございました。 

西原委員長 

社会教育委員は全部で何名おられますか。 

広田課長 

現在は１６名でございます。定員は２０名になっております。 

西原委員長 
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他にございませんでしょうか。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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第６号は、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） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。人議第６号は、原案のとおり可決されました。 

次に、報告第１０号 柳井市地区スポーツ推進員の委嘱について、補足説明があればこれを

求めます。 

広田課長 

報告第１０号 柳井市地区スポーツ推進員の委嘱について、補足説明をいたします。 

 本案は、任期満了（平成２８年３月３１日）に伴う柳井市地区スポーツ推進員の委嘱を行っ

たものでございます。柳井市地区スポーツ推進員要綱に基づきまして、１１地区より上山和彦

氏ほか５５名の推進員を委嘱いたしたものでございます。なお選任につきましては、各地区の

コミュニティ協議会の代表者また地区公民館館長よりご推薦をいただいております。これによ

りまして、今後２年間柳井市の社会体育振興にご尽力をいただくということになっております。

よろしくお願いします。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

 以上で第１０号の報告を終わります。 

 次に、報告第１１号 学校施設開放管理指導員の委嘱について、補足説明があればこれを求

めます。 

広田課長 

報告第１１号につきまして補足説明をいたします。 

本案は、市内の小学校１０校、中学校４校の学校体育施設につきまして、柳井市立学校の施

設の開放に関する規則第４条により渡邉弘一氏ほか１３人の方々を平成２８年度管理指導員と

して委嘱したものでございます。よろしくお願いします。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

以上で第１１号の報告を終わります。 

次に、報告第１２号 柳井市人権教育推進委員会委員の委嘱について、補足説明があればこ
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れを求めます。 

広田課長 

 報告第１２号につきまして補足説明を申し上げます。 

 本件は、柳井市人権教育推進委員につきまして柳井市人権教育推進委員会設置規則第３条に

基づき、委嘱を行ったものでございます。各地区公民館長が推薦する識見を有する者、小・中

学校及び高等学校代表を含めまして３３名で１年間委嘱をするものでございます。委員の皆様

方には人権教育の推進に関し必要な事項を行っていただくということで、幅広くご協力いただ

くことになっております。以上でございます。 

西原委員長 

 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） 

西原委員長 

 以上で第１２号の報告を終わります。 

 次に、報告第１３号 柳井市立学校給食センター献立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。 

三宅所長 

 報告第１３号について補足説明を申し上げます。 

 柳井市立学校給食センター献立委員会規程第３条の規定に基づき、柳井市内１４校の学校長

から推薦のありました１４名に対しまして委員を委嘱したものであります。なお任期は、平成

２８年４月１日から平成２９年３月３１日までとなっております。以上でございます。 

西原委員長 

 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 

 この報告に直接関係は無いのですが、３か月くらい前でしたか、アレルギーの対応マニュア

ルというのをいただいて、大変立派な分厚いマニュアルを拝見したんですが、アレルギーの子

どもというのは年々増える傾向にあると思うのですが、アレルギー対応についてはこの献立委

員会の委員の方々が何らかの関与をするということもあるのですか。 

三宅所長 

はい、ございます。会議の中でそういうアレルギーのことも出てまいります。 

原田委員 

給食センターとしてアレルギー対応食を今は特別に用意しておられないと思うのですが、各

学校の担任の先生方が配慮していくということとアレルギーの食材をきちんと情報提供すると

いったところが中心ですね。そういったアレルギーのお子さんに対しての配慮については先生

方、委員の方々も十分認識をされているということですね。 

三宅所長 

連絡を取りながら対策をとっております。その日のアレルギーがあるものにつきましては連

絡を交換しながら先生方がやっております。 

西原委員長 
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 他にございませんでしょうか。以上で第１３号の報告を終わります。 

 次に、報告第１４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。 

 広田課長 

 報告第１４号につきまして補足説明をいたします。 

 本件は、柳井市伝統的建造物群保存地区内の非特定物件でございます。この非特定物件は、

廃屋となっており、４月１７日に暴風警報が発令された際、強風によりまして家屋２階の雨戸

が落下いたしました。この家屋は隣家と非常に密接していることから、今後の暴風雨等におい

て、隣家に損害を与えることが予想されることから、早急な対応が必要であると判断いたしま

した。４月２５日には、市伝統的建造物群保存地区保存審議会会長 福田東亜 様に緊急に来

柳していただき、この物件の取り扱いを協議いたしました。そして、緊急を要することから、

柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例第４条第１号によります除却というかたちで早急に取

り除くという形の手続きに入るよう助言をいただきました。手続き後は、５月６日付けで許可

をいたしております。 

図面にしるしを付けております。白壁の町並みの少し奥手の方になります。佐々重商店とい

うのがあるのですが、これが先ほどの第１６号で現状変更になります。隣家というのが木阪賞

文堂さんの奥側のお家、こちらに影響があるということで早急にということです。この図面、

赤枠で囲ってあるこの物件が非常に危険であるということで早急なる除去という指示をいたし

まして許可も出しております。以上でございます。よろしくお願いします。 

西原委員長 

 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 

 この写真の赤枠で囲んである物件を除却されたということですね。この赤枠で囲んである隣

とか奥、ブルーシートが被せてあるような建物というのは修理・改修ということですか。 

広田課長 

１６号の関係で言えば、ブルーシートがかかってちょっと白壁が三角のような形がある、あ

ちらが母屋になるのですが、あちらの方を１６号で現状変更します。赤枠の横の平屋建ての小

さな建物があるのですが、これは現状としては除去という手続きはしません。こちらの建物が

特定物件ということで保存すべき物件ということになっていますので積極的にはできませんの

で危険な所だけ除去するという形になっております。 

原田委員 

 これもかなり劣化しているように見えるのですが大丈夫なんですか。 

広田課長 

万が一あってはいけないんですけど、こちらの除去する物件を除去しますけども、その際に

隣の赤丸をしていないところが倒れないように養生したうえでの施工を要件としております。 

教育長 

これは、所有は…。 

広田課長 
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所有は佐々重さんで一緒です。 

教育長 

除去しないところは佐々重さんのところなんですか。 

広田課長 

写真の前の図面でいくと佐々重と書いてあるところの奥までがずうっと、赤いしるしがあっ

て長細い敷地になってます。 

教育長 

所有者は都濃園江さん、市に在住じゃないんですね。 

広田課長 

在住じゃないです。大阪になります。 

教育長 

今ここを歩くとかなりこれが見えますよね。見えて格好が悪い。 

広田課長 

思いっきり見えます。 

教育長 

更地になる…。 

広田課長 

更地になります。 

教育長 

更地のままですか。 

広田課長 

今のところはそのままになります。 

西原委員長 

その他ございませんでしょうか。以上で第１４号の報告を終わります。 

西原委員長 

 暫時、協議会といたします。 

 （午後２時０１分 協議会） 

 

 （午後２時１５分 再開） 

西原委員長 

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。 
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