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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年５月２４日（水）  開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時４２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 

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 

学校教育課長補佐       林  謙吾 

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６号 柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区保存計画の変更に関する諮問

について 

②議案第７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 

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人議第７号 柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱につい 

       て 

⑦人議第８号 柳井市文化財保護審議会委員の委嘱について 

⑧報告第９号 柳井市スポーツ推進委員の委嘱について 

⑨報告第１０号 柳井市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

⑩報告第１１号 学校施設開放管理指導員の委嘱について 

⑪報告第１２号 平成２９年度柳井市公民館主事の任命について 

⑫報告第１３号 柳井市人権教育推進委員会委員の委嘱について 

⑬報告第１４号 柳井中学校区人権教育総合推進委員会委員の委嘱について 

⑭報告第１５号 柳井市伝統的建造物群保存地区内の特定物件の倒壊について 

⑮報告第１６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 

（２）その他 

７ 議事の内容 
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（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条の規定により原田委員、河岡委員の両名

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 

 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６号 柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区保存計画の変更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。 

室田課長 

議案第６号について、補足説明いたします。 

 本件は、柳井市伝統的建造物群保存地区保存条例第３条第４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保存計画の変更について、柳井市伝統的建造物群保存地区保存

審議会に諮問をお願いするものであります。この保存計画の変更点につきましては、２点ほ

どございます。 

 まず、１点目は、現在の保存計画は、建造物等を保存していくための修理を目的としたも

のとなっております。古市金屋地区は、今から３５年前の昭和５７年に重要伝統的建造物群

保存地区としての選定を受け、現在、修理修景も一巡をし、２巡目に入っているところでご

ざいますが、昨年度からシロアリに対する被害が見受けられることから、修理を行う際に鳥

虫害防除にも適応できるよう、今回保存計画を変更するものでございます。２点目は、後ほ

ど報告第１５号においてご報告する案件となりますが、特定物件「保存計画番号４３倉庫」

の倒壊に伴い特定物件としての解除を行い、保存計画を変更するものでございます。 

 以上２点の保存計画の変更について、柳井市伝統的建造物群保存地区保存審議会に諮問、

審議をお願いするものであります。以上でございます。 

桑原教育長 

 以上で説明を終わります。 

 本件に対する質疑はありませんか。 

西原委員 

今の内容、詳細はこの中のですかね。 

室田課長 

お示ししている資料の赤字の所になります。 

西原委員 

あの赤字が追加と言うことですね。 

室田課長 

はい。 

厚坊委員 
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ちょっと余談なんですが、先々週くらいだったか、しらかべ学遊館もまあ見たことが無い

くらい柱の中にいっぱい穴が開いてて、羽アリですねまあ羽アリもシロアリの一つなんだろ

うと思うんですがまあ何万匹というくらい１階も２階も出てですね、結局習性で窓の方に行

ったからそこでもう全部掃除機で吸い取ったんですけどね。毎年のこと羽アリが出るという

のでまあ他の所もそうなんだろうと思うんですが、またそれもちょっと計画的に見ていただ

いたらと思います。 

室田課長 

学遊館につきましては、専門業者に見ていただいております。先週の話です。 

桑原教育長 

これは、学遊館のシロアリ駆除が中心なんですか。 

室田課長 

今回の対応は、学遊館の全館を直ぐに対応する方向で今進めております。ただあの一帯が、

もう業者さんによると学遊館だけでじゃなくてあの一帯に割と棲んでるんじゃないだろうか

というお話はちょっと伺ってますので、もしかしたらその周辺の個人のお宅とかにも棲んで

いる可能性はあるだろうというお話でした。 

西原委員 

伝建地区に対する追加ではないんですか。学遊館に対することですか。 

室田課長 

今回は伝建全体です。ですから、もし伝建地区の個人のお宅でシロアリの防除を含めた修

景修復作業を行う場合は補助の対象にさせていただくというのが今回の変更の趣旨でござい

ます。 

西原委員 

今、厚坊先生が言われましたようにシロアリは今から羽アリとなって出てきます。私もシ

ロアリの知識が無かったのですけれど、過日、清狂草堂の屋根の全面改修工事を実施いたし

ました。これに関しましても皆さん方には物心両面からのご支援ご協力をいただきましたこ

と大変有難く思っております。私の個人的な認識では、シロアリというのは地面から１ｍあ

るいは２ｍくらいまでしか上がらないというふうな理解をしていたのですが、現実は清狂草

堂の屋根を開けてみた時に屋根の天辺までシロアリに食い潰されていたという現状を目の当

たりいたしまして非常に驚いたのですが、老朽化ということで清狂草堂の改修工事に入りま

した。しかし老朽というよりは、やはりシロアリに対する被害ということが判明しましたの

で、従って当初予算よりかなりオーバーしたというのが現状です。そういったことを踏まえ

て私もいろいろよくよく考えてみましたところ、やはりこのシロアリというのは住宅に対す

る癌のようなものではないかなと思います、癌と言っても過言ではないかなと痛感いたしま

した。やはり早期発見といいますかいろいろ予防措置・予防対策というのが最も大切なこと

ではないかなというふうに思っております。今回の赤でお示しされております鳥虫害防除、

これに関しましては非常に着眼点もいいのではないかなと、適切な処置ができるのではない

かなというふうに思ってます。それとタイミング的にも今からシロアリが増産していく時期

なのでいいのではないかなと思いますので、柳井市の伝建地区の景観を末永くキープしてい

く意味でもこの項目は適切だというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。 
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桑原教育長 

 他にございませんか。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 

異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第６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 

異議なしと認めます。よって議案第６号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第７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。 

室田課長  

議案第７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わる許可１件（佐川家）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あります。別紙に修理個

所をご提示させていただいております。保存計画中の計画番号２７の工場から４２の倉庫ま

での６箇所、９番号において、今回壁面修理、建具修理、樋の修理等において行わせていた

だくものであります。それらのうちの代表的なものの写真を付けさせていただいております。

この件に関しての費用でございますが、全体工事費８２７万９千円に対し、うち補助対象額

が６６４万８千円、これを２分の１が市、２分の１が県のそれぞれ３３２万４千円を負担し、

佐川さん個人の負担として１６３万１千円が負担となります。以上につきまして審議会に審

議をお願いするものでございます。以上です。 

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 

これは図面がよく分からないのですが、佐川醤油さんとは違うのですか。醤油蔵がある所

…ご自宅の方ですか。だったら白壁のメインの通りの左側ということですかね。左側という

か南側というか。 

廣田課長 

國森家の隣になります。 

原田委員 

図面で言うと、この石畳の白壁のメイン通りが上の斜めに走っている、あれがその道です

か。 

西原委員 

國森さんはどっちになるんですか。 

廣田課長 
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國森さんは３１番なり３２番です。 

桑原教育長 

９番と書いてあるのが白壁通りです。 

廣田課長 

結構佐川さんの所は奥も深いですから、石畳の所からそれこそ川沿いのあちらまであるよ

うな大きな所でございます。昨年私も現地を回らさせていただいて、現状をしっかり見させ

ていただきました。 

西原委員 

伝建地区は、何と言いますか奥が深いという特色がありますよね、表を小さく見せて奥を

深くというのが。これはそういう意味じゃなくていろいろ倉庫とかがあってのことですね。 

廣田課長 

そうです。本宅があったり倉庫があったり、昔、米か何か積んでいたようなそういう蔵み

たいなものもあったり、そういうとこでかなりここには２７から４２までという件数として

はかなり建物的には多い所でございます。 

桑原教育長 

１件私の方から質問。県の補助とあったが県はお金を出すんですか。 

室田課長 

２分の１…。 

桑原教育長 

さっき６百何万のうちの個人が… 

室田課長 

１６０万が佐川さんの個人負担で、市が３３０、県も同額の３３０で２分の１ずつ。 

桑原教育長 

県は出してくれるんですか。 

室田課長 

補助があるように聞いておりますが…。 

桑原教育長 

出してくれるようになったんですかね。 

廣田課長 

予算策定、それと予算策定後の市長査定等々で県からの補助が厳しいというところで、現

状としては国の補助と市の補助だけで今のところは考えているのではないかと思います。で

すから、県の補助は現状としては６分の１だろうと思うんです、もし取れるとしたら。です

から、それは県の方としては昨年、一昨年以来、非常に県の財政が厳しいということで、柳

井市については県の補助は厳しいよという話が来ていたかと思うので、今の現状としては県

の補助は付いてないのではないかと思いますが、その辺はまた…。 

室田課長 

すいません、そこはまた確認をさせていただこうと思います。 

桑原教育長 

昨年もう県は伝建地区への補助は打ち切るという宣言をされたと思うんですが、だから昨

年予算が付かなかったけど今年は付くという可能性はゼロです。だからそういう伝建地区は
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柳井と萩しか無いんですが、柳井と萩の伝建地区についてはもう予算付けないということで

昨年言われたというふうに理解しているんですが、付けないと言われたのを余り期待して県

に聞いてみるといっても多分予算の枠の中に全く入ってないので。復活するんですか。 

室田課長 

すいません、ちょっと再度確認させていただきます。 

桑原教育長 

市議会でもそれをはっきり言わないと。県の分も柳井市がもう全部持ち出さないといけな

いので、３００じゃなくて県が出さなかったらもっと増える。そこのところをもう１回明確

にした方が、県に確認して。多分昨年そういうふうに言われて昨年付かなかったので。昨年

は柳井が多分持ち出したのでもう県の部分も。だから今年度も多分そうしなきゃいけないん

じゃないですか。その辺確認してください。 

 他になにか質疑がありましたら。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 

異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第７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 

異議なしと認めます。よって議案第７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。 

室田課長  

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、柳井市公民館条例の規定により、柳井市公民館運営審議会委員の委嘱を行うもの

であります。委員さんにおかれましては、各地区公民館長の推薦により人選を行い、その職

務は公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業実施につき調査審議を行っていただく

こととなっております。委嘱期間は、平成３０年５月３１日までの１年間となります。以上

です。 

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） 
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桑原教育長 

異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第４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 

異議なしと認めます。よって人議第４号は、原案のとおり可決いたしました。 

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。 

室田課長  

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、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。委員さんにおかれましては、それぞれの公民館の運営審議会委員の内より各１

名に委嘱をし、公民館相互の連絡調整を図っていただくこととなっております。委嘱期間は、

平成３０年５月３１日までの１年間となります。以上です。 

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。 

西原委員 

今のは、先ほど言われた各公民館との連携といいますか、情報交換とか意見交換とかそう

いったことをされるわけですね。それで、例えば年に何回くらいされて、実績としてどのよ

うな状況があるのか、お聞かせいただける範囲で結構です。 

室田課長  

人議第４号の各地区におきましては基本年１回、地区によっては２回、３回されるところ

もございます。そういったところから意見が出まして、それで人議第５号において年１回ご

意見を頂戴するというかたちになっております。 

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。 

 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 

異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第５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 

異議なしと認めます。よって人議第５号は、原案のとおり可決いたしました。 

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。 

室田課長  

人議第６号につきまして、補足説明を申し上げます。 
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 本案は、柳井市社会教育委員設置条例第１条の規定により、柳井市社会教育委員を委嘱す

るものであります。委員につきましては、地区代表６名、団体代表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。昨年度に引き続き７名の方に、今回新たに９名の方に委

員を委嘱するものであります。委嘱期間は、平成３１年５月３１日までの２年間となります。

以上です。 

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 

異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第６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 

異議なしと認めます。よって人議第６号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、人議第７号 柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区保存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。 

室田課長  

人議第７号 柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱につきまして、

補足説明を申し上げます。伝統的建造物群保存地区保存審議会は、伝統的建造物群保存地区

の保存に関する重要事項について審議をお願いするものであります。今回学識経験者で１名、

市職員の異動で２名、計３名が変更となっております。委嘱期間は、平成３１年５月３１日

までの２年間となります。以上です。 

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 

これは、定期的に審議会というのは開催されるのですか、それとも何か懸案事項が発生し

て審議が必要になった時に不定期で開催されるのですか。 

室田課長  

概ね定期的に開催をさせていただいております。 

原田委員 

年１回ですか。 

室田課長  
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はい。 

廣田課長 

定期的というか、やはり諮問事項があった時に開くというところがメインなのかなと思い

ます。昨年、今回議案で出しておられますけども、伝統的建造物群内の修景というところで

こちらの方の審議会といいますか、諮問しますという時に合わせて招集ということにしてお

りますので、どちらかと言えばそういう審議事項があった時に開催するということになろう

かと私は理解しております。 

原田委員 

大森洋子先生ですか、久留米工業大学教授ということは久留米の方からいらっしゃるんで

すか。この方はこういった伝建地区の保存ということに、伝建地区のことに対してのいろい

ろな知識をお持ちだからということでこのメンバーに入っておられるんですか。 

廣田課長 

そうです。学識経験というところで、柳井も含めましてそういった伝統的な白壁、漆喰、

そういったものの建物の保存ということに対しては知識が長けておられるということで、前

回からも実はお願いしております。 

桑原教育長 

 他にご質疑ありませんか。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 

異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第７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 

異議なしと認めます。よって人議第７号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、人議第８号 柳井市文化財保護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。 

室田課長  

人議第８号 柳井市文化財保護審議会の委嘱につきまして、補足説明を申し上げます。 

柳井市文化財保護審議会は、柳井市の文化財保護に関する重要事項について審議をお願いす

るものであります。８名の方すべて再任となっております。委嘱期間は、平成３１年５月３

１日までの２年間となります。以上です。 

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。 

西原委員 

審議委員の皆さんでこれから互選により会長さんとかを決定されるんですかね。 

廣田課長 

昨年といいますか前回の時もそうでございました。ですからこの皆様方の中で互選という
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ことで会長、副会長を決めていただきました。 

西原委員 

その時機はいつ頃になるんですか。 

廣田課長 

２年間でございますから、どの時機でこの審議会というのを開くかというのがあるんです

けども、その開いた初回の時にやるようになります。 

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 

異議なしと認めます。お諮りいたします。人議第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 

異議なしと認めます。よって人議第８号は、原案のとおり可決いたしました。 

次に、報告第９号 柳井市スポーツ推進委員の委嘱について、補足説明があればこれを求

めます。 

室田課長 

報告第９号について、補足説明をいたします。 

本件は、柳井市スポーツ推進委員設置規則の規定に基づき、本市におけるスポーツ事業施

策の推進を図るため、１９名の方に委嘱をお願いするものであります。今回は、すべて再任

となっております。委嘱期間は、平成３１年３月３１日までの２年間となっております。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 

 以上で第９号の報告を終わります。 

次に、報告第１０号 柳井市スポーツ推進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。 

室田課長 

報告第１０号について、補足説明をいたします。 

本件は、柳井市スポーツ推進審議会条例第３条の規定に基づき、委嘱をお願いするもので

す。今回は、所属団体内での異動により、新たに三好祐司氏及び秋川茂氏を委嘱するもので、

委嘱期間は、前任者の残任期間となる本年６月３０日までとなります。以上です。 

桑原教育長 

以上で補足説明を終わります。 
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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。 

室田課長 

報告第１１号について、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いて、任期満了に伴い、渡

邉弘一氏ほか１３名を平成２９年度管理指導員として委嘱するものであります。すべての方

が再任となっております。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 

以上で第１１号の報告を終わります。 

次に、報告第１２号 平成２９年度柳井市公民館主事の任命について、補足説明があれば

これを求めます。 

室田課長 

報告第１２号につきまして、補足説明を申し上げます。 

本報告は、平成２９年度柳井市公民館主事の任命についてであります。公民館主事は、社

会教育法第２８条及び柳井市公民館条例第３条の規定により任命しております。本年度４月

１日付けにおいて、平郡西公民館主事に田村静夫氏を任命する予定としておりましたが、田

村氏からの諸事情により辞退をしたい旨の申出があり、５月１日から礒本博章氏を公民館主

事に任命しましたのでご報告するものです。任命期間は、平成３０年３月３１日までの１１

月間となります。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 

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

これを求めます。 

室田課長 

報告第１３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会設置規則に基づき、教育長が委嘱した柳井市人権教育

推進委員についてご報告するものでございます。各地区の公民館長が推薦する識見を有する

者３名ずつと小・中学校及び高等学校代表の計３３名に、平成３０年４月３０日までの１年
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間を期間として委嘱をお願いするものでございます。委員には、人権教育の一層の推進を図

るため、各事業への参画等をお力添えいただいているところでございます。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 

以上で第１３号の報告を終わります。 

次に、報告第１４号 柳井中学校区人権教育総合推進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。 

室田課長 

報告第１４号につきまして、補足説明を申し上げます。 

 本件は、柳井中学校区人権教育総合推進委員会設置要綱に基づき、教育長が委嘱した柳井

中学校区人権教育総合推進委員についてご報告するものございます。人権教育室長が推薦す

る識見を有する者、該当校区小・中学校長及び高等学校代表の計１３名に、平成３０年４月

３０日までの１年間を期間として委嘱したものでございます。各委員には、柳井中学校区内

において人権教育推進に関する事業推進を行っていただくこととなっております。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 

以上で第１４号の報告を終わります。 

次に、報告第１５号 柳井市伝統的建造物群保存地区内の特定物件の倒壊について、補足

説明があればこれを求めます。 

室田課長 

報告第１５号について、補足説明をいたします。 

本件は、柳井市古市金屋伝統的建造物群保存地区内の特定物件が倒壊したことのご報告でござ

います。昨年５月の教育委員会議報告第１４号にいてご報告をさせていただきました、柳井市伝

統的建造物群保存地区内の現状変更行為及び除却について許可したことに関連する事故でござい

ます。除却により許可した物件は、非特定物件であり、その非特定物件に密接していた特定物件

が、非特定物件を解体する際に倒壊したものでございます。この倒壊した非特定物件は、毀損状

態が酷くシロアリの被害も甚大で倒壊寸前の状態であり、非特定物件を解体するに当たり極力、

特定物件に影響を与えないように細心の注意を払い解体しておられたところでありますが、非特

定物件の解体後に倒壊した旨の連絡を受けたところでございます。 

この特定物件の倒壊につきましては、文化庁より所有者へ対し、顛末とその後の対応を求めら

れていたことから、このたび、所有者である都濃園江氏からの顛末書と受け取れる文書が柳井市

長と柳井市教育委員会宛に提出をなされました。文化庁においては、現地を確認し柳井市教育委

員会に対して助言・指摘事項をされたところでありますが、柳井市教育委員会においては顛末を

含め適切な対応であったと理解をしていただき、今回の特定物件の倒壊という事件については文
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化庁としては完了する旨の連絡を山口県教育庁を通じていただいたところでございます。このこ

とから、このたびの一連の顛末を含め、教育委員会会議でご報告をさせていただきます。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 

これは先ほどご説明いただいた議案第６号の関係の建物ですね。これは都濃さんという方

の所有ということなんですが、伝建地区の建物の中でこういうかたちで地元に住んでおられ

なくて空き家状態になっている建物というのが他にもあるんですか。 

廣田課長 

はい、同じような物件はあります。ですから全く誰も見ないという訳にいかないので、遠

方の方については近所の近くの方が代理で見ておられるという物件ももちろんあります。 

原田委員 

これは伝建地区だけの問題じゃないと思うんですけど、柳井市の場合空き家率というんで

すかね、数字はうろ覚えで恐縮ですが、１８％くらいが空き家になっているというような、

市全体でですね、そんなこともお聞きした覚えがあるんですが、やはり空き家、特にこの伝

建地区の空き家の部分の管理、責任の所在とかですね、あるいはこういったシロアリの問題

が顕在化してきて倒壊の危険などが顕在化してきているのであれば、今空き家になっている

部分に対しての市からの調査とかいうことも未然に防止するというでも必要があるんじゃな

いかなと思うんですけど、その辺りはいかがですか。 

室田課長 

委員おっしゃいますようにですね、正確な数字といいますか調査フォーマットにまとめた

ものは今無いんですけども、今後そういうかたちでより建物を保持していくためにも随時把

握をして、少しでも把握に努めていきたいと考えます。以上です。 

原田委員 

よろしくお願いします。 

桑原教育長 

白壁の空き家は多いです。学遊館の前に辻さんの家があります。この前改築され、時々来

て泊られてはいるようです。あと歩いてみたら分かるように大丈夫かなという所が何箇所か

あります。結構空き家は多いと思います。 

原田委員 

この都濃さんのお宅のようなかたちになってからというと、ようするに隣に対して倒壊し

て破損したりとかいうこともあると思うので、やはり先ほどのシロアリ、羽アリの問題とか

っていうのは見えないので、中までですね。だから空き家になってるから普通は中になかな

か所有権者でなければ入れないと思うんですけど、そういったことはこう何らか対応できる

ようなことを考えられたらどうかなと思います。 

廣田課長 

ちょっと昨年からの状況で今のシロアリの関係なんですけども、今回佐川さんの所の関係

もしかり。髪結い処というところで、あちらの方も話が出た時に中を見てもらった時にやは
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りシロアリの被害があったと。もちろん今回は都野さん、今回のこういうこともあったとい

うことで昨年来担当の者が県、それから文化庁とお話をして進めて何とか補助を付けていた

だいたうえで直せないかということで、今回変更というところの運びとなってます。ですか

らこれはもうおっしゃったように伝建地区の問題で、伝建地区、実はさっきもおっしゃった

ように奥が深いです。石畳の所から奥に入ったらかなりありまして、特に今回倒壊した所に

ついては以前は母屋があって庭みたいなのがあって蔵があってということで、その庭みたい

なのがもう雑草だらけというかジャングルのようで、あそこに一歩入ったら蚊がものすごく

来たりということで湿度が結構あって、その関係もあって割とシロアリというのが付き易い

所なのかもしれません。というとこも含めて昨年来一生懸命担当の方で連絡等取ってもらっ

てやっと補助の方をもらったというのが現状ですので、さっき室田課長もおっしゃったよう

にやはり連絡を密にしてやらざるを得ないというのが現状だろうと思います。 

厚坊委員 

ここに書いてあるように「いくら国・県・市から補助していただけるといっても、私的財

産としての価値を見出すこともできず」というのがありますよね。これが離れていると非常

に深刻な問題なのではあるだろうなと。財産は持ってるけど住む気も無いし、もうどうにか

というところが非常に…。 

西原委員 

先ほど空き家についてはいろいろあるというふうなことを言われましたけれど、都濃さん

の手紙の中にも「重要物件とは知らず相続し・・・」とありますが、そういったことを認識

していなかったということも書いてありますけれど、端的に空き家だけでなくてこのように

空き家になっている所についてはこういう認識されていないというのはやはり他にもあるん

ですか。空き家になっていること自体がそこまで認識されてないと、理解されていないとい

うことで捉えてもいいんですか。 

廣田課長 

私も昔のことは存じてないんですけども、健在な方、今の年代の方がもっと若い頃にはほ

ぼ１００％お住みになっていたかと思うんですが、その後子どもさんが遠方に出られたり遠

方に出られて亡くなってというところになれば、実際ここにあるようにそういう国の選定さ

れた重要なものでないというのは、もしかしなくてもそういう危惧は非常にあります。です

から今回都濃さんのとこをやるのも２年越し、３年越しだったと思います、直していくのが。

この倒壊自体も今室田課長が説明したように昨年の非特定物件という建物があって、そちら

の方を解くときにたまたま横にあるということで倒壊してしまったというか、それが倒壊し

てしまったのが良いのか悪いのかというものはあろうかと思います。残ってしまったとすれ

ばまた自己負担で何かしらそのまま修復して残すのか、ちゃんとした手続をして除却という

か倒壊をしてお金を出して壊していくのかというところにありますので。ですからこういう

相続等々という問題になった時には、そこのお家だけではなくて行政も隣近所もやはり皆さ

んで共通認識というか持っていくしかないのかなと思っております。 

桑原教育長 

これはむろやの園、あそこは伝建地区になってないんですけど、県指定になってますけど、

むろやの園も一緒に含めて今後の白壁の町の大きな課題です。相続をする人が段々いなくな

る。中にはもう市に寄贈したいとか言って人もいて、これはなかなか厳しいかなと思います。
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それから先ほどちょっと出ましたけど、伝建地区の修理について県がもう投げたので、知ら

んって言って。この伝建地区は柳井と萩しか無いです、山口県には。萩は多分世界遺産の関

係もあって、そちらの方の予算というのもあって伝建地区予算付けなくて、まあ柳井もつい

でに捨てられたような形になってますから多分。正式に予算で補助を一切しないとかいう正

式な通知は来てないような気もしますけども、そういう予算化はしないというような。これ

についても市がすると、市が全部もう見ていかなくてはならないとなるとさらに予算が膨ら

むので、そのことも併せて課題は多いと思います。 

西原委員 

そうすることになるとやはり地元で皆が協力体制を取りながら守っていかなければいけな

いというふうに思うんですけれど、そういった意味でも例えば伝建地区の何かデータ化する

とかマップ化するとかですね、そういうことをして皆さんが情報を共有していくと。今どう

いう状況になっているとか持ち主の方はどなたでどうなっているとか、個人情報のこともあ

るからあまり中に入ることは難しいかと思うんですけれど、いろいろな面で工夫する必要が

あるのではないかなと思います。 

桑原教育長 

よろしいですか。以上で第１５号の報告を終わります。 

次に、報告第１６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。 

宮本所長 

報告第１６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につきましては、市内の学校給食を提供しております

中学校４校、小学校１０校それぞれから学校長より推薦をいただきました先生に委員になっ

ていただきまして、先般５月１６日に第１回目の委員会を開催したところでございます。年

３回程度の会議の開催を予定しております。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。 

西原委員 

今、報告ありましたように、これは全員教員ということですが、給食センターの方、当然

所長さんも係わっておられるんですね、一緒に協議をされているという事ですね。 

宮本所長 

はい、我々は事務局ということです。 

厚坊委員 

献立について、各学校の代表からいろいろ意見をいただくという形なんです。だから教員

ばっかりなんです。 

桑原教育長 

いいですか。以上で第１６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２時２６分 協議会） 
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（午後２時４２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４２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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