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会

２ 議事録承認
平成２８年第１３回定例会議事録
３ 報

告

（１）経過報告
（２）平成 28 年第 7 回庄内町議会定例会（12 月）について
（３）体育施設に係る要望書について
（４）その他
４ 協議事項
（１）庄内町武道館の整備について
（２）教育委員視察研修について
（３）その他
５ その他
（１）第 15 回教育委員会定例会の開催について
（２）その他
６ 閉
４ 出席者

会

教育長
教育委員
教育委員
教育委員
教育委員
５ 説明を要した者及び議事録作成のために出席した者
教育課長
社会教育課長
指導主事
指導主事
教育課長補佐兼教育施設係長
教育課長補佐兼学校教育係長
社会教育課長補佐
社会教育係長
主査兼教育総務係長

菅原
今野
池田
阿部
加藤

正志
悦次（第一職務代理者）
智栄（第二職務代理者）
弓子
將展
海藤 誠
本間 俊一
和田 一江
五十嵐 敏剛
佐藤 祐一
佐々木 平喜
小林 重和
阿部 浩
海藤 博

開 会

（午後 2 時 05 分）

教育長

開会します。２議事録承認を行います。何かございますか。一部修正して承認
します。次に３報告について、
（１）経過報告からお願いします。

教育課長

（資料に基づき説明）

教育長

12/9 青少年海外研修事業壮行式には、私の他、池田委員と今野委員も出席し
ましたので追記願います。その他追記、訂正等ございませんか。
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池田委員

12/17 民生委員推薦会が余目保健センターで開催され、今野委員と私が出席し
ました。

教育長

他にございませんか。ないようなので（２）平成 28 年第 7 回庄内町議会定例
会（12 月）についてお願いします。

教育課長

（資料に基づき説明）

社会教育課長

（資料に基づき説明）

教育長

質問等ございませんか。

加藤委員

歴史民族資料館の運営について、押切のり子議員からの質問に、平成 25、26
年度に 470 万円をかけ改修工事を実施しているとありますが、社会教育課長の話
だと将来的には清川の歴史公園や狩川城跡公園等の整備の可能性もあるという
ことでしたが、これだけの費用をかけて改修工事しなければいけない状況だった
のでしょうか。

社会教育課長

歴史民族資料館は木造であり、外壁も塗装が必要です。西面については、雪が
直接当たるため外壁そのものがかなり傷んでしまっていたので平成 25 年度に先
に実施しました。平成 26 年度については、西面以外の北面、南面の塗装を行い
ました。設置以来塗装は昭和 58 年度に一度行っていますが、10 年に一回くらい
は塗装しないともたないということと、一番大きかったのは、非常階段が腐って
しまいまして、利用者の安全確保上必要なためこれも造り直しました。以上のこ
とから 470 万円をかけたということです。やはり建物そのものが価値を有してお
り、健全に守っていくためには、外壁についてはかなり気を使っていかないとい
けないと考えております。

加藤委員
社会教育課長

建物自体もかなり文化財的な価値を有しているのですか。
平成 25 年ですか、県の文化財保護審議会の委員で建築分野の専門である小幡
先生という方から見ていただいています。その際はこちらで所有している図面や
資料等全て提示して現地にも来て頂きました。明治 24 年に建築されたものです
が、役場としてずっと使っていたものの、当時の形を非常によく残しているとい
うことです。それから建設した当時の図面がないんですけれども資料が綴りにな
って保管されていますので、そういう意味からいきますと今年本町では六淵ダム
などが登録有形文化財の指定に向けて申請を行ったところですけれども、それと
同じくらいの価値があるというような考え方ですので、登録有形文化財の登録も
可能なくらいのものといわれています。

加藤委員

小幡先生から見て頂いたのは移築した以降の建物ですよね。

社会教育課長

はい。

加藤委員

有形文化財というのは、普通はつくった当時のものがそのまま存続していない
と登録できないですよね。改築して新しい資材で作り直したりすると文化財登録
できないわけですが、登録できるというのであれば、耐震補強だったのでしょう
し、価値があるのであれば、町として何らかの形として残していかなければなら
ないでしょう。

社会教育課長

文化財指定と登録有形文化財では縄張りが違うところがありまして、登録有形
文化財というのは、建ててから 50 年以上経過していて、デザイン等構造が模範
になるものだといわれています。よくあるのはカフェや料理屋などに使っている
場合が多いんですけれども、それはそういう建物を使いながらその価値を認める
という考え方ですので、文化財指定みたいに完全に昔のままでないとダメだとい
うことではないです。ですから例えば資料館として使いながらもその価値がある
ということになれば登録有形文化財としての方が使いやすいですし、もし移築を
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するとすれば元に戻すことも出来るという話は小幡先生から伺っています。
教育長

他にございませんか。なければ（３）体育施設に係る要望書についてお願いし
ます。

小林課長補佐

（資料に基づき説明）

教育長

質問等ございませんか。暫時休憩します。
休憩 14：50～14：50

教育長

再開します。他にございませんか。なければ（４）その他はありませんか。な
いようですので４協議事項に入ります。
（１）庄内町武道館の整備についてお願
いします。

小林課長補佐

（資料に基づき説明）

社会教育課長

（補強して説明）

教育長
加藤委員

社会教育課長

質問等ございませんか。
耐震診断の話ですが、昔の建物は梁があって上でピンで留めてあるようなもの
があるわけですけれども、ピンで留めたものの補強は建築基準法上難しいはずで
す。構造が複雑だからとかではなく法律上問題があって認められないような構造
になっているものであればそこはそのように記載した方がいいと思います。それ
と仮に全面的にやり直して 2 階建てにするとかになるとそれはまた別途新しい
場所に作り変えた方が安い可能性がありますし、町民の方にとっての利便性を考
えれば適切な場所に移して新たなものをつくった方がいいと思います。利用者に
とっては総合的な運動場の中にあれば利便性もむしろ向上し、利用者数も増える
と思います。また、武道だけでなくいろいろなスポーツの団体に利用してもらえ
るのであれば、説明にあったような 2 階建て、あるいは 3 階建てとかも考えてい
かないといけないわけで、いずれにしても老朽化して耐震補強ができないのであ
れば早急に対応しないといけないのかなと思いますので、いろいろな方に広く利
用してもらえるような方向で検討してもらいたいと思いました。
今の意見を踏まえて資料の中で追記したいと思います。

今野委員

現在の場所が妥当かどうかや、民家に近い場所に建てることについてはどうな
んでしょうか。

社会教育課長

まだ限定はしていませんが、スポーツ施設は八幡スポーツ公園周辺に集めると
いう考え方もあります。

今野委員

余目中学校だけの施設ではないので、町全体的なことを考えてスポーツ施設と
して充実した場所に建てるのもいい案だと思います。

社会教育課長

一般利用者を増やしたいという観点でいくと、集まりやすい場所はどこなのか
ということにつながってくると思います。

教育長

町の施設として立川地域の方たちにも利用しやすいように、距離の問題ではな
くて、共有できるような意識を持てるような場所がいいと思いますし、武道以外
の様々な利用も出来て、1 日中利用できる費用対効果のある施設が出来ればいい
と考えています。

池田委員

この資料では武道だけではなくて、いろんな方面の事業や活動も加味されてい
て、多くの町民から利用してもらえる施設になりそうだと思います。ただ仮に改
築される場合は、運動するフロアだけでなくて会議室などのスペースも必ず必要
だと感じました。また、前回の総合教育会議で話題になったことを記憶している
のですが、あの時は耐震診断の結果が出ていなくて話が進まない状況でしたが、
現在利用している団体の意見も聞くべきだというような話も出ていましたので、
その点はどうなっているのか。もう一つはこれからの庄内町を長い目で見たとき
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に今ある施設が使えなくなったからすぐ同じような施設を作るという発想でい
いのかという意見も出たと思います。人口や児童・生徒数も減っていく傾向の中
で、今後の町としての施設の維持や改築の考え方も出し合ったほうがいいのでは
ないかという話も出たと思います。
教育長

現在利用している団体からの聞き取りはしていますか。

小林課長補佐

柔道の指導者の方によると、今の柔道場も正式な大きさではないとのことで
す。半面が剣道、半面が柔道となっているため、練習試合などができないという
ことです。仮に新しく出来るのであれば半面を常設の畳にして、試合をするとき
はもう半面に畳が敷けるようにしてあれば、多くの練習試合とか練成会とかが行
えるのではないかと期待できるということです。剣道については昇級審査会や各
種大会についても立川地域と合同で行っています。中身については夜間練習がほ
とんどで、立川も柔道場でやっているようです。しかし合同練習会などの場合は
余目でやってみたり立川でやってみたりということがあるようなので、仮にそう
した施設が整備されれば試合会場として利用できるのでありがたいというよう
なことでした。

阿部委員

冷暖房設備も整備されればより多くの町民も足を運びやすくなると思います
し、幅広く利用できる施設になることを期待しています。

教育長

次回の総合教育会議でも意見を出し合いながらいい方向に進んでほしいと思
います。他にございませんか。ないようなので（２）教育委員視察研修について
お願いします。これについては資料などありませんので、先日行って来た視察研
修についての感想やご意見等頂戴したいと思います。暫時休憩します。
休憩 15：32～15：59

教育長

再開します。他にございませんか。ないようなので５その他に入ります。
（１）
第１回教育委員会定例会の開催について、事務局案は１月３０日（月）午後２時
からのようですがいかがですか。その他はありませんか。

委員

（日程調整）

教育長

それではよろしくお願いします。
（２）その他はありませんか。ないようなの
で以上で閉会します。

閉会

（午後 4 時 03 分）
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