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出席した者 新南陽総合出張所次長 熊毛総合出張所次長 鹿野総合出張所次長
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記 教育政策担当主幹

６議事日程等
日程順位

件

名

１

会議録署名委員の指名について

２

報告第２７号 菊川小学校屋体耐震改修主体工事請負契約の策定について

３

報告第２８号 周陽小学校屋体耐震改修主体工事請負契約の策定について

４

報告第２９号 桜田中学校屋体改築主体工事請負契約の変更契約の策定について

５

報告第３０号 周南市立幼稚園評議員の委嘱について

６

報告第３１号 周南市学校運営協議会委員の委嘱について

７

議案第１３号 周南市立小中学校施設整備及び改修工事の計画の策定について

８

議案第１４号 （仮称）学び・交流プラザ建築主体工事の計画の策定について

９

議案第１５号 （仮称）学び・交流プラザ電気設備工事の計画の策定について

１０

議案第１６号 （仮称）学び・交流プラザ機械設備工事の計画の策定について

１１

議案第１７号 （仮称）学び・交流プラザ空調設備工事の計画の策定について

１２

議案第１８号 平成２５年度周南市一般会計補正予算要求について
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委員長

ただいまから、平成２５年第５回教育委員会定例会を開催いたします。
議事日程にしたがいまして進めたいと思います。
日程第１、
「会議録署名委員の指名について」指名いたします。
本日の会議録署名委員は、原田洋子委員さんと池永委員さんにお願いします。
続いて、日程第２、報告第２７号「菊川小学校屋体耐震改修主体工事請負契約の策定に
ついて」ですが、ここでお諮りします。
次の、日程第３、報告第２８号「周陽小学校屋体耐震改修主体工事請負契約の策定につ
いて」も、小学校の耐震工事に関する請負契約の策定についての報告ですが、一括して提
案を受けたいと思いますが如何でしょうか。

委員

異議なし

委員長

それでは、この２件を一括して教育政策課から説明をお願いします。

教育政策課長

報告第２７号及び報告第２８号の２件につきましては、いずれも小学校屋体の耐震改修
主体工事の請負契約に関するもので、一括してご報告いたします。
提案理由につきましては、
「周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」
により「1 件 10,000 千円を超える契約の策定に関すること」は、教育委員会の権限とされ
ておりますが、教育長が代決いたしましたので、同規則第３条第２項の規定に基づき報告
いたします。
まず、報告第２７号「菊川小学校屋体耐震改修主体工事請負契約の策定について」でご
ざいます。
議案書の２ページをお願いいたします。
契約の概要でございますが、菊川小学校屋体耐震改修主体工事は、工事目的にあります
ように大規模地震の際、倒壊の危険性の高い建物について、耐震補強工事および大規模改
造工事を行い、安心・安全な教育環境を整備するためでございます。
工事の内容といたしましては、補強工事として耐震ブレースの新設、改造工事として外
壁、屋根防水、内装、便所について行うものでございます。
契約期間は、平成２５年５月１８日から平成２６年２月２１日までといたしております。
契約の相手方は、株式会社田中組で、1 億３，０８３万円で契約いたしております。
なお、契約締結日は平成２５年５月１７日でございます。
次の３ページから５ページに、位置図、配置図、平面図、立面図を添付しておりますの
でご参照ください。
次に、報告第２８号「周陽小学校屋体耐震改修主体工事請負契約の策定について」でご
ざいます。
議案書の７ページをお願いいたします。
契約の概要でございますが、周陽小学校屋体耐震改修主体工事で、工事目的及び契約の
内容、契約期間は、先ほどの菊川小学校屋体改修と同じでございます。
契約の相手方は、江村建設株式会社で、1 億２，１２１万５，１５０円で契約しており
ます。
なお、契約締結日は平成２５年５月１７日でございます。
８ページから１０ページに、位置図、配置図、平面図、立面図を添付いたしております
のでご参照ください。
以上ご報告いたします。
2

委員長

何か質問がございますでしょうか。

月谷委員

どちらの体育館にしても改修というところが内装と文字で出ておりますけれども、いく
つかの学校を回らせていただいて、学校によっては、カーテンがとても傷んでいたり、床
が歪んでいたり、時には危険そうなものも見受けられたんですけれども、もしも、そうい
った所も含めてであれば、ありがたいと思いますし、そういった所が入っていないのであ
れば、折角の機会ですから、よく見て改修してくださるといいなあという希望でございま
す。

教育政策課長

併せて、改修していきたいと思います。

委員長

他にございますか。

池永委員

菊川小の関係なんですが、事故がありましたので、その関係の体育館の安心安全面の配
慮は、何か今回含まれているのでしょうか。

教育政策課長

高い所から落ちた件でしょうか。

池永委員

そうですね。

教育政策課長

今は、こちらだけに限らず、原則そういう危険な個所については、学校サイドもそうで
すけど、上がれないような対策をしておりますし、当然、新しい改修においては、それに
合わせて対応を取るようにいたしております。
具体的にちょっとどういう形かというのは十分承知しておりませんので、申し訳ござい
ませんけれども、それについては、対応を取るようにいたしております。
。

委員長

よろしいですか。他にございますか。
それでは、報告第２７号及び報告第２８号を一括して承認します。
続いて、日程第４、報告第２９号「桜田中学校屋体改築主体工事請負契約の変更契約の
策定について」を議題とします。
この件について、教育政策課から説明をお願いします。

教育政策課長

報告第２９号「桜田中学校屋体改築主体工事請負契約の変更契約の策定について」でご
ざいます。
議案書の１１ページをお願いいたします。提案理由につきましては、前号と同様でござ
います。
１２ページをお願いいたします。
概要を載せておりますが、この桜田中学校屋体改築主体工事につきましては、平成２４
年第１０回の定例教育委員会におきまして、契約の策定について報告をし、承認をいただ
いたものでございます。
今回の変更の内容といたしましては、契約額を２億９，１８８万９，５００円から、３
４５万３００円増額し、２億９，５３３万９，８００円にするものでございます。契約の
相手方並びに工期につきましては、変更ございません。
変更の理由でございますが、変更内容にありますように、５点の変更がございます。
工事の着手後、土質改良のための杭打ちの長さについて追加変更があったこと、既存の
石積み擁壁が弱く補強の必要があったこと、東側からの車の進入路についてアスファルト
舗装の範囲を追加する必要があったこと、埋戻しを行う際、工事で発生した土の質が悪く、
良質の土を購入して工事を行う必要があったこと、校舎と体育館をつなぐ渡り廊下の天井
の一部に傷んでいる個所があることが判明し、天井下地の補強を行う必要があったことな
どによるものでございます。
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１３ページに尐し見にくくて恐縮ですが、変更を行いました個所を示す図面を添付いた
しております。
その次の１４ページから１８ページかけまして、平成２４年１０月の承認を受けました
時の報告議案を添付いたしておりますので、ご参照いただきますようよろしくお願いしま
す。
以上ご報告いたします。
委員長

何か質問がございますか。よろしいでしょうか。
それでは、報告第２９号を承認します。
続いて、日程第５、報告第３０号「周南市立幼稚園評議員の委嘱について」を議題とし
ます。
この件について、教育政策課から説明をお願いします。

教育政策課長

報告第３０号 周南市立幼稚園評議員の委嘱についてご説明いたします。
議案書２０ページをお願いいたします。
提案理由につきましては、
「周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」
により「教育委員会の所掌に係る各機関委員会の委員の委嘱すること」は教育委員会の権
限とされておりますが、教育長が代決いたしましたので、同規則第３条第２項の規定に基
づき報告いたします。
幼稚園評議員につきましては、「周南市立幼稚園評議員設置要綱」により決定しており
ますが、委嘱期間を、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までで、各園３名以
内で、１４園合計で３８人の幼稚園評議員を委嘱するものでございます。評議員につきま
しては、３年を限度として再任することができるとしており、今回につきましては、名簿
の一番右の欄にありますように、新任２１名、再任１７名となっております。
以上ご報告いたします。

委員長

何か質問がございますか。よろしいでしょうか。
それでは報告第３０号を承認します。
続いて、続いて日程第６、報告第３１号「周南市学校運営協議会委員の委嘱について」
を議題とします。
この件について、学校教育課から説明をお願いします。

学校教育課長

議案書２２ページ、報告第３１号「周南市学校運営協議会委員の委嘱について」報告い
たします。
提案理由は、前の幼稚園と同じでございます。
２３ページから４０ページにお示ししておりますとおり、各学校の学校運営協議会委員
の変更に伴いまして、小中合同の運営協議会を設けております大津島小学校を除きました
市内の全小学校に９８名、全中学校に５９名の変更した委員の委嘱を終えましたので報告
いたします。
全体では、小学校３８９名、中学校２３３名となっております。
以上、よろしくご承認のほどお願いいたします。

委員長

何か質問がございますか。

月谷委員

小さなことで申し訳ないのですが、先程の幼稚園の評議員にしても、この度の運営協議
会の委員にしても、役職、勤務先、職名というところに元○○と付けて記す場合がありま
すけれども、元○○というのをどこまで書くのか、書くべきものなのか、いつも個人的に
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良くわかりません。書くべきものなのかも良くわかりません。どこまで遡るのか、何を基
準に元○○と書くのか、そういう基準というようなものが、何かあるのでしょうか。
教育政策課長

特に基準については、ございません。そういう関係の方であったということから、関係
のある役職ということで元○○という記載をさせていただいております。

月谷委員

見てそういう方だと分かるのは、良くわかりますが、無職の方で元会社員であったかも
しれない無職の方と元○○との使い分けとか、ご本人様が希望されたとかがあれば別かも
しれませんが、そういったものを尐し検討していただくと個人的にはいいかなあという思
いであります。

学校教育課長

ご本人に確認して記載していると思います。ご本人のご意向ということが考えられます。
今のところは、学校にお任せしているという実情です。
不統一という部分については、検討したいと思います。

委員長

他にございませんでしょうか。
それでは報告第３１号を承認します。
続いて、日程第７、議案第１３号「周南市立小中学校施設整備及び改修工事の計画の策
定について」を議題とします。
この件について、教育政策課から説明をお願いします。

教育政策課長

議案第１３号

周南市立小中学校施設整備及び改修工事の計画の策定についてご説明

いたします。議案書４１ページをお願いいたします。
提案理由につきましては、
「周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」
第２条第１０号により「１件１，０００万円を超える工事の計画を策定すること」は教育
委員会の権限とされておりますことから、お諮りするものでございます。
工事につきましては、合計７件の工事に関するもので、議案書に従い順にご説明いたし
ます。
議案書４２ページをお願いいたします。
１件目は、大島小学校校舎等解体工事でございます。
大島小学校につきましては、粭島小学校と統合し、平成２５年４月より鼓南小学校が開
校いたしましたが、これにより大島小学校は平成２５年３月３１日をもちまして廃校とな
っております。廃校に伴い、借地である大島小学校用地を土地所有者に返還するため、学
校施設を解体するものでございます。
工事の内容といたしましては、校舎等の解体、遊具等屋外設置物の撤去・処分、樹木の
抜根・処分となっております。
予算額は２，４７４万９千円で、条件付き一般競争入札により契約をいたすものでござ
います。なお、履行期間は、平成２５年１２月までの予定でございます。
４３ページから４４ページに、位置図、施設の配置図を添付しておりますので、ご参照
をお願いいたします。
２件目は、議案書４５ページ、菊川中学校特別教室棟改築工事でございます。
この工事は、築後３６年が経過し、老朽化しております特別教室について改築を行い、
教育環境の整備を目的とするものでございます。
改築いたします特別教室は、音楽教室、技術教室、被服教室、調理教室を含む鉄筋コン
クリート造の２階建て、延べ床面積約７７０㎡の建物でございます。
工事につきましては、主体工事、機械設備工事、電気設備工事、敷地整備工事を含むも
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ので、平成２５年度から平成２６年度の２箇年で建設するものとしており、２箇年の予算
額は、１億３，９５４万２千円となっております。
なお、工事ごとの予算額につきましては、議案書の予算額のとおりでございます。契約
については、条件付一般競争入札で行い、履行期間は平成２６年１０月までの予定として
おります。
議案書の４６ページから４８ページにかけまして、位置図、配置図、平面図、立面図を
掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。
３件目は、議案書４９ページ、熊毛中学校体育館改築工事でございます。
この工事は、築後４６年が経過し、老朽化しております体育館について改築を行い、教
育環境の整備を目的とするものでございます。
改築いたします体育館は、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造の平屋建、延べ床面積１，
１３８㎡の建物でございます。
工事につきましては、主体工事、機械設備工事、電気設備工事、浄化槽解体工事を含む
もので、平成２５年度・平成２６年度の２箇年で建設するものとしており、２箇年の予算
額は、２億５２５万２千円としております。
なお、工事ごとの予算額につきましては、議案書の予算額のとおりでございます。契約
につきましては、条件付一般競争入札で行い、履行期間は平成２６年９月までの予定とし
ております。
議案書の５０ページから５２ページにかけまして、位置図、配置図、平面図、立面図を
掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。
４件目は、議案書５３ページ、鼓南中学校技術室改築主体工事でございます。
この工事は、築後５０年が経過し、老朽化しております鼓南中学校技術室について改築
を行い、教育環境の整備を目的とするものでございます。
改築いたします技術室は、軽量鉄骨造、平屋建、延べ床面積８６㎡の建物でございます。
予算額は、１，９７８万円としており、契約については、条件付一般競争入札で行い、
履行期間は平成２６年３月までの予定としております。
議案書の５４ページから５５ページにかけまして、位置図、配置図を掲載しております
ので、ご参照をお願いいたします。
５件目は、議案書５６ページ、須々万中学校体育館屋根改修工事でございます。
この工事は、雨漏りしております体育館について、屋根の改修工事を行い、安心安全な
教育環境の整備を目的とするものでございます。
改修につきましては、体育館がそのまま使えるよう、屋根に金属製のカバーをかけるカ
バー工法によるものとし、改修面積は１，０６０㎡としております。
予算額は、２，３７４万１千円としており、契約については、条件付一般競争入札で行
い、履行期間は平成２５年１０月までの予定としております。
議案書の５７ページから５８ページにかけまして、位置図と配置図を掲載しております
ので、ご参照をお願いいたします。
６件目は、議案書５９ページ、周陽小学校屋体耐震改修電気設備工事でございます。
この工事は、先ほど報告第２８号でご承認をいただきました、周陽小学校屋体耐震改修
主体工事に関連する電気設備工事に関する工事でございます。工事の内容は、電灯設備、
弱電設備、火災報知設備など屋体電気設備工事一式でございます。
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予算額は、１，４６４万７，５００円としており、契約については、条件付一般競争入
札で行い、履行期間は平成２６年３月までの予定としております。
議案書の６０ページから６２ページにかけまして、位置図、配置図、平面図、立面図を
掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。
最後の７件目でございますが、議案書６３ページ、菊川小学校屋体耐震改修電気設備工
事でございます。
この工事は、先ほど報告第２７号でご承認をいただきました菊川小学校屋体耐震改修主
体工事に関連する電気設備工事でございます。工事の内容は、構内配電線路、構内通信線
路、電灯設備のほか屋体電気設備工事一式でございます。
予算額は、１，６６５万３千円としており、契約については、条件付一般競争入札で行
い、履行期間は平成２６年３月までの予定としております。
議案書の６４ページから６６ページにかけまして、位置図、配置図、平面図、立面図を
掲載しておりますので、ご参照をお願いいたします。
以上で説明を終わります。ご審議、ご決定のほどよろしくお願いいたします。
委員長

何か質問がございますか。

池永委員

大島小学校の解体に伴って、記念碑とか何か予定がありますか。
これは、教育委員会が関わることではないかもしれませんが、地域でということかもし
れません。

教育政策課長

今のところは、特にこれを残すとかについては聞いておりません。

池永委員

よく石碑とかそこに在ったというものを建てる場合がありますね。

教育政策課長

実際解体工事については、ご要望があれば当然そういう措置になろうと思いますけれど
も、今現在については、これについて残すとか残してほしいという地元の要望については
聞いておりません。

月谷委員

今おっしゃる解体について、今からしますよというような行事といいますか、今まで学
校にお世話になりましたとか物申す何かそういったイベントのようなものは特にありま
せんでしょうか。

教育政策課長

閉校に当たりまして、閉校式をやっておりますので、今また解体について改めて何か
イベントというものは予定を立てておりません。

月谷委員

何か最後の最後なので尐しあるといいなと個人的には思うのですが、閉校式とまた建物
がなくなるというのが尐し違うような気もしたもので。

教育政策課長

丁度、新周南で下松の何かそういう解体に当たってお別れ会をするというのがありまし
たので、内部で協議させていただます。

委員長

よろしいでしょうか。他にございますか。
それでは議案第１３号を決定します。
続いて、日程第８、議案第１４号「（仮称）学び・交流プラザ建築主体工事の計画策定
について」ですが、ここでお諮りします。
次の、日程第９、議案第１５号「（仮称）学び・交流プラザ電気設備工事の計画策定に
ついて」
、日程第１０、議案第１６号「（仮称）学び・交流プラザ機械設備工事の計画策定
について」
、日程第１１、議案第１７号「
（仮称）学び・交流プラザ空調設備工事の計画策
定について」は、
（仮称）学び・交流プラザの建築工事の契約策定に関する議案ですので、
一括して提案を受けたいと思いますが、如何でしょうか。
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委員

異議なし

委員長

それでは、この４件について、生涯学習課から説明をお願いします。

生涯学習課長

生涯学習課です。よろしくお願いいたします。
ただいま委員長も申し上げましたように議案第１４号から第１７号について一括して
ご説明申し上げます。
ページにおきましては、６７ページから７９ページまででございます。
提案理由につきましては、
「周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」
第２条第１０号でございます。
（仮称）学び・交流プラザ関係の工事４件の計画策定についてお諮りいたします。
平成２４年度におきまして、新南陽公民館・体育館・武道館・勤労青尐年ホーム・社会
文化ホールといった既存施設解体工事を実施し、無事、工期内に完了し、現在はさら地に
なっているところでございます。
この場所に、周南市の生涯学習の拠点施設として、生涯学習センター・地区公民館・図
書館・多目的ホール・交流アリーナなどの機能を持つ施設の建築主体・電気・機械・空調
設備工事の４工事を実施するものでございます。
構造は、鉄骨造３階建で、メインは１・２階でございます。延べ床面積は、８，９３５．
４０㎡、建築面積につきましては、５，８７６．７３㎡でございます。
今後のスケジュールといたしましては、６月に入札を行い、仮契約を行い、７月臨時議
会にて契約議案を上程し、本契約を行いたいと考えております。
図書館を除きます新施設の供用開始は、平成２７年４月を予定いたしております。工期
の完了につきましては、平成２７年２月末を予定いたしております。
契約方法につきましては、
「条件付一般競争入札」ということで、４月３０日に公告い
たしております。
議案書の６９ページ以降に、位置図、配置図、平面図等を掲載しておりますが、パース
図がありますので、もしよろしければ、ご回覧いただけますでしょうか。

委員長

回していただきましょう。

委員長

何か質問がございますか。よろしいでしょうか。
それでは、議案第１４号から議案第１７号の４件を一括して決定します。
続いて日程第１２、議案第１８号「平成２５年度周南市一般会計補正予算要求について」
を議題とします。
この件について、学校教育課から説明をお願いします。

学校教育課長

議案書の８０ページ、議案第１８号「平成２５年度周南市一般会計補正予算要求につい
て」ご説明いたします。
「周南市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」第２条第１３号の規定に
より、教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ることにつきまし
ては、教育委員会の権限とされておりますことから、議案書の８２ページから８３ページ
のとおりお諮りするものでございます。
今回の補正予算は、歳入予算が２，１６４万７千円、歳出予算が３，７８４万４千円
それぞれ減額するものでございます。
それでは、歳出予算のほうからご説明いたします。議案書の８３ページをお開きくだ
さい。
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まず、
「教育費」
、
「教育総務費」、
「教育指導費」の生活指導推進事業費５４５万円の増
額につきましては、学校生活において特別な配慮を要とする児童生徒４名につき生活指導
員１名を配置する、同じく児童生徒１名について介助員１名を配置しておりますが、その
児童生徒数が確定したことに伴いまして、指導員・介助員が増員となる経費を補正するも
のでございます。
当初予算では生活指導員３９名、介助員７名を見込んでおりましたが、生活指導員が
４３名、介助員が８名となりました。内訳は、生活指導員が小学校３３名、中学校が１０
名です。介助員は小学校が７名、中学校が１名となっております。増員の数としては、合
計しますと５名の増員ということでございます。
続きまして、学校教育支援員活用促進事業費４，３２９万４千円の減額につきまして
は、中学校２年、３年の３５人学級化に対応するため非常勤講師を配置する事業でござい
ますが、これまで市の１／２負担事業であったものが、２５年度から全額県費負担事業と
なりましたことから不要となりまして、減額するものでございます。
以上で歳出予算の説明を終わります。
それでは、１ページ前に戻って８２ページをご覧いただけたらと思います。歳入予算
をご説明いたします。
「県支出金」
、
「県補助金」
、
「教育費県補助金」でございますが、先ほど説明いたしまし
た学校教育支援員活用促進事業費補助金の廃止に伴いまして、２，１６４万７千円の減額
でございます。
以上、議案第１８号についての説明を終ります。よろしくご審議、ご決定のほどお願い
申し上げます。
委員長

何か質問がございますか。よろしいでしょうか。
それでは議案第１８号を決定します。
その他に何かございませんでしょうか。
他にはよろしいですか。
以上で、平成２５年第５回教育委員会を終了します。

署名委員
原田 洋子 委員

池永 博

委員
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