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平成２３年５月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２３年５月１６日（月） 午後２時００分から 

 

２ 場  所  鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

       

３ 出席委員  横田美喜子，福嶋礼子，吉本強，生貝初，水井健次 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（幸田至章），教育次長（市川春美），参事（澁谷実）,参事兼教育総務

課長（長野克之），学校教育課長（西繁），指導課長（鈴木英文），青尐年課長（北口

幸弘），人権教育課主幹（加藤稔明），教育研究所長（長嶋高之），生涯学習課長（宮

崎由美子），書記（白塚山隆彦），書記（中川聡子） 

 

５ 議 事  

（1）工事請負契約について（鈴鹿市立深伊沢小学校屋内運動場・校舎増改築工事） 

                                   （教育総務課） 

（2）調停の申立てについて                    （教育総務課） 

（3） 平成２３年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について      （教育総務課） 

（4） 平成２３年度鈴鹿市社会教育委員及び鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱に 

   ついて                          （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（1）平成２３年度園児，児童，生徒数について          （学校教育課） 

（2）平成２３年度鈴鹿市結核対策委員会委員について       （学校教育課） 

  

７ その他 

(1) ６月教育委員会定例会の開催について                （教育総務課） 

 

８ 傍聴人  なし 

 

（委員長）それでは，平成２３年５月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署名   

委員は，吉本委員にお願いいたします。 それでは，議事に入ります。１番目の議

案第１４８２号｢工事請負契約について（鈴鹿市立深伊沢小学校屋内運動場・校舎  

増改築工事｣をお諮りします。 

 

（書記 議案第１４８２号 朗読） 
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（教育長）鈴鹿市立深伊沢小学校屋内運動場・校舎増改築工事について，施工業者と工

事請負契約を締結するに当たり，６月市議会定例会に提出するため，鈴鹿市教育

委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，この議案を提出します。

なお，詳細は担当課長から説明いたさせます。 

  

（教育総務課長） 詳細説明 

  

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）多目的教室というのは，子どもたちの授業で使うことが多いのでしょうか，

それとも，地域の方々へ開放することが多いのでしょうか。 

 

（教育総務課長）多目的教室は，子どもたちのために作ったもので，間仕切りで２つに

仕切って取り出し授業に使ったり，万一の教室不足に対応したりできます。地域

開放することを目的にはしておりません。 

 

（生貝委員）この多目的教室は，体育館の中を通ってしか入れないのですか。 

 

（教育総務課長）多目的教室へは，校舎からつながる渡り廊下の方から入って，特別支

援教室の前を通って入ることになります。屋内運動場の方からは出入りできない

構造になっていて，教室の部分は分離されています。 

 

（福嶋委員）地域の方々の使用頻度というのは，どれくらいですか。 

 

（教育総務課長）具体的な使用回数は分かりかねますが，屋内運動場を使ってスポーツ

をする際のミーティングや，自治会の集まりなど，多様な団体の方に使っていた

だけるように設けてあります。 

 

（福嶋委員）屋内運動場は，夜間も地域の方が使うことがあるのですか。 

 

（教育総務課長）他の小中学校と同様，夜間は地域の方に開放しています。 

 

（吉本委員）屋内運動場と教室を一緒にした構造は今までなかったと思いますが，教室

部分を除く，屋内運動場の部分の面積はどれだけですか。 

 

（教育総務課長）屋内運動場部分の面積は，９３７．３４平方メートルです。 

 

（吉本委員）特別支援教室や多目的教室は，国の基準でも校舎として位置付けられてい
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るのですか。 

 

（教育総務課長）予算執行の際は，屋内運動場部分と教室部分とを別々に執行しますし，

国からの補助も別々になっています。予算上は，面積で案分してあり，約８割が

屋内運動場，約２割が教室となっていて，補助金なども約８対２で案分してあり

ます。 

 

（委員長）屋内運動場自体も２倍の広さになり，教室も増えたということは，今後，深

伊沢小学校の児童数が増えることを考えてのことですか。 

 

（教育総務課長）特別支援教室が１つ必要になった関係で，保健室を特別支援教室に改

造し，保健室は現在，プレハブで対応しています。教室を増やしたのは，特別支

援教室が必要だったということが一番大きな目的で，その次に，取り出し教室や

万一の児童数増に備える目的で，教室を増やしました。 

 

（吉本委員）屋内運動場部分と教室部分の面積の比率は，約８対２ということですが，

工事金額についてはどうなのでしょうか。約２億８千万円というと椿小学校や白

子小学校の屋内運動場と比べ，かなり高額に思えますが。 

 

（教育総務課長）金額についても，約８対２で案分して求めておりますので，約８割が

屋内運動場ということになります。 

 

（委員長）三方が壁になっていますが，屋内運動場の通気性については大丈夫ですか。 

 

（教育総務課長）６ページの立面図にもあるように，東西とも２階の窓が全部開けられ

るようになっておりますし，床上換気口や床下からも空気が入るようになってい

ます。また，換気扇も取り付けてありますので，換気については，必要な設備が

備わっていると考えています。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りし

ます。議案第１４８２号｢工事請負契約について（鈴鹿市立深伊沢小学校屋内運動

場・校舎増改築工事｣を原案のとおり承認することに，御異議はございませんでし

ょうか。 

 

（委員一同） 異議なし。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１４８２号を原案のとおり承認いたしま 

   す。 
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（委員長）続きまして，２番目の議案第１４８３号「「調停の申立てについて」をお諮り   

します。 

 

（書記 議案第１４８３号 朗読） 

 

（教育長）調停の申立てを行うについて，６月市議会定例会に提出するため，鈴鹿市教  

育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，この議案を提出しま

す。なお，詳細は担当課長から説明いたさせます。 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（生貝委員）損害賠償について，２社の負担割合はどうなりますか。 

 

（教育総務課長）鈴西小学校については，近藤工務店と杉之内工務店が共同企業体を形

成して工事を請け負っており，出資割合は，近藤工務店が５５％，杉之内工務店

が４５％でしたが，今回は，どちらの会社が幾ら払うということではなく，２社

で連帯して約７，５００万円を支払っていただきたいということです。 

 

（福嶋委員）約７，５００万円というのは，改修工事全額の金額ですか。 

 

（教育総務課長）平成２０年にコンクリートの強度不足が発覚してから，平成２２年ま

での間に，改修工事など諸々の費用に約１億４，０００万円支出しています。そ

の内，今回請求している，コンクリート強度不足に直接起因する経費としまして

は，調査業務，設計業務，補修工事費，仮設校舎のリース料などで，計      

７，５００万円になります。残りの約６，５００万円については，補修工事を行

う際に，昭和６２年の建設当時の基準の強度に復元するのではなく，現在の建築

基準に適合するような，すなわち，当時の１.２５倍の強度を持たせたり，内装を

全部新品に取り換えたり，新たに空調設備を設置したりした，付加価値を付けた

部分については請求していません。 

 

（福嶋委員）竣工した時に，既に不具合があったということですね。 

 

（教育総務課長）不具合があったのは，特別教室棟と管理棟が一体となったＬ字型の校

舎部分なのですが，主に躯体となる柱が２８本あり，そのうち４本に不具合が見

つかりました。１本の柱を上，中，下と区分すると，上下の部分には異常はなか
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ったのですが，真ん中部分のコンクリートに，必要な強度がないことが分かりま

した。それらの柱４本分の不具合を直すということが，主な補修工事の内容にな

ります。 

 

（福嶋委員）こういう工事は，引き渡し時に強度確認などの点検をされているのではな

いのですか。 

 

（教育総務課長）工事の際は，職員が監督しますし，搬入されるコンクリートの強度検

査をしたり，完了検査を行ったりしていますが，この建物は，昭和６２年当時，

それら所定の手続きを合格しています。それにもかかわらず，柱４本に不具合が

生じたということです。 

 

（福嶋委員）それは，共同企業体側の施工ミスが原因ということですか。 

 

（教育総務課長）こちらが調査して分析した結果，あくまでも推定ですが，型枠内にコ

ンクリートを打設する際に，型枠内に何らかの形で大量の水が入っていたか，あ

るいは，打設中に大雤が降るなどして，型枠内に水が入ったのではないかと考え

ています。運んできたコンクリートに問題がなかったことは，当時の検査で確認

しています。 

 

（福嶋委員）それらのことが，賠償金額に表れているということですね。 

 

（教育総務課長）４本の柱を元通りにするのが目的で，そのために様々な調査をしまし

たし，校舎を使用禁止にしてから供用開始するまで，１年９か月掛かったのです

が，その間，２教室分のプレハブも借りていました。強度不足に直接起因する出

費については，全額請求するということです。 

 

（福嶋委員）相手方の反応は，どのような感じですか。 

 

（教育総務課長）昨年に１回と今年に入ってから１回，計２回文書で催告していますが，

支払うという返答は頂いておりません。 

 

（吉本委員）以前の補修工事の際の説明で，瑕疵担保期間は５年間という説明があった

と思いますが，既に竣工から２０年以上経過しているにも関わらず，調停を申し

立てようというのは，ある程度，見込みがあってのことですか。 

 

（教育総務課長）当時の工事契約の瑕疵担保期間は５年間で，その間には不具合は発見

されず，問題はなかったわけですが，今後の対応については，この場で申し上げ
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ることは差し控えさせていただきます。 

 

（吉本委員）調停が成立しなかった場合，上の段階に進むかということも，まだこの場

では答えられませんか。 

 

（教育総務課長）今後，顧問弁護士と相談しながら進めていきます。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りし  

ます。議案第１４８３号「調停の申立てについて」を原案のとおり承認すること

に御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同） 異議なし。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１４８３号を原案のとおり承認いたし  

ます。 

 

（委員長）続きまして，３番目の議案第１４８４号「平成２３年度鈴鹿市教育費第１号   

補正予算案について」をお諮りします。 

 

（書記 議案第１４８４号 朗読） 

 

（教育長）平成２３年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案を６月市議会定例会に提出する  

について，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，

この議案を提出します。なお，詳細は担当課長から説明いたさせます。 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）今回の補正額は，ほとんどが国や県からの委託金ですが，補正予算という

のは，そういう内容が多いのが通例なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）今回，国や県からの委託事業を多く挙げさせていただきましたが，例

年，こうした事業は，９月の補正予算で挙げさせていただいています。今年度は，

市長選がある年だったため，当初予算を骨格予算として編成し，その他の細かい

部分を６月の補正予算で計上するという流れになったため，この機会に挙げさせ

ていただきました。 
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（福嶋委員）予算を例年より３か月前倒しして使うことができるので，教育行政にとっ

ては有効ということですね。 

 

（教育総務課長）委員のおっしゃる通り，６月の補正予算ですと，７月から執行するこ

とができますので，非常にありがたいことです。 

 

（生貝委員）安全安心ネットワーク推進事業費の所で，スタッフジャンパーは何着くら

い購入するのですか。 

 

（青尐年課長）厳密に見積をしていかなければなりませんが，寄贈先の名前などの文字

も印刷しますので，１着２，０００円くらいと考えて，２５０枚くらいは作るこ

とができるのではないかと考えています。 

 

（委員長）道徳教育や人権教育など，調査研究事業がいくつかありましたが，これは各

学校現場にお願いするのか，それとも外部からもどなたかに入っていただいて，

進めていただくのでしょうか。 

 

（指導課長）調査研究事業には，調査研究対象校として委託を受けた学校が取り組みま

すが，もちろん，教育委員会事務局も連携して取り組みますし，必要によっては

外部から指導者や助言者を招くこともあります。 

 

（委員長）学校給食センターのボイラーの腐食対策に，かなりの金額が必要ですが，ポ

イラーはどれくらい使われた物なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）学校給食センターは，供用開始からまだ２年９か月しか経っていませ

んが，ボイラーは使用頻度が高く，毎日使う設備です。水道水をそのままボイラ

ーに入れるのではなく，軟水にしてから使用することにしているのですが，その

方法には，発生した炭酸ガスがボイラーの配管にさびを発生させるというデメリ

ットがあります。薬剤での中和も行っているのですが，当初の予想より配管のさ

びが進行しているということで，今のうちに配管に装置を付けて，さびの多い部

分の水を排水して，ボイラーに質の良い水を供給できるようにします。 

 

（委員長）その装置は，どれくらい耐用年数があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）５，６年ごとに，ある程度メンテナンスをしていく必要があると思い

ます。 

 

（福嶋委員）６月補正があれば，３か月早く予算を執行できて効率が良いので，毎年こ
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ういうふうにはできないのでしょうか。 

 

（教育総務課長）教育委員会としては，従来から６月にも補正をお願いしてきたのです

が，鈴鹿市全体のシステムとして，基本的に，６月補正は行わないという考え方

ですので，この仕組みを変えていくことは難しい状況です。 

 

（福嶋委員）お金は有効に使った方が良いですし，現場の先生方にも心の余裕ができる

と思いますので，６月補正実施のお願いは続けていただきたいと思います。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りし  

ます。議案第１４８４号「平成２３年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について  

を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同） 異議なし。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１４８４号を原案のとおり承認いたし  

ます。 

 

（委員長）続きまして，４番目の議案第１４８５号「平成２３年度鈴鹿市社会教育委員  

及び公民館運営審議会委員の委嘱について」をお諮りします。 

 

（書記 議案第１４８５号 朗読） 

 

（教育長）鈴鹿市社会教育委員及び鈴鹿市公民館運営審議会委員の任期満了に伴い，次  

期委員を委嘱するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第  

１０号の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は担当課長に説明いた

させます。 

 

（生涯学習課長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りします。

議案第１４８５号「平成２３年度鈴鹿市社会教育委員及び公民館運営審議会委員

の委嘱について」を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょう

か。 

 

（委員一同） 異議なし。 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１４８５号を原案のとおり承認いたし  

ます。 

 

（委員長）続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目の「平成２３年度園  

児・児童・生徒数について」をお願いします。 

 

（学校教育課長） 詳細説明 

 

（委員長）ただいまの報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）現在の園児，児童，生徒数は，中学校だけは多くなっていますが，だんだ

ん減尐していると考えてよろしいですか。 

 

（学校教育課長）推計によると，中学校は平成２５年度がピークで，それ以降は減尐し

ていき，小学校は平成２１年度がピークで，これからだんだん減尐してくると考

えられます。 

 

（福嶋委員）小学校の児童数の減尐は，どれくらいのペースで進みそうですか。 

 

（学校教育課長）現在，小学校の児童数は１２，５９１人ですが，平成２９年度くらい

に１２，０００人を割る推計です。急激には変わりませんが，これからの６年間

で千人くらい減ると考えられます。 

 

（吉本委員）幼稚園で３園も休園が出たのは初めてですが，それぞれの入園希望者は何

名くらいいましたか。 

 

（学校教育課長）天名幼稚園には４名，庄内幼稚園には７名，井田川幼稚園には６名の

入園希望者がいましたが，基準の１０名を大きく下回ったので休園となりました。 

 

（吉本委員）その方々はどこへ行かれたでしょうのか。 

 

（学校教育課長）ほとんどが公立の保育所や私立の保育園，幼稚園に行かれましたが，

一部，他の近くの公立幼稚園に行かれた方もみえます。 

 

（吉本委員）休園中の幼稚園の施設は，どのように活用していますか。 

 

（学校教育課長）また来年度に向けた募集をしますので，未就園児の保護者向けの説明
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会などに使っていきます。大体１か月に１度程度使っていきますが，普段は，併

設の小学校長が施錠して管理しています。 

 

（生貝委員）幼稚園では男子の方が尐ないのに，小学校では男子の方が多くなるのは，

保護者の中で，公立幼稚園には男児を入れない傾向があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）そのような分析はしたことがありませんでしたので，分かりかねます。 

 

（委員長）小学校のクラス数をみると，３３名の児童で１クラスの学校と，２クラスの

学校がありますが，これはどういうことですか。 

 

（学校教育課長）基本的には，県の尐人数学級の基準に基づいて編成していますが，そ

れ以外に，３５名に近いクラスを独自で２つのクラスに割っていただいている学

校もあります。基準に沿った上で，更にプラスアルファのクラス編成を各学校で

行っています。 

 

（委員長）続きまして，２番目の「平成２３年度鈴鹿市結核対策委員会委員について」  

をお願いします。 

 

（学校教育課長） 詳細説明 

 

（委員長）ただいまの報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（教育長）佐野克三氏は学校長ではないので，「教頭代表」，又は，「私学代表」とした方

が良いと思います。 

 

（学校教育課長）そのように修正させていただきます。 

 

（福嶋委員）学校における保健関係の委員会は，他にもあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）学校教育課が所管する保健関係の委員会は，結核対策委員会の他に生

活習慣病対策委員会があります。 

 

（吉本委員）この委員会で，過去に精密検査を受けなければならないような案件はあり

ましたか。 

 

（学校教育課長）以前は，ツベルクリン反応とＢＣＧ接種という検査があったのですが，

あまり効率的でないということで，平成１５年に国のガイドラインに沿って廃止
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になりました。現在，結核については，学校医が内科検診を行い，要検査と考え

られる場合は，学校医１人で判断するのではなく，複数の結核専門医で慎重に判

断するために，委員会で検討することにしています。昨年度は，小学校で９名，

中学校で１名が要検査との結果でしたが，医療機関での精密検査の結果，全員が

異常なしということでした。例年，６，７名の児童生徒が要検査となりますが，

これまでのところ，結核だったという児童生徒はいません。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他の  

事項に移ります。｢６月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長） 詳細説明 

 

（委員長）それでは，６月教育委員会定例会を，６月２４日，金曜日，午後３時３０分  

から開催することに，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員全員） 異議なし。 

 

（委員長）御異議ないようですので,６月教育委員会定例会を，６月２４日，金曜日，午

後３時３０分から開催することにいたします。それでは，これをもちまして５月

教育委員会定例会を終了します。ありがとうございました。 

 

５月教育委員会定例会終了 午後３時６分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

           

           委員長 横田 美喜子 

 

           委 員 吉本 強 


