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令和３年第６回教育委員会会議録 

日時：令和３年５月２７日（木） 

 午後３時開会 

場所：教育委員会室 

 

出席委員   委   員  中 村 光 一 

       委   員  滝 澤 多佳子 

       委   員  富 田 昌 平 

      委   員  西 口 晶 子 

 

        

        

出 席 者   教育長                 森   昌 彦 

       学校教育・人権教育担当理事       片 岡 長 作 

教育事務調整担当参事（兼）   

教育事務所調整担当参事・教育総務課長  家 城   覚 

教育研究支援担当参事 

（兼）教育研究支援課長         伊 藤 雅 子 

青少年・公民館事業担当参事       丸 山 美由紀 

教育総務課教育財産管理担当副参事 

（兼）施設担当副参事          水 谷 隆 彦 

学校教育課長              臼 井 正 昭 

学校教育課幼児教育課程担当副参事    瀨古口 あゆみ 

教育研究支援課教育研究・ 

情報教育担当副参事           敷 地 哲 也 

生涯学習課長（兼） 

津城跡整備活用推進担当副参事      松 尾   篤 

生涯学習課青少年担当副参事       上野毛戸 靖人 

安濃教育事務所長（兼） 

河芸教育事務所長・芸濃教育事務所長・ 

美里教育事務所長            木 下 信 人 

津図書館調整・図書館管理担当主幹    赤 塚 真 一 
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教育長 令和３年第６回教育委員会を開催します。本日の傍聴はございません。

それでは、議案の概要説明をお願いします。 

 

学校教育・人権教育担当理事 本日の議案の概要でございますが、第２３号 

令和３年度津市一般会計補正予算（第２号）＜教委所管分＞について、第２４

号 工事請負契約について（津市立修成小学校長寿命化改修工事）、第２５号 

工事請負契約について（津市立朝陽中学校長寿命化改修工事）、第２６号 津

市通学区域審議会の補欠委員の任命について、第２７号 津市青少年問題協議

会委員の一部委嘱替えについて、第２８号 津市図書館協議会委員の一部委嘱

替えについて、第２９号 令和３年度中学校の教科書採択に係る調査研究委員

会委員の委嘱等について、以上７件の議案について、御審議をお願いします。 

詳しい内容につきましては、それぞれの担当課長から説明いたしますので、

よろしくお願いします。 

 

教育長 今、説明がありましたように、本日の議案は、お手元の事項書の通り、

議案第２３号から議案第２９号の議案７件です。 

このうち、議案第２３号から議案第２９号の７件につきましては、津市教育委

員会会議規則第１６条第１項第１号及び第２号の規定に該当するため、非公開

としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

各委員 （異議なし。） 

 

教育長 それでは、議案第２３号から議案第２９号につきましては、非公開と決

定します。 

 

議案第２３号 令和３年度津市一般会計補正予算（第２号）＜教委所管分＞につ

いて 

議案第２３号 非公開で開催 

議案第２３号 原案可決 

 

議案第２４号 工事請負契約について（津市立修成小学校長寿命化改修工事） 

議案第２４号 非公開で開催 

議案第２４号 原案可決 

 

議案第２５号 工事請負契約について（津市立朝陽中学校長寿命化改修工事） 

議案第２５号 非公開で開催 
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議案第２５号 原案可決 

 

議案第２６号 津市通学区域審議会の補欠委員の任命について 

議案第２６号 非公開で開催 

議案第２６号 原案可決 

 

議案第２７号 津市青少年問題協議会委員の一部委嘱替えについて 

議案第２７号 非公開で開催 

議案第２７号 修正可決 

 

議案第２８号 津市図書館協議会委員の一部委嘱替えについて 

議案第２８号 非公開で開催 

議案第２８号 原案可決 

 

議案第２９号 令和３年度中学校の教科書採択に係る調査研究委員会委員の委

嘱等について 

議案第２９号 非公開で開催 

議案第２９号 原案可決 
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教育長 それでは、非公開事案の審議に入りたいと思います。先程決定しまし

た通り、ここからは非公開とします。議案第２３号 令和３年度津市一般会計

補正予算（第２号）＜教委所管分＞について、事務局から説明をお願いいたし

ます。教育総務課長 

 

教育事務調整担当参事（兼）教育事務所調整担当参事・教育総務課長 議案第

２３号 令和３年度津市一般会計補正予算（第２号）＜教委所管分＞につきま

して、御説明申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億５，

３８３万４千円を追加し、歳入歳出の総額を８７億４，２１０万７千円としよ

うとするものでございます。 

恐れ入りますが、５ページを御覧ください。それでは順に御説明申し上げま

す。 

第１０款 教育費 第１項 教育総務費 第３目 教育振興費は、６万９千

円の増額で、人権教育関係事業 ６万９千円の増額は、新型コロナウイルス感

染症に係る学校等からの連絡事項を外国につながる世帯の保護者へ的確に伝え

るため、多言語翻訳機を購入し、必要とする学校へ貸し出すための備品購入費

の増でございます。 

第２項 小学校費 第１目 学校管理費は、６４０万８千円の増額で、学校

施設維持補修事業 ６４０万８千円の増額は、河芸こども園整備に伴い閉園と

なる豊津幼稚園の跡地を、隣接する豊津小学校の来客用駐車場として整備する

ための設計業務委託料等の増でございます。 

６ページをお願いいたします。第４項 幼稚園費 第１目 幼稚園費は、６

３４万４千円の増額で、幼稚園管理運営事業 ４３２万７千円の増額は、幼稚

園においてインターネット環境を含めたパソコン環境を整備するための備品購

入費等の増で、幼稚園保健管理事業 ２０１万７千円の増額は、新型コロナウ

イルス感染症の感染防止に係る手指消毒液、液体石鹸、アルコール消毒液の購

入経費の増でございます。 

第５項 社会教育費 第１目 社会教育総務費は、６，０３５万２千円の増

額で、放課後児童健全育成事業 ６，０３５万２千円の増額は、放課後児童ク

ラブにおいて新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校の臨時休業時

の特別開所や感染拡大防止に必要となる経費及びオンライン会議やオンライン

を活用した相談支援等を行うためのＩＣＴ機器導入経費に係る補助金の増でご

ざいます。 



5 

 

第３目 公民館費は、８，０６６万１千円の増額で、公民館管理運営事業 

８，０６６万１千円の増額は、新型コロナウイルス感染症への対応として、河

芸公民館ホールの空調設備を改修するための工事請負費等の増でございます。 

以上で説明を終わります。御審査の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

教育長 説明は以上です。御質問等はございませんか。中村委員。 

 

中村委員 河芸公民館ホールの空調設備を改修する約８千万円というのは、空

調設備を入れ替えるのでしょうか。 

 

教育長 青少年・公民館事業担当参事。 

 

青少年・公民館事業担当参事 ホールは他の部屋も含め、一体型の空調設備に

なっているのでが、効きも悪いということで、ホールだけ個別の空調設備を新

たに設置しますので、これだけの経費を計上しています。 

 

中村委員 ありがとうございます。よく予算がついたなと思ったのですけれ

ど、コロナ関係で国の補助があるのでしょうか。 

 

青少年・公民館事業担当参事 国の補助の対象となります。 

 

中村委員 ありがとうございました。 

 

教育長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。それでは議案第２３号につ

きまして、原案通り承認ということでよろしいでしょうか。 

 

各委員 （異議なし。） 

 

教育長 はい。御異議なきようですので、議案第２３号につきましては原案通

り承認いたします。 

次に、議案第２４号 工事請負契約について（津市立修成小学校長寿命化改

修工事）、事務局から説明をお願いします。施設担当副参事。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 議案第２４号 工

事請負契約（津市立修成小学校長寿命化改修工事）につきまして、御説明申し

上げます。 
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恐れ入りますが、お手元の資料の参考１を御覧ください。令和２年度営教総

補第７０号津市立修成小学校長寿命化改修工事につきましては、去る５月１８

日に開札が行われ、落札人が草深林業株式会社に決定いたしましたので、お手

元の議案書の通り、１億５，２９１万１千円で契約を締結しようとするもので

ございます。 

恐れ入りますが、参考２から７を御覧ください。位置図、配置図及び各階の

平面図でございます。参考３の配置図を御覧ください。工事の範囲といたしま

しては、児童が長時間使用する普通教室が含まれる普通教室棟の他、特別教室

管理棟については、昇降機設備及び多目的トイレの設置を実施いたします。工

事の概要といたしましては、防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装

改修、消防設備等の改修を行うものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審査の程、よろしくお願い申し上

げます。 

 

教育長 説明は以上です。御質問等ございませんか。西口委員。 

 

西口委員 長寿命化の改修というのが、具体的にどの辺りがどのように変わっ

て、どれぐらい綺麗になるものか分からないのですけれども、これだけ普通教

室が工事の対象になってくると、学習への影響もあるかと思います。工事期間

などは、どのような予定になっていますか。夏休みが中心になるのでしょう

か。 

 

教育長 施設担当副参事 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 当該改修工事の開

札は５月１８日に行われ、同月２６日までに仮契約をすることとなっておりま

して、現在はその手続きを進めている段階です。そして工期についてですが、

４月１日付けの公告で工期を２２５日とさせていただいております。議会の閉

会日が７月１日の予定ですので、７月１日に議決いただいたとしましたら、２

月１０日までが工期となります。これは、後に御説明する議案第２５号も同様

です。 

また、西口委員がおっしゃったように、当然子ども達の安全を考えまして、

主に夏休みに工事をし、８月中に普通教室棟をすべて完了させ、８月中に引き

渡すような工程で予定を組んでおります。ただ、一部夏休み期間に終わらない

工事もございます。具体的には、参考４の上部にある特別教室管理棟ですけれ

ども、こちらの階段近くの斜線部分に昇降機と多目的トイレを設置する予定が
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ございます。こちらについては夏休み期間に終わらないということで、昇降機

の製作期間等も含めまして、１２月中に終わらせる予定です。 

また、大規模改造工事は、躯体を残して殆どの間仕切りを取り払い、校舎を

新たにするというような工事になります。加えて、普通教室棟、特別教室棟

等、すべての校舎を手掛けておりました。今、小学校４８校、中学校１９校、

義務教育学校１校ある中で、平成２３年度から、これまで大規模改造を実施し

てきましたが、学校ごとにほぼ３年、４年の期間が掛かっています。一方で、

スピード感を考え、主に使う部分に予算をつぎ込み、単年度で終わる範囲の改

修をするというのが長寿命化の考え方になります。この図面を見ていただいて

も、斜線を引いていないところもありますが、主に子ども達が利用するような

部屋の改修を行い、職員室等は、工事の対象にはなっておりません。大規模改

造工事では職員室等も手掛けてきており、その辺りが長寿命化改修工事と違う

ところで、なるべく多くの学校を対象にしたいという思いで、長寿命化を進め

ています。 

 

教育長 他によろしいですか。それでは議案第２４号につきましては、原案通

り承認することでよろしいでしょうか。 

 

各委員 （異議なし。） 

 

教育長 御異議なきようですので、議案第２４号につきましては、原案通り承

認いたします。 

次に、議案第２５号 工事請負契約について（津市立朝陽中学校長寿命化改

修工事）、事務局から説明をお願いします。施設担当副参事。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 議案第２５号 工

事請負契約（津市立朝陽中学校長寿命化改修工事）につきまして、御説明申し

上げます。 

恐れ入りますが、参考１を御覧下さい。令和２年度営教総補第７１号津市立

朝陽中学校長寿命化改修工事につきましては、５月１８日に開札が行われ、落

札人が株式会社アイケーディに決定いたしましたので、お手元の議案書の通

り、１億８，３２６万円で契約を締結しようとするものでございます。 

恐れ入りますが、参考２から７を御覧ください。位置図、配置図及び各階平

面図でございます。参考３の配置図を御覧ください。工事の範囲といたしまし

ては、生徒が長時間使用する普通教室が含まれる管理普通教室棟で、工事の概
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要といたしましては、防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修、

昇降機設備等の改修を行うものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。御審査の程、よろしくお願い申し上

げます。 

 

教育長 説明は以上です。何か御質問等はございますか。滝澤委員。 

 

滝澤委員 今回は資金面のこともあり、全校舎ではなく、一番子ども達に影響

が大きい普通教室等を優先的に工事していくということですが、今後の長寿命

化工事というのは、基本的にすべてそのような考え方でやっていくのでしょう

か。また、職員室や保健室等、今回の改修工事から漏れた部分については、別

の機会に改修するのでしょうか。改修工事の順番等も含めて御説明いただきた

いと思います。 

 

教育長 施設担当副参事。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 まず長寿命化の考

え方といたしまして、今までの大規模改造とは違い、すべての校舎を直すので

はなく、主に児童生徒が使うところを中心に、より早く、より多くの学校を対

象にすることとしております。 

次に、今回改修されない職員室等をどうするのかということですが、例え

ば、エアコンの不具合等は、この改修工事とは別に、日々の修繕等で対応させ

ていただいております。 

また、改修工事の順番ですが、まだ教育委員会内部での協議の段階ですが、

この５年間で１０校程度を改修していく計画でございます。改修工事の範囲外

の部分については、学校の場合、緊急を要することが多いのですけれども、修

繕で対応していこうと考えております。 

 

滝澤委員 分かりました。先に子ども達に影響が大きい普通教室を優先して、

他の部分については壊れたところを直すという感じでしょうか。例えば内装の

改修、壁の塗り直しといった、見た目が変わるような改修については、当面予

定がないと考えて良いですか。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 今のところはあり

ません。例えば廊下の塗装が剥がれてきたというような場合で、用務員等に原
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材料を支給して、塗ってもらうことはありますが、校舎全体を塗装替えすると

いうような計画は今のところありません。 

 

滝澤委員 今のところ予定はないのですね。 

 

教育長 耐震工事や大規模改造といった改修工事の今に至る流れを説明しても

らえますか。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 まず、耐震改修工

事を一番に手掛けさせていただいて、特定天井と呼ばれる体育館の天井の問題

にも対応しました。それが平成２３年度末までにすべて完了し、その後、大規

模改造に取り組みました。そして、それも令和２年度で終了し、令和３年度か

らは長寿命化改修工事をスタートしたという流れになります。 

 

滝澤委員 分かりました。しかし、職員室や保健室等も、単純な修繕だけでは

なく、壁の塗り直しや全面的な改修が必要になると思いますので、資金面で余

裕があれば、是非やっていただきたいと思います。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 大変よく分かりま

す。少し例を申し上げますと、昨年度に工事をしました桃園小学校は、かなり

職員室が狭い状況でしたので、部屋の配置を見直して、職員室を広い部屋に移

動する工事をいたしました。そういった教職員一人当たりの面積を確保するた

めの工事も実施しています。 

 

滝澤委員 それは長寿命化工事ではなく、別の工事ということですね。 

 

教育総務課教育財産管理担当副参事（兼）施設担当副参事 別の工事です。桃

園小学校は今年度普通教室を増築することになっておりまして、昨年度は職員

室や特別支援教室の改装等をさせていただいています。これは、長寿命化とは

別の工事になります。桃園駅に急行列車が止まるようになり、また高茶屋地区

からも児童が来ることから、桃園小学校は教室が手狭になってきているという

ことと、職員室における先生方のスペースも狭いということが、以前から課題

としてありました。その辺りを踏まえて、こういった工事を実施しました。 

また、継続的に工事をするという話もあったのですけれども、運動場が工事

エリアとして取られ、学校行事に支障をきたすことになりますので、学校の先



10 

 

生方にも御意見を確認しながら、内部で協議を重ねた結果、単年度ごとの実施

とさせていただきました。 

 

教育長 他によろしいですか。それでは、議案第２５号について、原案通り承

認するということでよろしいでしょうか。 

 

各委員 （異議なし。） 

 

教育長 御異議なきようですので、議案第２５号につきましては原案通り承認

いたします。 

次に、議案第２６号 津市通学区域審議会の補欠委員の任命について、事務

局から説明をお願いします。 

 

【非公開】 

学校教育課長 説明 

各委員 質疑 

学校教育課長 説明 

 

教育長 それでは、議案第２６号について原案通り承認することとしてよろし

いですか。 

 

各委員 （異議なし。） 

 

教育長 御異議なきようですので、議案第２６号につきましては、原案通り承

認いたします。 

次に、議案第２７号 津市青少年問題協議会委員の一部委嘱替えについて、

事務局から説明をお願いします。 

 

【非公開】 

生涯学習課青少年担当副参事 説明 

各委員 質疑 

生涯学習課青少年担当副参事 説明 

 

教育長 それでは、議案第２７号につきましては、一部修正の上、承認するこ

ととしてよろしいですか。 
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各委員 （異議なし。） 

 

教育長 御異議なきようですので、議案第２７号は一部修正の上、承認いたし

ます。 

次に、議案第２８号 津市図書館協議会委員の一部委嘱替えについて、事務

局から説明をお願いします。 

 

【非公開】 

津図書館調整・図書館管理担当主幹 説明 

各委員 質疑 

津図書館調整・図書館管理担当主幹 説明 

 

教育長 それでは、議案第２８号につきまして、原案通り承認するということ

でよろしいでしょうか。 

 

各委員 （異議なし。） 

 

教育長 御異議なきようですので、議案第２８号につきましては、原案通り承

認いたします。 

次に、議案第２９号 令和３年度中学校の教科書採択に係る調査研究委員会

委員の委嘱等について、事務局から説明をお願いします。 

 

【非公開】 

教育研究支援課教育研究・情報教育担当副参事 説明 

各委員 質疑 

教育研究支援課教育研究・情報教育担当副参事 説明 

 

教育長 それでは、議案第２９号につきまして、原案通り承認することとして

よろしいでしょうか。 

 

各委員 （異議なし。） 

 

教育長 御異議なきようですので、議案第２９号につきましては、原案通り承

認いたします。 

 


