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利根町教育委員会定例会会議録 

──────────────────── 

平成 28年 4月 28日  午後 4時 00分開会 

──────────────────── 

1．出 席 委 員 

                 教 育 長   杉 山 英 彦 君 

                 教育長職務代理者   武 谷 昭 子 君 

                 委 員   木 村 矩 男 君 

                 委 員   佐 藤 忠 信 君 

                 委 員   村 上 盛 一 君 

 

1．欠 席 委 員 

                 な し 

 

1．出席事務局職員 

                 学 校 教 育 課 長   寺 田   寛 君 

                 生 涯 学 習 課 長   坂 田 重 雄 君 

                 学校教育課長補佐   大 越 克 典 君 

                 学校教育課長補佐   花 嶋 みゆき 君 

                 学校教育課係長   布 袋 哲 朗 君 

         

1．議 事 日 程 

────────────────────────── 

議  事  日  程 

                          平成 28年 4月 28日（木曜日） 

                          午後 4時 00分開会 

────────────────────────── 

 日程第 1 報告第 7号 利根町放課後子どもプラン運営委員の委嘱の専決処分について 

報告第 8号 利根町教育委員会職員人事異動の報告について 

報告第 9号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（平成 28年 3月

分） 

報告第 10号 平成 28年度利根町学校教育指導方針の専決処分について 

報告第 11号 利根町いじめ防止基本方針の一部改正の専決処分について 

報告第 12号 利根町いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱の専決処分につい

て 
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 日程第 2 議案第 26号 平成 28年度教育委員会所管の工事計画について 

 日程第 3 その他 
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1．本日の会議に付した事件 

 日程第 1 報告第 7号 利根町放課後子どもプラン運営委員の委嘱の専決処分について 

報告第 8号 利根町教育委員会職員人事異動の報告について 

報告第 9号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（平成 28年 3月

分） 

報告第 10号 平成 28年度利根町学校教育指導方針の専決処分について 

報告第 11号 利根町いじめ防止基本方針の一部改正の専決処分について 

報告第 12号 利根町いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱の専決処分につい

て 

 日程第 2 議案第 26号 平成 28年度教育委員会所管の工事計画について 

 日程第 3 その他 

────────────────────────── 

午後 4時 00分開会 

○教育長（杉山英彦君） 先ほどの教育研究会総会は、お世話になりました。無事、総会の

ほうも終わりまして、続いて定例の教育委員会を開催するわけですけれども、慌ただしい日

程で大変申しわけございません。できるだけ効率よく議案を進めていければなと思います

ので、ご協力いただければと思います。 

 きょうご審議いただく議案は、報告が 6件、議案１件の計 7件でございます。 

 それでは、早速議案に入らせていただきます。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 日程第 1 報告第 7号 利根町放課後子どもプラン運営委員の委

嘱の専決処分についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。お願いします。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） それでは、報告第 7号の利根町放課後子どもプラン運営員

の委嘱につきましては、子どもプラン実施規則第 4 条第 1 項の規定によりまして、運営委

員を専決したものであります。これは平成 19年度に厚生労働省と文部科学省の連携により

ます放課後子どもプランが創設されまして、両方を一体化して運営をしようというような

指針ができております。 

 町内におきましても、児童クラブと放課後子ども教室両方並列しまして運営しているわ

けでありまして、児童クラブは子育て支援課、放課後子ども教室は生涯学習課のほうが担当

しております。この一体化につきましては、これまでも利用料金や空き教室の問題で一体の

運営には至っておりません。この一体化の協議に備えまして、運営委員を委嘱していくもの

であります。 

 国のほうでは平成 32年度に児童クラブと放課後子ども教室の一体化運営をするようにと

いうような指導がされておりますので、町におきましても、平成 32年度を目途に一体化し

たいなというふうに考えております。一体化する場合においては、今年の 4月から新設され
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ました子育て支援課のほうが担当する予定になっております。 

 以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 資料の報告第 7号ですね。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

 運営委員の 8名。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、報告第 7号 利根町放課後子どもプラン運営委員の委

嘱の専決処分については、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、報告第 8号 利根町教育委員会職員人事異動の報告

についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。お願いします。 

○学校教育課長（寺田 寛君） それでは、報告第 8号 利根町教育委員会職員人事異動の

報告についてご説明いたします。 

 平成 28年 4月 1日付で人事異動がございましたので、利根町教育委員会事務専決規程第

2条第 2号の規定により報告するものでございます。 

 転入者についてご説明をいたします。 

 転入者は 3 名でございまして、大越克典が税務課副参事兼係長から学校教育課課長補佐

として、花嶋みゆきが総務課副参事兼係長から学校教育課課長補佐として、田口輝夫が税務

課副参事兼係長から生涯学習課課長補佐、こちらは公民館勤務でありますが、として転入を

しております。 

 教育委員会事務局内部異動としましては、私、寺田 寛が学校教育課課長補佐から学校教

育課課長に異動となりました。 

 転出者は 3 名でございまして、六本木通男が生涯学習課課長補佐から議会事務局局長と

して、また、久保田政美が生涯学習課副参事兼係長から総務課課長補佐として、また、雑賀

正幸が学校教育課主査から都市建設課係長として転出をしております。 

 新規採用者につきましては 5名でございまして、指導室長として派遣職員の直井由貴を、

また、学校教育課主事補として中村玲奈を採用しております。 

 また、利根中学校の調理師として武藤 愛を、布川小学校の調理師として富樫直子を、布

川小学校の用務員として五十嵐陽子を採用しております。 

 再任用につきましては 4 名でございまして、井原有一が事務職員として学校教育課勤務

となります。また、高野光司が図書館勤務ということで事務職員として、酒井賢治が公民館

勤務として、事務職員として、また、飯島堅一が公民館勤務として、事務職員として再任用

されております。 

 退職者につきましては、学校教育課長の岩戸友広が退職しまして、保健福祉センターへ再

任用となっております。指導室長の浅野恵次は派遣終了による帰任となります。学校教育課



- 5 - 

 

課長補佐の坂上雅弘、利根中学校調理師の青木尚美が退職となっております。また、布川小

学校用務員の角田幸子と布川小学校調理師の森杉宣子が再任用の任期満了となりました。

合計 6名が退職でございます。 

 説明については以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 4月 1日付で配置になった人事異動の報告でした。 

 何かご質問等ございますか。 

○委員（木村矩男君） 再任用の「再短」というのはどういう意味ですか。 

○学校教育課長（寺田 寛君） 再任用の方は２種類ありまして、再任用で、5日間フルタ

イムの方は「常勤」で、4日とか 3日とか短い方、短期の方が「短時間勤務」と、そういう

区分になっています。 

○委員（木村矩男君） いずれにしても 1年くらいなのかな。 

○学校教育課長（寺田 寛君） そうです、1年ごとの計画です。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、報告第 8号 利根町教育委員会職員人事異動の報告につい

ては、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、報告第 9号 利根町教育委員会後援名義の使用承認

について（平成 28年 3月分）を議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。お願いします。 

○学校教育課長（寺田 寛君） 報告第 9号 利根町教育委員会後援名義の平成 28年 3月

分の使用承認についてご説明いたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25条第 3項及び利根町教育委員会事務委任

規則第 4 条第 2 項の規定により報告するもので、3 件の申請があり、承認をいたしました。 

 1 件目につきましては、別紙にございますように、こども天国運営協議会が 4 月 29 日、

明日ですか、に取手緑地運動公園利根川河川敷におきまして、「第 39回こども天国」を開

催いたします。運営協議会の会長を取手市長としまして、茨城県南青年会議所理事長が実行

委員長として実施するものでございまして、基本方針としまして、町の未来のため、次世代

を担う子どもたちに元気よく遊べる場所を提供するとともに、子どものみならず、そこに集

う地域の人々全員が親睦を深めながら、みずからのコミュニティーについて改めて考える

きっかけとなるような「こども天国」を開催するということです。 

 2 件目につきましては、茨城南青年会議所が 6 月 12 日に、取手ウェルネスプラザ及び周

辺道路を歩行者天国にいたしまして、「絆フェスティバル～魅せろ！茨城の底力！」を開催

いたします。 

 取手、守谷、つくばみらい市、利根町の名物・特産品などを出展してもらい、来場者に楽

しんでもらうことにより地域の魅力を PR したり、地元を舞台とした映画や地域 PR 活動部

門を設けて動画や CMを制作してもらい、投票で最優秀作品を決め、表彰するということで
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ございます。 

 3件目なんですが、こちらは、利根町文化協会第 5部門が 6月 13日から 19日まで、利根

町役場のイベントホール・多目的ホールにおきまして第 16回合同美術展を開催します。パ

ステル画、写真、水彩画、書、ちぎり絵、油絵の合同展覧会となります。 

 説明については以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 何かご質問等ございましたらお願いします。 

 「こども天国」は、取手で例年やっているもので、わんぱく相撲とかかなと思います。 

 あと、茨城南青年会議所、これは各取手・守谷・つくばみらい・利根町で、定例会で、今

年は、この後、出てくると思うんですが、7月 6日にウェルネススポーツ大学を使って、ダ

ブルダッチ、縄跳びをやったりとかサッカーをやったりとかいろいろな活動、昨年度気球を

飛ばして河川敷でやったあれが、今度はスポーツ大会みたいなのもやるというようなこと

であります。 

 それから、利根町文化協会の第 5部門、美術、手工芸、壁面を対象とした絵画・写真等、

八つのクラブがあるんですね、そういうものの発表会だそうです。 

 これらの申請についてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、報告第 9号 利根町教育委員会後援名義の使用承認に

ついて（平成 28年 3月分）、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、報告第 10号 平成 28年度利根町学校教育指導方針

の専決処分についてを議題といたします。 

 事務局のほうからご説明お願いします。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） それでは、報告第 10号 平成 28年度利根町学校教育指

導方針の専決処分について、ご説明いたします。 

 利根町教育委員会事務専決規程第 2条第 1項の規定により、4月 1日付で専決処分しまし

たので報告するものでございます。これは毎年、学校教育指導方針を作成し、各学校のほう

に配付しております。この学校教育指導方針及び茨城県の学校教育指導方針に基づきまし

て、各学校において学校経営方針（グランドデザイン）を作成して、学校づくりのほうを進

めていただいております。 

 中身のほうは、1ページにつきましては利根町の概況について記載しております。2ペー

ジにつきましては、利根町の町民憲章です。 

 3ページ以降ですけれども、第 1章のところで、利根町の教育目標と学校教育指導の重点、

これは利根町の教育総合教育会議の大綱に大体準じている内容となっております。 

 6ページ 7ページ、こちらのほうは、利根町人権教育の全体構想と利根町の人権教育の全

体計画を記載してございます。 
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 11 ページ以降になりますが、こちらにつきましては、指導室の運営概要と指導室の事業

概要、指導室のほうで学校訪問するときの指導の計画等が記載されてございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） ありがとうございます。 

 この指導方針につきましては、先ほどの研究会で指導室長のほうから明確に説明があっ

たと思います。私のほうから、国の文科省の指針、そして県の指導方針を受けて、利根町と

して 3点、この中から抜粋したもので本年度は取り組みますという方向で動いております。 

 利根町の教育研究会にもお願いをしまして、そういう取り組みを続けてほしいというこ

とで判断させていただいたわけです。これは毎年つくられているもので、それぞれその年の

ニーズに合ったものを変更しながら組み入れさせていただいている次第です。 

 何かご意見、ご質問ございますか。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、報告第 10号 平成 28年度利根町学校教育指導方針の専決

処分については、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、報告第 11号 利根町いじめ防止基本方針の一部改

正の専決処分についてを議題といたします。 

 今回、いじめ基本防止方針につきましては、昨年度つくらさせていただいたわけなんです

が、今度「こども支援課」という新しい課ができましたので、それとのかかわりを含めて変

更点がございましたので、その辺のところの説明をしていただきたいと思います。 

 事務局のほうからお願いします。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 報告第 11号 利根町いじめ防止基本方針の一部改正の

専決処分についてご説明いたします。 

 28 年 4 月 1 日付の行政組織の見直しに伴いまして、今回、改正するものでございます。

新旧対照の表のほうを見ていただければと思います。目次のところで、今までは「福祉課、

保健福祉センター」との連携推進ということだったんですが、こちらのほうを「子育て支援

課」、「保健福祉センター」との連携推進という形に改めてございます。4 ページの中に、

同じように「福祉課、保健福祉センター、警察その他の関係者」とするというところを、「子

育て支援課、保健福祉センター、警察、その他の関係者」というふうな形で改めております。 

 以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 「子育て支援課」という新しい課ができましたので、「福祉課」

からそちらのほうに移行させていただいたということでご了承いただければなと思います。 

 よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、報告第 11号 利根町いじめ防止基本方針の一部改正

の専決処分については、原案のとおり承認いたします。 
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────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、報告第 12号 利根町いじめ問題対策連絡協議会委

員の委嘱の専決処分についてを議題といたします。 

 これも事務局のほうからお願いします。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） それでは、報告第 12号 利根町いじめ問題対策連絡協

議会委員の委嘱の専決処分についてご説明いたします。 

 平成 28年 4月 1日付の教職員または役場の職員の退職及び人事異動に伴いまして、新た

に委員のほうを委嘱してございますので、説明したいと思います。名簿のほうを見ていただ

ければと思います。 

 利根町校長会長のほうで、今までの巻島 久布川小学校の校長先生の退職に伴いまして、

平成 28年度から川村由紀夫利根中学校の校長を委嘱しております。委嘱期間のほうは、全

て残任期間ということで、平成 28年 4月 1日から 29年 3月 31日までの 1年間としてござ

います。 

 次に学校教育課長のほうで寺田 寛学校教育課長が新たに異動になりましたので、寺田

課長と子育て支援課長 大野敏明、指導室長 直井由貴、あと布川小学校の生徒指導主事 

片山啓介教諭のほうを新たに委嘱しております。 

 簡単ですが、以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 4月の人事異動等につきまして、役職等々、変更になりました方々のお名前が書かれてい

るかと思います。何かご意見、ご質問ございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、報告第 12号 利根町いじめ問題対策連絡協議会の委

員の委嘱の専決処分については、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、日程第 2 議案第 26号 平成 28年度教育委員会所

管の工事計画について議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。お願いします。 

○学校教育課長（寺田 寛君） それでは、議案第 26号 平成 28年度教育委員会所管の工

事計画について、ご説明いたします。 

 利根町教育委員会事務委任規則第 2 条第 18 号の規定において、1 件の予定価格が 150 万

円以上の工事の計画については、教育長に事務委任できないため、教育委員会の議決を求め

るものでございます。 

 平成 28 年度建設工事と発注予定調書に基づきましてご説明をしていきたいと思います。

工事名、場所、予算額、契約方法、それから工期の順についてご説明いたします。 

 まず、一番上ですけれども、布川小学校大規模改造工事（Ⅱ期工事）ということで、こち

らにつきましては、平成 27年度の補正予算を組んだものの繰越事業でございます。予算額
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につきましては、3 億 1,626 万 4,000 円の予算額になっております。契約方法については、

一般競争入札となります。また、工事期間、工期につきましては 270日間を予定しておりま

す。 

 この布川小学校大規模改造工事につきましては、金額が 3億円を超えております。こちら

につきましては、議会承認の案件となりますので、議会に議案を提出いたしまして承認され

ました時点で契約の成立という形になります。 

 次の利根中学校大規模改造工事（Ⅱ期工事）、こちらにつきましても布川小学校と同様で

ございまして、27年度の繰越事業でございます。予算額につきましては、3億 3,440万円で

ございまして、契約方法につきましては同じく一般競争入札、こちらも同様に議会承認の案

件でございます。工期につきましても、布川小と同じく 270日間を予定しております。 

 こちらの議会承認の予定なんですけれども、今のところ 6 月の定例会のほうに提出する

予定で現在進めております。そこで契約ができましたらば工事に入るわけでございますけ

れども、今回のⅡ期工事につきましては、布川小学校・利根中学校につきましても、両方と

も去年は外部、屋根とか外壁を工事しましたけれども、今度内部の工事になります。廊下と

か床とか、壁とか天井とか、それからトイレの改修とか、それから給食室の改修とか、さま

ざまな内部の工事に入ります。 

 したがいまして、夏休み中になるべく主な工事をやっていきたいというふうに考えてお

りまして、大変、児童生徒に与える影響が大きいですので、その辺について十分に配慮しな

がら、事故等のないよう安全管理をしながら、来年の年度末ぐらいまでには完成をさせてい

きたいというふうに考えております。 

 続きまして、3番目ですけれども、文間小学校屋内運動場大規模改造工事でございますけ

れども、こちらにつきましては、予算額が 8,325万 9,000円でございます。契約方法につき

ましては、先ほどの大規模と同様に 3,000万円を超えておりますので、一般競争入札という

契約方法になります。こちらにつきましても、さっきと同じように 5,000万円を超えており

ますので、議会承認の案件になります。 

 工期につきましては、一応 210 日間を予定しておりますが、先ほどの大規模改造と同様

に、文間小学校の体育館の大規模改造につきましては、国庫補助を予定しておりまして、そ

れに基づいて進める予定でございますが、ただ、まだ国のほうから補助事業の内定が来てお

りません。通常ですと 4 月下旬ごろから 5 月上旬ごろに内定が来るんですけれども、その

内定が来れば契約手続に入っていく予定ですが、ただ、もし内定がいただけない、要するに

補助金がいただけないというふうになった場合につきましては、今後の協議なんですけれ

ども、町部局と調整をしながら、工事をやめるのか、それとも補助が出なくても単独でやる

んだとかいろいろ方法があると思うんですけれども、その辺につきましてはいろいろ予算

面が関係しますので、町部局と調整をしながらその辺の方向性については判断していきた

いというふうに考えておりますので、現在はあくまで予定ということで、予算の内容につい

てご説明をしたところでございます。 



- 10 - 

 

 工事の内容につきましては、体育館が、昭和 53年の 2月に建築しておりまして大分古く

なっております。38 年ほど経過しておりますので、屋根の改修、外壁の改修、それから内

部の床の改修、それから壁とか、バスケットゴールとか照明器具も全部古いので、地震があ

った場合、落下する恐れがありますので、その辺もあわせて公開して、児童等のけが等のな

いような対策をしていきたいというふうに思っています。また、トイレにつきましても大分

古くなってきておりますので、トイレの改修とか、内・外装の全面改修という工事内容でご

ざいます。 

 そういう工事の内容を考えておりまして、できれば補助事業としてやっていきたいとい

う考えで進めておりますが、まだちょっと確定できておりませんので、そういう予定で進め

ております。 

 最後になりますけれども、利根中学校プールろ過装置交換工事につきましては、予算額に

つきましては 762万円でございまして、こちらにつきましては、契約の方法は指名競争入札

という形になります。 

 利根中学校のプールろ過装置につきましては、プールそのものが昭和 59年 8月に建築し

ておりまして、31 年ほど経過しております。ただ、プールろ過装置につきまして定期的に

交換しておりまして、大体十四、五年ぐらいで交換しているところなんですけれども、現在

使用しているものは、平成 12年度に設置したプールろ過装置でございまして、15年ほど経

過しておりますので大分傷みも激しいということで、今回、交換をしていくということでご

ざいまして、工事期間については 120日間という予定しておりまして、大体秋口から年明け

ぐらいの予定で工事については考えております。 

 4件の工事概要につきましては、以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） ありがとうございました。 

 説明が終わりました。 

 何かご意見、ご質問ございますか。 

 布川小学校と利根中についてはもう予算化されていますので、これは子どもたちに周知

しようということで、この後、議会を通していきますが、文間小学校の体育館についての老

朽化の耐震工事なんですけれども、まだちょっと予算のめどが立っていないというか、まだ

国のほうから県を通じての内定が来ていないんですね。 

○委員（佐藤忠信君） いますぐ危険とかそういうことではなくて。 

○学校教育課長（寺田 寛君） そういうことではなくて、あくまでその年数によって計画

的にやっているものですから、今回は文間小学校の体育館の順番ということで計画したも

のでありまして、補助金をいただければやるということで当初予算づけしたものですから、

つかなかった場合どうするかというのはまた、先ほど言いましたように町のほうと調整し

なくちゃならないですけれども、その辺は今後検討課題かなというふうには思っておりま

す。 

○教育長（杉山英彦君） 耐震は終わっているんですよね。 
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○学校教育課長（寺田 寛君） 耐震は終っています。平成 21年に補強は終わっています

ので。ですから、建物の安全性につきましては一応確保されておりますので、ただ老朽、古

くなって傷んできているという状況の改修工事でございますので、内・外装の改修というふ

うな内容で、リニューアルということでございます。 

○教育長（杉山英彦君） ほかの小学校、中学校は、天井落下防止の工事を昨年度やったん

ですよ。ところが、文間小学校は天井落下防止の工事をやっていなかったんですよ。だから、

ちょっと後回しになって、老朽化もひどいですけれどもね。 

○委員（佐藤忠信君） 一般開放もしていますので、安全であればね。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 耐震上は今言いましたように問題はございませんので、

ただ老朽化しているということで、改修するということでございます。 

○教育長（杉山英彦君） 熊本の震災とかがあって、県も。 

○委員（佐藤忠信君） そうですね、想定外の……。 

○学校教育課長（寺田 寛君） ずっと先が見えないんですけれども、ちょっと厳しい状況

かなという認識ではいるんですけれども、ちょっと何とも言えないので。 

○教育長（杉山英彦君） あと、中学校のプールのろ過装置について、なかなか非常に厳し

いところがあって、耐用年数も非常に過ぎていますし、ただ、費用対効果じゃないですけれ

ども、それだけ莫大な金額をかけて直して、というのも今後検討していかなくちゃならない

かな。 

 各小学校にプールがあるんですけれども、本当にシーズンだけでも 10 回とか 15 回ぐら

いしか使わない。そのために何十万。こういうろ過装置を取りかえると何百万というお金が

かかるわけです。老朽化が進んでいて、3.11 のときあたりから配管が少しずれたりしてい

て、水漏れとかが非常にあって、それを直すのにも非常に今お金がかかっている状況もござ

います。 

 ゆくゆく子どもたちも少なくなってきて学校の統廃合あたりが進むにつれて、プールも

一つだったら一つを、布川小学校なら布川小学校に 1個だけ、よくして、管理をきちっとし

て、そこに利根町全体が。各学校で 1個ずつプールを持つという時代ではなくなったのかな

と思うので、今後は検討もしていかなくちゃならないんでないかな。 

 ただ、これでひとサイクル終わるんですよね。 

○学校教育課長（寺田 寛君） これで一応全部小中学校は交換は終わる予定です。 

○教育長（杉山英彦君） そこまでやった。次に壊れたところは、もう改修はしないという

方向で……かなと。 

○委員（木村矩男君） 15年後……。 

○委員（佐藤忠信君） 15年たてばもう校舎自体もそろそろというような話でしょうから。 

 前、布川小学校のプール、震災の直後、水が漏れているようで水位が下がるような話もあ

ったんですが、あれはもう解決したんでしたか。 

○学校教育課長（寺田 寛君） 今のところは大丈夫だと思っているんですが。 
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 ただ、これからプール清掃したりとかして、まだ状況を把握していないですんですけれど

も、それをやったときに、またどうなるかというような話が出てくる可能性もあるので、そ

の様子を見ながら、使えなきゃいけないので必要な修繕等はやっていきたいとは思ってい

ますけれども。 

○教育長（杉山英彦君） ほかにご意見ございますか。 

○委員（木村矩男君） この上の 2件は、今どういう段階なの。入札の準備は。 

○学校教育課長（寺田 寛君） 上の 2件、大規模改造、布川小学校と利根中学校ですけれ

ども、来週の月曜日、9日ですか、のときに入札を開封しまして、大体落札業者が決まって

いるんです。 

○委員（木村矩男君） その段階になっているの。 

○学校教育課長（寺田 寛君） ええ、もう公告しておりまして、もう質問を受けて、あと

は入札を待つばかりになっています。 

○委員（木村矩男君） 締め切ったの。 

○学校教育課長（寺田 寛君） そうですね。もう質問も受け付けは終わりまして、回答も

していますけれども。それで 9 日までに決定する予定ですので、開封しますので、ですか

ら、間もなく大体わかると思います。 

○委員（木村矩男君） 6月に契約は大丈夫ですか。 

○学校教育課長（寺田 寛君） そうですね。5月中・下旬には仮契約をしたいと思ってい

ます。 

○教育長（杉山英彦君） 今度は内装なので、子どもたちがいない夏休みの間にできるだけ

工事を進められればなと。 

○委員（木村矩男君） エアコンが入ったし、使いたいですよね。 

○委員（佐藤忠信君） そうですね。夏休みが 3日短くなっちゃいましたのでね。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、議案第 26号 平成 28年度教育委員会所管の工事計画につ

いては、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、日程第 3、その他の案件で何かございますでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 以上で、4月の教育委員会定例会は閉会いたします。 

午後 4時 37分閉会 

 

 


