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会 議 日 程 
日 時   平成31年２月５日（火) 午後１時 

場 所   教育長室 

 

１ 開会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議事  

 (1) 議案第20号 平成30年度鹿屋市一般会計補正予算（第６号）に係る意見の申し出 

         について                      （Ｐ２） 

 

５ 報告 

 (1) 寿北小・笠野原小学校校舎増改築工事について 

                                   （Ｐ５） 

(2) 小中学校空調化推進事業について  

                                   （Ｐ６） 

(3) 平成31年度鹿屋市立看護専門学校入学試験結果報告について  

                                  当日配布                                                  

(4) リナシティまるごとネオカルチャーについて  

                                         （Ｐ７） 

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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議案第20号 

平成30年度鹿屋市一般会計補正予算（第６号）に係る意見の申し出について 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年鹿屋市教育委員会規則第２号)第

10条の規定に基づき、別紙のとおり教育長において臨時代理したので、同条第２項の規定

により報告し承認を求める。 

平成31年２月５日提出 

                                鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

 

  （別   紙） 

 

 

（提案理由） 

平成 30年度鹿屋市一般会計補正予算（第６号）のうち教育委員会の所管に係る分につい

て、教育長の臨時代理によって市長に意見を申し出たので、報告し承認を求める。 
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平成 30年度３月補正予算の概要 

 
【教育総務課】 
１ 補正の理由 
  国の第１次補正予算により、平成 30年 12月 4日付けで「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例 
交付金」の内示があったことから、当該事業費を３月補正予算に計上し、次年度に繰り越し執行 
するもの 

  また、小学校校舎増改築事業等について、入札執行残等により減額補正を行うもの 
 
２ 補正の内容 
（１）小学校空調化推進事業         補正額 119,300千円 
   祓川小、大黒小、下名小、南小の空調整備に要する経費 
（２）中学校施設大規模改造事業       補正額   5,405千円 
   串良中の空調整備に要する経費  （ 17,300 千円） 
   串良中大規模改造１期工事の執行残（▲11,895 千円） 
（３）中学校空調化推進事業         補正額  44,900千円 
   高隈中の空調整備に要する経費 
（４）小学校校舎増改築事業         補正額▲ 6,570千円 
   入札執行残による減額 
（５）中学校校舎増改築事業         補正額▲ 4,000千円 
   入札執行残による減額 
（６）鹿屋女子高等学校施設整備事業     補正額▲12,000千円 
   入札執行残による減額 
（７）公立学校施設現年発生単独災害復旧事業 補正額▲3,000千円 
   対象となる災害がなかったため、全額を減額するもの 
（８）公立学校施設現年発生補助災害復旧事業 補正額▲3,650千円 
   対象となる災害がなかったため、全額を減額するもの 
 

事業名 区分 補正前予算額 ３月補正額 補正後予算額 

小学校空調化推
進事業 

事業費 8,174 119,300 127,474 
国庫補助金等 7,000 108,159 115,159 
一般財源 1,174 11,141 12,315 

中学校施設大規
模改造事業 

事業費 391,905 5,405 397,310 
国庫補助金等 379,100 5,166 384,266 
一般財源 12,805 239 13,044 

中学校空調化推
進事業  

事業費 1,500 44,900 46,400 
国庫補助金等 1,000 43,121 44,121 
一般財源 500 1,779 2,279 

小学校校舎増改
築事業 

事業費 1,221,031 ▲6,570 1,214,461 

国庫補助金等 1,195,997 ▲6,570 1,189,427 

一般財源 25,034 0 25,034 

中学校校舎増改
築事業 

事業費 33,190 ▲4,000 29,190 
国庫補助金等 25,700 ▲4,000 21,700 
一般財源 7,490 0 7,490 

鹿屋女子高等学
校施設整備事業 

事業費 785,817 ▲12,000 773,817 
国庫補助金等 746,276 ▲11,400 734,876 
一般財源 39,541 ▲600 38,941 

公立学校施設現
年発生単独災害
復旧事業 

事業費 18,638 ▲3,000 15,638 
国庫補助金等 1,800 ▲1,800 0 
一般財源 16,838 ▲1,200 15,638 

公立学校施設現
年発生補助災害
復旧事業 

事業費 3,650 ▲3,650 0 
国庫補助金等 3,622 ▲3,622 0 
一般財源 28 ▲28 0 



4 

 

 
 
【学校教育課】 
１ 補正の理由 

  各種契約（委託）に係る入札執行残及び計画変更、実績見込みにより減額補正を行うもの 

（１）対象事業 （全事業減額補正）               単位：千円 

事業名 補正前額 ３月補正額 補正後予算額 

鹿屋市奨学資金経費 24,157 ▲10,000 14,157 

小学校スクールバス業務委託事業 48,895 ▲3,500 45,395 

かのやＩＣＴ教育推進事業（小学校） 22,888 ▲4,000 18,888 

かのやＩＣＴ教育推進事業（中学校） 8,500 ▲1,600 6,900 

学校給食に要する経費（共通） 97,898 ▲3,500 94,398 

        計（５事業） 202,338 ▲22,600 179,738 

 

２ 補正の内容 

（１）鹿屋市奨学資金経費 ／ 補正額▲10,000千円 

   新規貸与者が当初計画見込数を大幅に下回ったことから減額する。 

【新規貸与者見込数】 

区分 見込み 実績 差 

高校生 10人 １人 ▲９人 

専門学校生 10人 ０人 ▲10 人 

大学生 20人 ５人 ▲15 人 

計 40人 ６人 ▲34 人 

 

（２）小学校スクールバス業務委託事業 ／ 補正額  ▲3,500千円 

   入札執行残による運行単価・運行回数減に伴い減額するもの 

   

（３）かのやＩＣＴ教育推進事業 （小学校）／ 補正額▲4,000 千円 

                               （中学校）／ 補正額▲1,600 千円 

   入札により生じた差額と契約期間の変更（４月→９月）により減額する 

   ・契約期間 Ｈ30.4.1～Ｈ35.3.31 → 【変更】Ｈ30.9.1～Ｈ35.8.31 

＜整備内容：テレビ型電子黒板、教師用タブレット、アクセスポイント（無線ＬＡＮ）整備配置＞ 

 

（４）学校給食に要する経費（共通）  ／ 補正額  ▲3,500千円 

   学校給食費に係る就学援助支給に伴う認定者数が大幅に下回ったため、減額するもの 

   【就学援助準要保護認定者数】 

区 分 当初認定見込み 実績見込み 差 

小学校 1,434人 1,345 人 ▲90人 

中学校 787人 737 人 ▲52人 
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報告 (1) 寿北小・笠野原小学校校舎増改築工事について 

 

○寿北小校舎増改築防音併行工事 

 

１ 事 業 概 要 

(1) 構造・面積  鉄筋コンクリート造３階建て 延べ床面積：1,679 ㎡ 

(2) 種 別  新教室棟 新築 

(3) 事 業 費  625,387 千円（工事関係） 

平成 29年度     

（30年度へ繰越） 

平成 30 年度 財源内訳 備考 

委託料（監理委託） 25,000 委託料 8,300 国 費 212,881 文科省・防衛省 

工事請負費 173,807 工事請負費 440,780 合併特例債 391,800 起債額 95％ 

計  176,307 計  449,080 一般財源 20,706  

  合計    625,387 合計 625,387  

 

(4) 工事工期  平成 30年３月 28日～平成 31年１月 15日 

   完成検査   平成 31年１月 24日・25 日 

(5)  整 備 室 普通教室(５室) 多目的教室（５室）図書室(1 室)家庭科室(1 室) 計 12室  

その他共用室等(児童トイレ・多目的トイレ・ＥＶ・昇降口) 

(6) 建 築 設 備 ・電気設備・給排水衛生設備・空調設備 

(7) 付帯設備  ・渡り廊下・太陽光発電設備 20ｋｗ   

 

○笠野原小校舎増改築防音併行工事 

 

１ 事 業 概 要 

(1) 構造・面積 構造：鉄筋コンクリート造３階建て 延べ床面積：2,684 ㎡ 

       （危険改築面積：1,504㎡ 増築面積：1,180 ㎡） 

         既設管理棟 耐力度点数：3,762 点（4,500 点以下が危険建物となる。） 

(2) 種 別 管理教室棟 新築 

(3) 事 業 費 1,017,554 千円（工事関係） 

平成 29年度 平成 30年度 財源内訳 備考 

委託料 14,274 委託料 22,460 国 費 277,670 文科省・防衛省 

工事請負費 226,615 工事請負費 740,341 合併特例債 678,700 起債額 95％ 

計  287,544 計  730,010 一般財源 61,184  

  合計      1,017,554 合 計 1,017,554  

 

(4) 工事工期  平成 29年 10月５日～平成 30年８月 20日 

   完成検査   平成 30年８月 28日・29 日 

(5) 整 備 室  管理諸室（校長室、職員室、保健室、事務室、用務員室、職員厚生室、給食受配室）  

普通教室(10) 特別支援教室（2）多目的教室（2）図書室 (1) 理科室（1） 

音楽室（1）教育相談室（1）児童会室（1）放送・印刷室(1) 計 27 室  

その他共用室等(児童トイレ・多目的トイレ・ＥＶ・教材室他) 

(6) 建 築 設 備  ・電気設備・給排水衛生設備・空調換気設備 

(7) 付 帯 整 備  ・渡り廊下・太陽光発電設備 20ｋｗ   
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報告（２）小中学校空調化推進事業について 

 

１ 事業目的 

  大阪府北部地震を契機としてブロック塀の安全対策、及び、昨年夏の猛暑に起因する児童生徒

等の熱中症対策として、文部科学省において「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」が創

設され、平成30年12月4日付けで交付金の内示があり、事業採択されたことから、小中学校空調

化推進事業、大規模改造事業により、空調未整備校の早期整備を図るもの。 

 

２ ３月補正要求内容                            （千円） 

小中学校空調化推進事業 

学校名 事業費 備  考 

祓川小 40,404 普通教室７室、特別教室４室、事務室、用務主事室 

大黒小 41,946 普通教室５室、特別教室４室、多目的、職員室、用務 

下名小 35,150 普通教室６室、特別教室４室 

南 小 1,800 職員室、用務主事室 

高隈中 44,900 普通教室４室、特別教室７室 

合 計 164,200  

中学校大規模改造事業 

学校名 事業費 備  考 

串良中 17,300 普通教室２室、特別教室４室 

 

 

３ 年度毎空調整備率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通教室 特別教室 管理室 全体

90.0% 80.0% 96.0% 87.3%

81.0% 70.0% 92.0% 77.0%

87.0% 76.0% 94.4% 83.5%

普通教室 特別教室 管理室 全体

99.0% 84.0% 100.0% 93.3%

81.0% 70.0% 92.0% 77.0%

94.0% 78.0% 97.0% 87.3%

普通教室 特別教室 管理室 全体

100.0% 84.0% 100.0% 93.7%

100.0% 79.0% 100.0% 88.9%

100.0% 82.0% 100.0% 91.9%

H32.7末
小学校
中学校

小中学校

H33.7末
小学校
中学校

小中学校

小学校
中学校

小中学校

 ・寿北小空調整備

 ・鹿屋東中増築・空調整備
 ・笠野原小空調整備
 ※普通教室・管理室空調化率100%

H31.7末
 ・串良中大規模改造
 ・小規模校空調整備
  (祓川・南・大黒・下名小/高隈中)
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報告（４）リナシティまるごとネオカルチャーについて 

 

 

 

 

イベント名 リナシティまるごとネオカルチャー 

事業名 文化のまち鹿屋魅力アップ事業 

事業目的 
昨年度のリナ博で取り込めなかった若年層へのアピールとサブカルチャー

の鹿屋市民への紹介と鹿屋の聖地化 

主 催 鹿屋市教育委員会 

実施日 平成 31 年１月６日（日） 

実施場所 
リナシティかのや（ホール・ギャラリー・情報研修室・ホワイエ・アトリ

エ工芸・茶室・和室・調理室・研修室等） 

参加者数 

2,553人（ホール 373人、ギャラリー650人、アトリエ工芸 35人、研修室

218人、和室・茶室 86人、調理・団体活動室 42人、情報研修室 94人、ホ

ワイエ 650人、プラネタリウム 105人、イベント広場 300人） 

実施内容 写真参照 

成 果 

・鹿屋市民にサブカル文化を紹介する良い契機となった。 

・新聞やテレビ、ラジオなど多くのメディアに取り上げられ、鹿屋市で行

っているサブカルチャーイベントを広く発信できた。 

・これだけたくさんのサブカルイベントが集まることは稀で、若年層のイ

ベントへの関心が高く、参加者が多かった。 

課 題 

・開場の 10時には人数が少なかった。コスプレイベント参加者は、着替え

や化粧に時間がかかること等を、考慮に入れるべきだった。 

・バーチャルユーチューバーの招聘や謎解きゲーム等、話題性は十分だっ

たが、なかなか年配の方の関心は引き出せなかった。 
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【アニメ飯教室】（調理室） 

 鹿屋中央高校調理クラブが講師となり、週刊

少年ジャンプ連載中の「食戟のソーマ」に登場

した台湾料理「胡椒餅（フージャオピン）」を

参加者と楽しく料理。９組 24名の参加だった。 

【ボードゲーム体験】（研修室１） 

 親子連れが想定より多かった関係で、単

純なカードゲームのほうを選択する割合が

多かった。人が途切れることが無く、延べ

200人以上が訪れ、裾野を広げた。 

【ジオラマ教室】（アトリエ工芸） 

 募集期間内に定員に達し、好評であった。

教え方も上手く、時間内に完成していた。 

【デジタルアート・ライブペイント】（ホワイエ） 

 線画がみるみる色鮮やかになっていく様は周囲

を魅了し、作品展示も大変好評でした。 

【謎解きゲーム】（情報研修室） 

 全国的（特に小学生）に大人気のゲームで、

ひらめきと発想の転換で謎を解いていく。全四

公演（１公演定員 32 名）を行い、中には知ら

ない人同士で協力し、謎に挑戦していました。

延べ 94名が参加した。 

【Ｖ Ｔｕｂｅｒ ＲＯＯＭ】（ギャラリー） 

 活動期間１年未満ながら、すでに３万人以

上のファンがいるバーチャルアーティストの

「鴨見カモミ」が九州初登場。県外から来た

熱心なファンは、１日中滞在していた。目新

しさもあり、延べ 650 人が参加。 


