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第１号議案 平成 27 年広島県議会 12 月定例会に提案される教育委員会関係の議案に対する意見につ

いて  

 

下﨑教育長： それでは，第１号議案，平成 27 年広島県議会 12 月定例会に提案される教育委員会関

係の議案に対する意見について，畦地総務課長，説明をお願いします。 

畦地総務課長： それでは，第１号議案について御説明申し上げます。 

平成 27 年広島県議会 12 月定例会に提案される教育委員会関係の議案につきまして，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条により，知事から意見を求められてお

りますので，これに同意する旨の回答をすることにつきまして，御提案申し上げるもの

でございます。 

今回，議会に提案されます教育委員会関係の議案は，１枚目資料の中ほどにございま

す（１）から（４）の４件でございます。 

資料に沿って順に御説明をいたします。 

まず，４ページをお開きください。 

これは，「広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例の一部を改正

する条例案」についてでございます。 

今回の改正につきましては，教育委員会の権限に属する事務の一部を，市町が処理す

る特例の対象となる市町を追加するために必要な改正を行うものでございます。 

具体的には，文化財保護法に基づく事務のうち，埋蔵文化財に関する事務の一部を廿

日市市が処理する特例を定めようとするものでございます。 

埋蔵文化財に関する事務については，平成 17 年４月に三次市への移譲を開始いたしま

して，これまで９市２町に移譲をしております。 

これらの事務を移譲することによりまして，当該事務処理の迅速化が図れるとともに，

市町におきまして事務処理を円滑に行うための体制整備が推進され，文化財の保存，活

用に資するものと考えているところでございます。 

続きまして，11 ページをお開きください。 

ここからが，「工事請負契約の変更について」でございます。 

平成 26 年度の議会で議決を得ました請負契約の３件につきまして，労務単価等の変動

に伴います設計変更によりまして請負契約金額を変更するという事態が生じております。 

 この中で，増加額が 2,500 万円を超えるものにつきまして，議会の議決を求めるもの

でございます。 

11 ページは府中高等学校の校舎改築工事についてでございます。 

これは，平成 26 年県第 90 号議案によりまして契約を締結することについて議決を得

ているところでございますけれども，この改築工事につきましては現請負金額５億

8,298 万４千円のところ，変更請負金額として６億 1,607 万 4,120 円ということで，増

加額 3,309 万 120 円となってございます。 

次に，15 ページを御覧いただければと思います。 

ここからが，福山誠之館高等学校の校舎改築工事についてでございます。 

これも平成 26年県第 118号議案により契約を締結することについて議決を得ていると

ころでございます。現請負金額が８億 1,334 万８千円のところでございますが，変更請  

負金額として８億 6,346 万 3,240 円で，増加額は 5,011万 5,240円となってございます。 

次に，19 ページを御覧いただければと思います。 

これは，福山商業高等学校の校舎改築工事についてでございます。 

これも平成 26年県第 120号議案によりまして契約を締結することについて議決を得て

おります。現請負金額が７億 1,928 万円のところ，変更請負金額が７億 6,933 万 1,520

円で，増加額は 5,005 万 1,520 円となってございます。 

続きまして，20 ページを御覧いただき，ここからが「権利の放棄について」でござい

ます。 

「業務委託契約の解除に伴う違約金」，「高等学校授業料」及び「高等学校定時制課

程及び通信制課程修学奨励金貸付元金」に係る債権について，権利を放棄するものでご

ざいます。 

まず，20 ページは「業務委託契約の解除に伴う違約金」についてでございます。 

権利を放棄することとなる債権は，資料の中ほどの「２ 放棄する権利」にございま



2 
 

すとおり，平成 25 年度及び平成 26 年度の業務委託契約の解除に伴います違約金でござ   

います。 

平成 25 年度分の債権額は，54 万 3,178 円でございます。 

これは，教職員公舎給水設備保守点検業務などの契約解除に伴うものでございまして，

債務者は株式会社丸ノ内ファシリティでございます。平成 27 年 10 月 14 日に同社の破産

手続きが終了いたしましたけれども，当該債権に対する配当はなく，当該債権の回収が

不可能となったものでございます。 

平成 26 年度分の債権額は 31 万 2,638 円でございます。 

これは，福山少年自然の家庁舎総合管理業務の契約解除に伴うものでございます。債

務者は美装センター株式会社でございます。同社は，現在，破産手続中でございますが，

平成 27 年９月 10 日付けで破産管財人から当該債権に対する配当の見込みがないとの証

明書が送付されまして，事実上，当該債権の回収が不可能となったものでございます。 

業務委託契約の解除に伴う違約金について，権利を放棄することとなる債権の総額は，

85 万 5,816 円でございます。 

なお，この株式会社丸ノ内ファシリティと美装センター株式会社に係ります業務委託

契約の解除に伴う違約金の債権につきましては，教育委員会のほか知事部局等において

も，この度，権利を放棄することとしているところでございます。22 ページを御覧いた

だければと思いますけれども，議案の中ほどにございます「業務委託契約の解除に伴う

違約金」という額で知事部局分と合算をしたものとなってございます。 

次に，24 ページを御覧いただければと思います。 

ここからが，「高等学校授業料」及び「高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励

金貸付元金」についてでございます。 

この債権につきましては，回収努力を行っても回収できない状況で時効期間が経過し

たものについて，権利を放棄するものでございます。 

24 ページには，今回，権利放棄することとなる債権の年度と金額につきまして，表に

お示しをしているとおりでございます。 

「高等学校授業料」につきましては，債務者は３名で，総額 10 万 5,620 円，「高等学

校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付元金」につきましては，債務者は２名で，

総額 20 万７千円となっております。 

これらの債権につきましては，債務者宅への訪問や支払督促の申立て等の法的措置な

どを行って参りましたが，各債権の債務者あるいは関係する連帯保証人が，自己破産，

生活困窮，所在不明のいずれかに該当しまして，差押え可能な財産も見当たらないなど，

回収努力を行っても回収できない状況で時効期間が経過したものでございます。 

このため，これらの債権について放棄するものでございます。 

続きまして，30 ページを御覧ください。 

ここからが「公の施設の指定管理者の指定について」でございます。 

広島県総合グランドにつきましては，現在の指定管理期間が本年度末で完了いたしま

すことから，次期指定管理者を選定するため，指定管理者選定委員会の教育委員会部会

におきまして，そこに記載の「セイカスポーツセンター・鹿島建物・西尾園芸共同企業

体」をその候補者として選定したところでございます。 

指定期間は，平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの５年間でございます。 

地方自治法第 244 条の２の規定によりまして，「普通地方公共団体は，指定管理者の

指定をしようとするときは，あらかじめ，当該普通地方公共団体の議会の議決を経なけ

ればならない。」となっておりますことから，今回議会の議決を求めるものでございま

す。 

以上が，今回提案されます教育委員会関係の議案でございます。 

教育委員会の関係課が確認し，内容に問題がないことから，同意することが適当であ

ると考えております。説明は以上です。 

御審議のほど，よろしくお願いいたします。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見等はございますか。 

中 村 委 員： 権利の放棄のところ，「業務委託契約の解除に伴う違約金」のところです。 

福山少年自然の家庁舎総合管理業務のところですが，３点確認をさせていただきたい

んですけれども。 

まず，業者の選定を行ったのは知事部局であるのかということ。それから，この放棄

する債権，違約金という性格なんですけれども，前払いしているその委託料なのか，そ
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れとも中途解約に伴う純粋の売上金なのかということ。３点目は，先方の破産に伴って，

違約に伴って，実質的な影響が，運営の影響があったのかというところを教えてくださ

い。 

畦地総務課長： まず，１点目の業者の選定でございますけれども，これは事前に県の競争入札参加資

格というものを得ております業者でございまして，必要な委託契約を締結する場合に数

社からの入札なり，随意契約で金額的に妥当だというのを選んでいるという状況でござ

います。 

２点目の違約金でございますが，これは実際には業務の履行を確認して，その都度委

託料を払っております。今回の違約金は契約を解除するということで，契約書の中に，

契約金額の 10％を，契約を途中解約した場合には違約金を求めるという形のものでござ

います。 

ですから，基本的に，契約を解除したことによって違約金が発生したということでご

ざいますので，今までの業務なり，あるいは県の経費に何か影響があったというもので

はございません。 

ちなみに，違約金が発生した分につきましても，履行完了後の支払い部分を相殺で一

部違約金から落としているという状況もございます。 

中 村 委 員： もう１点，運営に影響はなかったかというのは，いかがですか。 

畦地総務課長： 直ちに，別の業者を緊急の随意契約で選定をしたしまして，その庁舎管理については

申し分ないという形で回しております。 

下﨑教育長： そのほか，御質問等はございませんか。  

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

採決に移ります。 

原案に賛成の方は，挙手をお願いいたします。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

下﨑教育長： 全員賛成と認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

第２号議案 知事の専決処分に対する意見について 

 

下﨑教育長： 続いて，第２号議案，知事の専決処分に対する意見について，畦地総務課長，説明を

お願いします。 

畦地総務課長： それでは，第２号議案について，御説明を申し上げます。 

知事が地方自治法第 180 条の規定により専決処分をしようとする教育委員会関係の事

案につきまして，地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして，知事から意

見を求められておりますので，これに同意する旨の回答をすることにつきまして，御提

案を申し上げるものでございます。 

専決処分の内容は，２件の工事請負契約の変更についてでございます。 

平成 26 年度に議会の議決を得ました２件の工事の請負契約につきまして，労務単価等

の変動に伴う設計変更により，請負契約金額の変更をするということの必要が生じたも

のでございます。 

先ほどの第１号議案で，教育委員会関係の議案に対する意見につきまして，３件の工

事請負契約の変更を御説明させていただきました。この２件の工事請負契約につきまし

ては，その増加額が 2,500 万円以内であることから知事が専決処分をいたしまして，議

会に報告するという形になっているものでございます。 

４ページを御覧ください。 

平成 26 年県第 91 号議案により契約を締結することについて議決を得ました広島県立

芦品まなび学園高等学校の校舎改築その他工事でございます。現請負金額が５億 6,808

万円のところ，変更請負金額は５億 8,993 万 4,880 円で，増加額は 2,185 万 4,880 円と

なっております。 
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次に，９ページを御覧ください。 

吉田高等学校の校舎改築工事でございます。 

これは，平成 26 年県第 119 号議案により契約を締結することについて議決を得ている

ところでございます。現請負金額６億 3,471 万６千円のところ，変更請負金額が６億

5,941 万 7,760 円で，増加額は 2,470 万 1,760 円となっております。 

変更の内容につきましては，知事部局等，教育委員会の幹部で調整が整っております

ことから，同意することが適当であると考えております。説明は以上です。 

御審議のほど，よろしくお願いします。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございますか。 

細 川 委 員： この工事請負契約の変更を認めなくてはいけないタイミングというんですか，工事が

ほぼ終わって，精算の段階でこういう不足額が出たと理解してよろしいのですか。 

畦地総務課長： この変更契約につきましては，基本的に基準がございまして，残工事が２か月以上残

っているもので，契約書上，非常に労務単価あるいは材料費が上がって，複雑な計算は

ございますけれども，請負業者の方からこういう変更契約を，契約額を見直したいとい

う申入れがまずあって，それから我々が判断して認めるというような形で。こういう請

負契約の場合は，おおむね，その元契約額の 30％以内の変更契約額について，議会の議

決を得たりしているという状況でございます。 

細 川 委 員： もう１点。例えば，９ページの四の２の第７号の条例が昭和 39 年広島県条例第 29 号

ということの第２条の規定によりとなっておりますが，2,500 万円という金額は時代の

流れで変化してきたんですか，それとも，昔からですか。 

畦地総務課長： 条例設定がこの時期でございまして，額はずっと変化はしてきてございます。 

細 川 委 員： はい，分かりました。 

二 宮 委 員： 武田組と占部建設，第１号議案にも第２号議案にも出てきますが，府中の高等学校と

芦品。入札をするときにすごく低くしていると。で，30％かなんかの範囲内で，後から

調整すればいいと。 

私のところも後から値上げされて，すごくもめて。最初の，ある種の順位が付きます

よね，入札のときはね。どうもその人の入札の方が良かったんじゃないかとかですね，

もめてもめてもめたんですよ。しかも，それが一番安いところであれば，いいですよね。

でもそうじゃないときもたまたまあるんだそうです。それを経験したものですから，何

かこれが悪用されているんじゃないかと。どうしても払わなくっちゃならなくなるんで

すよね。もう向こうも目の前に立っているわけだから。それをですね，幅が大きすぎる

んではないかと。私が言うことじゃなくて，県議会とか事務局の人が言うことかもしれ

ないのですけれども，一般的にこういうのはどんな考えなんですかね。 

中 村 委 員： 関連でいいですか。2,500 万円までは知事が専決できるという中で，2,470 万円の増

加というのが，二宮先生がおっしゃるのと少し同じようなニュアンスなんですけれども，

専決できる範囲でなら増額してもらい易いみたいな雰囲気が，まさかないとは思うんで

すけれども。この仕組みと照らし合わせると，そういうふうに見えなくもないところも

ありますんで。途中で増額というのは基本的にはよっぽどのことがない限りないと思い

ますので，まずいのが常態化しないようにしてもらった方がいいのかなと思います。 

畦地総務課長： 今回，建設工事の請負約款で，請負代金が著しく不適当となったという，インフレと

かデフレっていうようなことで，そうなったときには受注業者は申し出ることができる

というのが，いわゆる，工事請負契約なんかの約款で全国どこでも，そういうことはご

ざいます。調べますと，たまたま今回は福山地区が生コンの価格が相当跳ね上がったと

いうか，そういうふうな状況もございまして。その積算については提出を受けた後に県

の方でも再積算いたしまして，この額が確かに妥当であろうというようなところの判断

はしているところでございます。ですから，いずれにしてもその適正な価格で入札を受

けるときには設計をいたしまして，入札最低価格みたいなものもいろいろさせていただ

いて，質の担保というところはやっているという状況でございます。 

下﨑教育長： そのほか，御質問等はございませんか。  

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

採決に移ります。 

原案に賛成の方は，挙手をお願いいたします。 
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（ 全 員 挙 手 ） 

 

下﨑教育長： 全員賛成と認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

以上で本日の会議の全ての日程を終了いたします。 

 

（14:11） 
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