千葉県立千葉中・千葉高教育環境整備支援事業経過報告書
平成25年11月現在

No.

年月日

1

平成23年１月15日（土）

2

3

事業名

内容及び概要

平成23年度 千葉高同窓会理事 理事会議案のその他で「教育環境整備支援」について

（於：千葉高大会議室）

会

総会に議案として提案する旨の説明が行われた。

平成23年２月５日（土）

平成23年度 千葉高同窓会総会 別紙の議案８により「母校運動場拡充のための募金」

（於：アパホテル＆リゾート東京

が総額7500万円で平成23年〜24年の１年間で募金活

ベイ幕張）

動を開始する案が提案され、満場一致で可決された。

平成23年２月15日（火）

「総合教育センター葛城分館取

千葉県教育委員会 鬼澤教育長宛に、霜同窓会長名

壊し後の跡地利用依頼」文書を

で、学校隣地にある「総合教育センター葛城分館」が

発送

解体工事後に、千葉中・千葉高生のための運動場拡張
へ理解を求めた。

4

5

6

平成23年10月３日（月）

平成23年12月７日（水）

平成24年１月21日（土）
（於：千葉高大会議室）

千葉中・千葉高校校長に対し、

寄附金を募集するにあたり、東京国税局に所得税の減

教育委員会へ「採納予定証明

免申請するための必要書類として、千葉県教育委員会

書」の交付をお願いする文書を

が発行する「採納予定証明書」の交付をお願いした。

発送
千葉県教育委員会教育長へ「採

寄附金を募集するにあたり、東京国税局に所得税の減

納予定証明書」の交付をお願い

免申請するための必要書類として、千葉県教育委員会

する文書を発送

が発行する「採納予定証明書」の交付をお願いした。

平成24年度 千葉高同窓会理事 震災で遅らせていた「母校運動場拡充のための募金」
会

を２月より25年１月までの１年間の予定で行うことを
提案し、承認された。
ただし、国税局への確認申請等の事務手続きの遅れの
ため１ヶ月遅らせて実施。諸般の事情で更に遅れる場
合もある旨了承を得た。

7

平成24年２月１日（水）

同窓会報第４１号発行

事務局長名で「教育環境整備支援寄付金について」記
載。在校生、同窓会会員に4,500部を配布。

8

平成24年２月４日（土）

平成23年度 千葉高同窓会総会 「母校運動場拡充のための募金」を国税局への確認申

（於：アパホテル＆リゾート東京

請等の事務手続きの遅れのため１ヶ月遅らせて、３月

ベイ幕張）

より25年２月までの１年間の予定で行うことを提案し

平成24年３月13日（火）

諸般の事情で更に遅れる場合もある旨了承を得た。
千葉高同窓会 霜会長宛に千葉県教育委員会鬼澤教育

承認された。

9

「採納予定証明書」が交付

長より証明書が交付された。

10

平成24年３月15日（木）

源泉税減免措置申請

東京国税局へ寄付金に対する源泉税の減免措置願いを
申請

11
12
13

平成24年３月15日（木）

平成24年４月18日（水）

平成24年４月26日（木）

「事後報告等に関する確認書」

同窓会長名により東京国税局長に対して、記載の４項

について

目を確認する旨の文書を発送した。

「母校運動場拡充のための募

定時制課程1,967名、全日制課程19,063名、合計

金」趣意書発送

21,030名に発送。

東京国税局より、東局課一個第

「母校運動場拡充のための募金」で集めた寄附金は、

１５９号、東局課二法第６１ 所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第３７条
７号で承認

14

平成25年１月19日（土）

第３項第１号に規定する「国又は地方公共団体に対す

る寄附金」であることが確認された。
平成25年度 千葉高同窓会理事 募金額が6,645万円と88.6％に達したこともあり、

（於：千葉高大会議室）

会

「新運動場整備実行委員会」設置を提案。承認され

平成25年２月１日（水）

同窓会報第４２号発行

募金額が6,645万円に達したことと「新運動場整備実

た。

15

行委員会」の新設について記載。

16

平成25年２月９日（土）

平成24年度 千葉高同窓会総会 「新運動場整備実行委員会」設置案が承認された。

（於：京成ミラマーレ）

委員長は会長一任。副委員長、委員については委員長
に一任することを承認。
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No.
17

年月日
平成25年５月21日（火）

事業名

内容及び概要

千葉高同窓会役員会

議事

（於：ホテルプラザ菜の花）

新運動場整備実行委員会の構成について検討。
実行委員長に千葉県ＯＢの土岐紘史（S35卒）を選

18

平成25年５月28日（土）
（於：松原建設(株)会議室）

同窓会役員と実行委員長打合せ
会

出。
選出された実行委員長と副委員長候補について検討
し、長谷川友善（S36卒）、神代隆史（S47卒）の2
名を副委員長に、相談役に佐川信夫（S33卒）を選
出。委員に中学校の体育科教諭、阿佐事務局長、永井
事務長。実行委員会規程を定め即日施行開始。事務局
は千葉県立千葉高等学校に置くこととした。

19

平成25年６月５日（水）
（於：千葉高応接室）

20

平成25年６月７日（金）
（於：松原建設(株)会議室）

第１回

同窓会役員と正副実行委員長が学校側と打ち合わせ会

新運動場整備実行委員会

を行い、運動場の使用方法や希望を拝聴した。

第２回

県内の受注ランキングより設計業者の選定作業を行

新運動場整備実行委員会

い、下記の大手３社に決定した。
① 株式会社千都設計事務所
② 株式会社榎本設計事務所
③ 株式会社桑田設計事務所

21

平成25年６月11日（火）

「設計委託仕様書」の内容を協議検討した。

第３回

（於：三井ガーデンホテル千葉） 新運動場整備実行委員会

22

平成25年６月13日（木）

入札予定の設計業者へ「設計委
託仕様書」を発送。

６月７日に選定した３社へ「設計委託仕様書」等を発
送し、入札への参加依頼を行った。
入札期限は６月末日。

23

平成25年６月28日（）

財務施設課への表敬訪問

（於：千葉県財務施設課）

学校長、事務長と共に実行委員長と同窓会事務局長が
訪問。同窓会より学校へ寄付する場合の手続きの詳細
について説明を受けた。

24

平成25年７月５日（金）
（於：松原建設(株)会議室）

25

平成25年７月17日（水）

第４回

入札結果の報告並びに設計業者決定。

新運動場整備実行委員会
第５回

「設計・監理業務委託契約書（案）」の内容について

（於：三井ガーデンホテル千葉） 新運動場整備実行委員会

検討・協議。
設計料の支払い条件を決定。

26

平成25年７月23日（火）
（於：千葉高応接室）

第６回

千都設計事務所と業務委託契約を締結。

新運動場整備実行委員会

基本設計業務は 平成25年７月５日〜25年７月31日

設計・監理業務委託契約の締結

実施設計業務は 平成25年８月１日〜25年８月31日
管理業務は

平成25年９月１日〜26年２月28日

とする。

27

平成25年８月１日（木）

第７回

千都設計より、下記３種の設計図面と設計金額の提示

（於：三井ガーデンホテル千葉） 新運動場整備実行委員会

を受ける
１．25mmロングパイル人工芝
２．19mm人工芝
３．岩瀬砂
予算により25mmの人工芝は見送る。

28

平成25年８月８日（木）
（於：千葉高応接室）

第８回

第７回で修正意見が出た部分を修正し、学校へ説明を

新運動場整備実行委員会

行った。メンテナンスコストも含め、19mm砂入り人
工芝で進めることで一致。

29

平成25年８月23日（金）

設計業者を交えて財務施設課と

設計業者と交えて運動場について協議

（於：千葉県財務施設課）

の第１回会議

長短２種類の人工芝と岩瀬砂の工事費比較表を提出し
たが、砂入り人工芝・天然芝・岩瀬砂での工事費比較
を要望される。

30

平成25年９月４日（水）
（於：千葉高応接室）

第９回

財務施設課との第１回会議を受けて、変更した図面、

新運動場整備実行委員会

メンテナンスコスト等の積算について、千都設計より
説明を受けた。
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No.
31

年月日
平成25年９月５日（木）
（於：千葉県財務施設課）

事業名

内容及び概要

設計業者を交えて財務施設課と

前回要望の３種の工事費比較表とそれぞれのイニシャ

の第２回会議

ルコスト、35年で計算したコスト比較表を提出。
財務施設課より子供の健康面から天然芝が最適との意
見を伺う。
学校希望は砂入り人工芝であり、結論を急ぎたいと要
望する。次回18日に結論。

32

平成25年９月18日（水）

設計業者を交えて財務施設課と

財務施設課より、砂入り人工芝を了承。ただしメンテ

（於：千葉県財務施設課）

の第３回会議

ナンス費用は岩瀬砂と同等で行うよう。
9月末までに図面を完成、寄附の申請を行うので、11
月着工ができるようお願いした。

33
34

千都設計と財務施設課とで最終確認作業を行う。

平成25年９月27日（金）

設計業者と財務施設課の第４回

（於：千葉県財務施設課）

会議

平成25年10月２日（水）

第10回

財務施設課との第４回会議で決定した図面、積算につ

新運動場整備実行委員会

いて千都設計より説明を受けた。

（於：千葉高応接室）

業者選定作業は５社とする。
地元説明会の開催は学校より行う。
早急に寄附申請を行うこと。

35

平成25年10月４日（金）

寄附申請書提出

千都設計より最終図面を朝受け取る。

（於：千葉県財務施設課）

同窓会より寄附申請書を学校へ提出。
（同窓会役員名簿、実行委員会規定、経過報告書を添
付）

36

平成25年10月11日（金）

指名競争入札通知書発送

業者選定作業で指名した１０社に対して、千都設計事
務所より同窓会長名の指名競争入札通知書をFAXにて
発信した。
内容は、別紙の「通知書発送」を参照
現場説明会は下記により行う。
日 時

平成25年10月17日 14:00〜

場 所

千葉県千葉市中央区葛城１５２

千葉県立千葉中学校・千葉高等学校 １階応接室

37

平成25年10月17日（木）
（於：千葉高応接室）
14:00

第11回

財務施設課より追加依頼があった部分を修正した図面

新運動場整備実行委員会

で千都設計より説明行う。

現場説明会

その後、現場において説明会を開催した。
入札は、郵送で10月25日（金）17:00 厳守。
開札は、10月28日（月）11時より行う。

38

平成25年10月28日（月）
（於：千葉高応接室）
11:00

第12回

実行委員会の土岐委員長により開札を行う。

新運動場整備実行委員会

入札には６社が応札したが、最低制限価格以下はな

開札

く、60,875,000円（税抜）の日本体育施設株式会社
に決定した。

39

平成25年10月31日（木）
（於：千葉高応接室）

新運動場整備事業工事委託契約

落札した日本体育施設株式会社と同窓会との間で契約

締結

を締結した。

新運動場整備事業近隣説明会

新運動場近隣住民の方々に町会を通じて呼びかけ、９

12:00

40

平成25年11月７日（木）
（於：千葉高大会議室）

世帯の方々が出席。日本体育施設と千都設計事務所よ

19:00

り工事の概要説明を行った。防球ネット、防砂ネッ
ト、砂入り人工芝の現物が無いため、後日各戸に現物
を持って説明に伺うことになった。各戸の建物調査も
行う。

3

