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川野 美智明 

子ども未来室 
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件 名 「わいわい子どもセンター完成を祝う会」の開催について 

 

核家族化や共働き世帯の増加など子育て世帯を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、

油谷地区の子育て支援拠点として、平成 25 年度から着手した「わいわい子どもセンター」

に関連する全ての工事が完了しました。 

つきましては、新しい施設の使用を開始するにあたり、下記及び別紙のとおり「わいわ

い子どもセンター完成を祝う会」を行います。 

 

記 

 

１ 日 時  平成 27 年 3 月 26 日（木） 11：00～ 

      

２ 場 所  わいわい子どもセンターグラウンド（長門市油谷新別名 672 番地 1） 

 

３ 主催者  長門市 

 

４ 内 容  式辞、来賓祝辞、工事経過報告、感謝状贈呈、児童代表のことば 

       万歳三唱、テープカット、施設見学 

 

５ 出席者  約 30 名【別紙参照】 

 

６ 概 要  別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「わいわい子どもセンター」完成を祝う会 
 

日時：平成 27年 3月 26日（木）11時 00分～ 

場所：「わいわい子どもセンター」前広場 

 

１．１．１．１．完成を祝う会完成を祝う会完成を祝う会完成を祝う会    式次第式次第式次第式次第    

 （１）開式のことば 

 （２）式辞 

（３）来賓祝辞 

 （４）工事経過報告 

 （５）感謝状の贈呈（施工業者を代表し、共栄建設（株）へ贈呈予定） 

 （６）児童代表のことば 

 （７）万歳三唱 

 （８）閉式のことば 

 

２．２．２．２．テープカットテープカットテープカットテープカット    

        テープカット 5名 
  （市長、議長、油谷小・向津具小児童代表、油谷子育て支援センター利用者代表） 

 

３．３．３．３．施設見学施設見学施設見学施設見学    



 

完成を祝う会案内者リスト 

【来賓】 

番号 氏 名 役 職 

1 三輪 徹 長門市議会議長 

2 長尾 実 長門市議会副議長 

3 三村 建治 文教厚生常任委員長 

4 岩藤 睦子 文教厚生常任副委員長 

5 重村 法弘 文教厚生委員 

6 末永 卓也 文教厚生委員 

7 岡藤 一男 東大坊自治会長 

8 中村 典生 油谷小学校長 

9 堀川 勝祥 向津具小学校長 

10 岡田 年生 油谷小学校 PTA 会長 

11 品川 朋子 油谷小学校 PTA 副会長 

12 北川 昌弘 向津具小学校 PTA 会長 

13 萩山 尚江 向津具小学校 PTA 副会長 

14 五嶋 密枝 菱海保育園長 

15 平川 幸弘 菱海保育園保護者会会長 

16 田村 洋子 主任児童委員 

17 林 香織 主任児童委員 

18 村尾 多佳子 読み聞かせボランティア 

19 藤津 麻里 読み聞かせボランティア 

 

【施工業者】 

番号 会社名 代表者 

1 共栄建設（株） 森福 謙治 

2 （株）おきた 沖田 安男 

3 （有）ツヨシ電設 中野 強 

4 
ウッドネット 
西部やまぐち 
協同組合 

義満 謙二 

5 香月建築 
設計事務所 

香月 理樹 

6 松浦設備設計 松浦 清尊 

7 (有)十亀建設 十亀 正樹 

8 大久保大器（株） 安田 透 

 



わいわい子どもセンター建築事業の概要 
 

１ 事業年度 平成２５年度～２６年度 

 

２ 事業費  約１億３，５００万円 

 

３ 設計施工 設計・監理２社、施工６社 

 

４ 主な経緯 

  平成２５年 ９月１７日 油谷中央公民館解体工事着手 

  平成２５年１１月２６日 地質調査 

  平成２６年 ６月 ２日 市有林製材業務着手 

  平成２６年 ９月 ６日 建築工事着手 

  平成２６年 ９月１３日 遊具設置工事着手 

  平成２６年１０月２２日 施設外構工事着手 

  平成２７年 ２月 ９日 遊具設置工事完成 

  平成２７年 ２月２４日 施設建築工事完成 

  平成２７年 ３月１９日 施設外構工事完成 

  平成２７年 ３月２６日 わいわい子どもセンター完成を祝う会 

 

５ 施設概要 

（１） 建築位置  長門市油谷新別名６７２番地１ 

（２） 敷地面積  ３，３８１．７６㎡ 

（３） 建築面積    ２１２．８２㎡ 

（４） 構造    木造平屋造り 

（５） 各施設   油谷児童クラブ     ６７．０８㎡ 定員３５人 

面積定員  油谷子育て支援センター ７４．５３㎡  

（６） 着工    平成２５年９月 

（７） 完成    平成２７年３月 

（８） 共用開始  平成２７年４月 １日 

 



 

６ 事業費の概要 

  平成２５年度 

  油谷中央公民館解体工事              ２８，８７５，０００円 

  構造設計業務委託                     ７７７，０００円 

  設備設計業務委託                    ７２９，７５０円 

  地質調査業務委託                     ４９，１４０円 

  小計                       ３０，４３０，８９０円 

 

  平成２６年度 

  建築工事                     ３７，２６１，０８０円 

  機械設備工事                   １７，５９７，５２０円 

  電気設備工事                   １７，７８２，２００円 

  製材業務委託                    ５，５７３，０００円 

  構造設計監理業務委託                  ３５６，４００円 

  設備工事監理業務委託                  ５０７，６００円 

  外構工事                     １４，０６１，６００円 

  遊具設置工事                    ９，９９９，９３６円 

  その他工事                       ７５６，０００円 

  備品                          ２３６，５２０円 

  小計                      １０４，１３１，８５６円 

 

  総事業費                    １３４，５６２，７４６円 

 

  財源内訳 

  国庫補助金 

子育て支援特別対策事業施設整備費補助金 

６，４８０，０００円 

   再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金） 

            ２０，３８４，０００円 

  県費補助金 

放課後児童クラブ整備費県費補助金        １５，７０４，０００円 

    

  宝くじの社会貢献広報事業（コミュニティ助成事業）  ９，９００，０００円 

  合併特例債                    ７７，０００，０００円 

  単独市費               ５，０９４，７４６円 

 


