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議案第 ７５ 号  

 

負担付きの寄附を受けることについて 

 

次のとおり負担付きの寄附を受けることについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第９号の規定により、市議会の議決を求める。 

 

令和３年８月１７日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子  

 

１ 寄附の内容 

⑴ 土地 

所在地 地目 面積（㎡） 

周南市学園台835番1 学校用地 14,457    

周南市学園台842番2 学校用地 6,902    

周南市学園台843番4 学校用地 17,165    

周南市学園台909番92 学校用地 585    

周南市学園台909番139 学校用地 1,536    

周南市学園台909番140 雑種地 916    

周南市学園台915番2 学校用地 1,933    

周南市学園台915番11 山林 2,074    

周南市学園台916番5 学校用地 897    

周南市学園台916番8 学校用地 3,407    

周南市学園台920番6 学校用地 268    

周南市学園台3536番4 学校用地 26    

周南市学園台3704番18 雑種地 28    

周南市孝田町64番2 宅地 4.65 

周南市大字徳山字下馬屋173番1 田 821    
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周南市大字徳山字やとら213番 田 945    

周南市大字徳山字やとら213番1 雑種地 23    

周南市大字徳山字やとら214番2 雑種地 122    

周南市大字徳山字やとら214番3 雑種地 2,698    

周南市大字徳山字やとら215番1 雑種地 0.88 

周南市大字徳山字イタダキ10076番1 山林 187    

周南市大字徳山字イタダキ10076番5 山林 2,022    

周南市大字徳山字イタダキ10076番8 山林 272    

周南市大字徳山字イタダキ10077番1 山林 666    

周南市大字徳山字イタダキ10077番4 山林 162    

周南市大字徳山字馬屋西向キ10078番1 山林 2,874    

周南市大字徳山字馬屋西向キ10078番2 畑 995    

周南市大字徳山字馬屋西向キ10078番3 畑 401    

周南市大字徳山字岩ガリ10086番 山林 7,933    

周南市大字徳山字岩ガリ10087番 保安林 1,930    

周南市大字徳山字岩ガリ10088番1 山林 6,541    

周南市大字徳山字岩ガリ10089番 山林 6,727    

周南市大字徳山字岩ガリ10090番 山林 4,869    

周南市大字徳山字岩ガリ10091番1 山林 12,403    

周南市大字徳山字岩ガリ10093番1 山林 264    

周南市大字徳山字岩ガリ10093番2 山林 64    

周南市大字徳山字岩ガリ10094番2 山林 723    

周南市大字徳山字グイメケ浴10096番12 原野 169    

周南市大字須々万奥字熊毛上1426番1 雑種地 1,084    

周南市大字須々万奥字大迫1429番7 雑種地 777    

周南市大字須々万奥字大迫1429番9 雑種地 447    

周南市大字須々万奥字大迫1429番10 雑種地 2,782    

周南市大字須々万奥字熊毛中1438番8 雑種地 16    

周南市大字須々万奥字白砂川北10541番38 雑種地 4,714    
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周南市大字須々万奥字白砂川北10541番40 雑種地 180    

周南市平原町108番 宅地 591.33 

合計 114,601.86 

⑵ 建物 

所在地 名称 構造 延床面積

（㎡） 

周南市学園台843番地4 １号館、２号

館、３号館 

鉄筋コンクリート造陸

屋根４階建 
1,795.20 

周南市学園台843番地4 

外  

本館、図書館、

４号館 

鉄筋コンクリート・鉄

骨造陸屋根コンクリー

ト屋根６階建 

9,258.36 

エレベーター室 鉄骨造陸屋根２階建 13.50 

周南市学園台843番地4 ５号館 鉄筋コンクリート造陸

屋根４階建 
1,228.59 

周南市学園台843番地4 ６号館 鉄筋コンクリート造陸

屋根２階建 
352.00 

周南市学園台843番地4 

外 

７号館 鉄筋コンクリート造陸

屋根平家建 
272.25 

周南市学園台843番地4 

外 

８号館 鉄筋コンクリート造陸

屋根３階建 
1,505.84 

周南市学園台843番地4 ９号館 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 
328.86 

周南市学園台843番地4 

外 

10号館 鉄筋コンクリート造ア

スファルト葺地下１階

付平家建 

706.10 

周南市学園台909番地

139 外 

11号館 鉄筋コンクリート造陸

屋根５階建 
4,351.81 

周南市学園台842番地2 

外 

記念館 鉄筋コンクリート・鉄

骨造亜鉛メッキ鋼板葺
2,183.21 
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地下１階付平家建 

周南市学園台843番地4 部室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺２階建 
401.86 

周南市学園台835番地1 松下村塾模築 木造瓦葺平家建 58.07 

周南市大字徳山字岩ガ

リ10086番地 

第二記念館 鉄骨鉄筋コンクリート

造合金メッキ鋼板葺２

階建 

2,409.90 

周南市大字須々万奥字

大迫1429番地7 外 

雨天練習場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺平家建 
536.70 

トレーニングル

ーム 

軽量鉄骨造合金メッキ

鋼板葺平家建 
98.69 

周南市平原町108番地 留学生研修所 軽量鉄骨造セメント瓦

葺２階建 
457.10 

合計 25,958.04 

⑶ 現金 

３０億円 

 

２ 寄附者 

  周南市学園台８４３の４の２番地 

  学校法人徳山教育財団 理事長 池田 和夫 

 

３ 寄附の条件 

⑴ 市は、寄附された土地及び建物（１号館、２号館及び３号館を除く。）を、公立

大学法人周南公立大学の設立のために出資すること。 

⑵ 市は、公立大学法人周南公立大学の設立時に、学部学科の改編、新設に伴い必

要となる新校舎整備に関する設計・施工・解体業務に係る契約上の地位を、学校

法人徳山教育財団から承継すること。 

⑶ 市は、寄附された現金を、新校舎整備その他の施設整備に充てること。 

⑷ 新校舎の整備完了後、新校舎を公立大学法人周南公立大学に対し出資すること。 


