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補正予算、特定財源、事業目的等は記載のとおり

○長谷川委員長 皆さん、おはようございます。

でございます。

ただいまより、令和元年度決算審査特別委員会
第６回目を開催いたします。

ナンバー３は、事業名、対外競技参加費で、当
初予算額６００万円、補正予算額６６３万円で、

上野委員より遅参の届け出がありました。

予算現額１,２６３万円でございます。支出済額

直ちに本日の会議を開きます。

は１,１９６万４,７２２円、不用額６６万５,２

本日も引き続き各課の聞き取りを行います。

７８円、執行率９４.７％でございます。補正予

最初に、学校教育課の審査を行います。

算、事業目的、主な支出は記載のとおりでござい

教育次長、学校教育課長、御苦労さまでござい

ます。

ます。

続きまして、ナンバー４は、事業名、私立幼稚

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

園対策費で、当初予算額３０万円、補正予算額マ

をお願いします。なお、資料は事前に配付されて

イナス３０万円、予算現額、支出済額、不用額と

おりますので、資料の事業決算の具体的な内容に

もにゼロ、執行率もゼロ％でございます。補正予

ついては、特段の説明がない限り、「記載のとお

算の主なもの及び事業目的は記載のとおりで、幼

り」でよろしいです。

稚園無償化の対象外幼稚園へ通う園児がいなかっ

それでは、学校教育課長、よろしくお願いしま

たため、予算執行額はゼロとなっております。

す。
○北村学校教育課長

次のページのナンバー５、事業名、事務局費
よろしくお願いいたしま

す。

（学校教育）でございます。当初予算額４,２８
５万９,０００円、補正予算額１７７万５,０００

それでは、令和元年度、学校教育課の決算状況
を御説明いたします。

円、予算現額４,４６３万４,０００円、支出済額
４,２４０万９,６３０円、不用額２２２万４,３

初めに、令和２年２月２７日から３月末にかけ

７０円、執行率は９５.０％でございます。補正

まして、コロナウイルス感染症対策のため、学校

予算、事業目的、主な支出は記載のとおりでござ

を臨時休校としたことで、学校の燃料費や学習支

います。

援員の賃金、スクールバスの運行委託料など、執

ナンバー６、事業名、事務局費（教育助成）

行残が生じましたことを御報告させていただきま

は、当初予算額４７２万８,０００円、補正予算

す。

額マイナス１１万７,０００円、予算現額４６１

それでは、共通様式ナンバー１、事業名、教育

万１,０００円、支出済額３５５万７,００２円

委員会費は、当初予算額１９９万５,０００円、

で、不用額は１０５万３,９９８円、執行率７７.

補正予算額１万円、予算現額２００万５,０００

１％でございます。補正予算、事業目的、主な支

円で、支出済額１９５万７,１１０円、不用額４

出は記載のとおりでございます。

万７,８９０円、執行率９７.６％でございます。

ナンバー７、事業名、スクールバス運行費は、

補正予算、事業目的、主な支出は記載のとおりで

当初予算額１,６３１万６,０００円、補正予算額

ございます。

２３５万８,０００円、予算現額１,８６７万４,

続きまして、ナンバー２は、事業名、事務局費

０００円、支出済額１,７４１万５,５１４円、不

（学校庶務）でございます。当初予算額４１９万

用額１２５万８,４８６円、執行率９３.３％でご

４,０００円、補正予算額マイナス１６万９,００

ざいます。補正予算、事業目的、主な支出は記載

０円、３月の臨時休校の際の各家庭への連絡用の

のとおりでございます。

封筒の印刷製本費としまして、予備費より７万

ナンバー８、事業名、学校教育公用車管理費

７,０００円の充用、予算現額４１０万２,０００

は、当初予算額１４万４,０００円、補正予算額

円、支出済額３９１万７,２１０円、不用額１８

はなく、予算現額も１４万４,０００円、支出済

万４,７９０円、執行率９５.５％でございます。

額は１１万５５８円で、不用額３万３,４４２

－ 2 －

円、執行率７６.８％でございます。事業目的、

円、補正予算額マイナス４６万２,０００円、予

主な支出は記載のとおりでございます。

算現額９９万３,０００円、支出済額９７万７,６

次のページ、ナンバー９、事業名、教員住宅管

２４円、不用額１万５,３７６円で、執行率９８.

理費は、当初予算額７３８万７,０００円、補正

５％でございます。補正予算、事業目的、主な支

予算額マイナス３８９万８,０００円、予算現額

出は記載のとおりでございます。

３４８万９,０００円、支出済額３３０万５,１３

ナンバー１５、事業名、学校プール維持管理費

８円、不用額１８万３,８６２円で、執行率９４.

は、当初予算額１６１万９,０００円、補正予算

７％でございます。補正予算、事業目的は記載の

はなく、予算現額１６１万９,０００円、支出済

とおりでございます。

額１５７万９,６９４円、不用額が３万９,３０６

ナンバー１０、事業名、大沼地区小中学校統廃
合事業費は、当初予算額５６万２,０００円、補

円で、執行率９７.６％でございます。事業目
的、主な支出は記載のとおりでございます。

正予算額４億４,４０３万６,０００円、予算現額

次のページ、ナンバー１６、事業名、教育振興

４億４,４５９万８,０００円、支出済額４億２,

費（小学校）は、当初予算額１,８４９万２,００

６０３万４,５１０円、令和２年度へ１,８０２万

０円で、補正予算はなく、予算現額１,８４９万

８,０００円を繰り越しし、不用額５３万５,４９

２,０００円、支出済額１,７６０万２,１６３

０円、執行率は９９.９％でございます。補正予

円、不用額８８万９,８３７円で、執行率９５.２

算及び事業目的は記載のとおりでございます。

％でございます。特定財源及び事業目的、主な支

続きまして、ナンバー１１、事業名、学校管理

出は記載のとおりでございます。

費（小学校）でございます。当初予算額９,６３

ナンバー１７、事業名、大中山小学校改築事業

０万７,０００円、補正予算額４４６万２,０００

は、当初予算額２億８９万２,０００円、補正予

円で、予算現額１億７６万９,０００円、支出済

算額マイナス３,７７８万２,０００円、前年度か

額９,４０３万９,９６２円、不用額６７２万９,

らの繰越額が２億３,０９０万２,０００円、予算

０３８円で、執行率９３.３％でございます。補

現額は３億９,４０１万２,０００円、支出済額３

正予算、事業目的、主な支出は記載のとおりでご

億９,３３５万６,６１４円、不用額６５万５,３

ざいます。

８６円で、執行率９９.８％でございます。補正

次のページ、ナンバー１２、事業名、児童保健
衛生費は、当初予算額５９５万２,０００円、補

予算、特定財源、事業目的、主な支出は記載のと
おりでございます。

正予算額マイナス１３万円、予算現額５８２万

続きまして、ナンバー１８、事業名、学校管理

２,０００円、支出済額が５６５万４,２２０円、

費（中学校）は、当初予算額５,８５５万８,００

不用額１６万７,７８０円、執行率が９７.１％で

０円、補正予算額３２２万円、予算現額６,１７

ございます。補正予算、事業目的、主な支出は記

７万８,０００円、支出済額６,１２０万５１円、

載のとおりでございます。

不用額５７万７,９４９円で、執行率９９.１％で

続きまして、ナンバー１３、事業名、校舎等営
繕費（小学校）は、当初予算額１,６９６万１,０

ございます。補正予算の主なもの、事業目的、主
な支出は記載のとおりでございます。

００円、補正予算額１３７万１,０００円、予算

次のページ、ナンバー１９、事業名、生徒保健

現額１,８３３万２,０００円、支出済額１,５９

衛生費は、当初予算額２３８万６,０００円、補

９万８,０６９円、不用額２３３万３,９３１円

正予算額はなく、予算現額２３８万６,０００

で、執行率８７.３％でございます。補正予算、

円、支出済額は２１５万１,１２４円、不用額２

事業目的、主な支出は記載のとおりでございま

３万４,８７６円で、執行率９０.２％でございま

す。

す。事業目的、主な支出は記載のとおりでござい

続きまして、ナンバー１４、事業名、学校プー

ます。

ル運営管理費は、当初予算額１４５万５,０００

－ 3 －

続きまして、ナンバー２０、事業名、校舎等営

繕費（中学校）は、当初予算額７５０万８,００
０円、補正予算額２７１万３,０００円、予算現

様式１、３、４については該当がございませ
ん。

額は１,０２２万１,０００円、支出済額９２８万
２,９４６円、不用額９３万８,０５４円で、執行

続きまして、追加資料、契約金額１３０万円以
上の工事または請け負いの状況でございます。

率９０.８％でございます。補正予算、事業目
的、主な支出は記載のとおりでございます。

大中山小学校の改築関連の工事が７件で３億
９,５７９万８,０００円、大沼岳陽学校改築関連

以上で、共通様式の説明を終わらせていただき
ます。

が５件で４億２４５万３,５００円の計７億９,８
２５万１,５００円でございます。

続きまして、資料について御説明させていただ
きます。

次に、１３０万円以上の財産の買い入れ、借り
入れその他契約の状況でございます。

様式２の予算流用及び予備費充用の状況……。
（発言する者あり）

生徒用の椅子の購入など、財産の買い入れが上
段から３段目まで３件で５４５万４,７５６円。

大変失礼いたしました。

児童生徒用のパソコンの借り上げなど借り入れが

ナンバー２１、教育振興費（中学校）でござい

４段目の１件で３１１万２,２００円。スクール

ます。当初予算額２,３２４万１,０００円、補正

バスの運行委託業務など、その他契約が５段目か

予算額はなく、予算現額も２,３２４万１,０００

ら最後まで１２件で３,６１３万２,６４４円の計

円、支出済額２,３２１万６,４４０円で、不用額

１６件、４,４６９万９,６００円でございます。

２万４,５６０円、執行率９９.９％でございま

続きまして、町単独補助金の状況でございま

す。事業の主な内容は記載のとおりでございま

す。ナンバー１からナンバー９まで、全部で８９

す。大変失礼いたしました。

件、補助金別では、校長会補助金や対外協議補助

以上で、共通様式の説明を終わらせていただき
ます。

金など９項目となっておりまして、補助金の合計
で１,８０３万１,０４４円となってございます。

続きまして、資料について御説明いたします。

続きまして、建物貸付収入の状況でございま

様式２の予算流用及び予備費充用の状況でござ

す。教員住宅の貸付としまして、１３件の貸し付

います。

けで、収入額１６６万８,６００円でございま

ナンバー１の１段目、流・充用の区分、充用の

す。

項目または細説明は、事務局費、学校庶務の印刷
製本費で、充用の金額は７万７,０００円でござ

以上で、学校教育課の決算状況の説明を終わり
ます。

います。充用の理由は、新型コロナウイルス感染

以上です。

症による臨時休校の対応のための学校用の封筒の

○長谷川委員長

印刷が必要になったためでございます。

ありがとうございました。

これより質疑を行います。

２段目の、流・充用の区分、流用の項目または

川上委員。

細説明は、学校管理費（中学校）の需用費、水道

○川上委員

共通様式のナンバー１１、学校管理

料で、流用の金額は２５万８,０００円、流用元

費ですけれども、補正予算４４６万２,０００

は賃金で、流用先は需用費となっております。流

円、全体でやっているわけですけれども、特に３

用の理由は、大中山中学校給水管漏水のための上

月の議会で、燃料費と電気料合わせて３８８万

下水道料予算不足によるものでございます。

８,０００円の補正予算を組んでいますけれど

３段目の、流・充用の区分の流用の項目は、教

も、不用額が補正よりも多い６７２万９,０３８

育振興費（中学校）の扶助費で、流用の金額は２

円、そして、その横の事業決算の具体的な内容を

１万３,０００円、流用の具体的な理由は、準要

見ますと、１１の需用費、消耗品費で４７５万

保護制度就学援助費、新入学生徒の準備分が予算

５,２３２円の不用額が生じています。これも補

不足のためでございます。

正予算の額よりも大きい額で不用額が生じていま
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すけれども、ここの理由をちょっと教えていただ

それでもやはり設計委託という業務がどうしても

きたい。

発生しなければいけない、例えばルールとしてあ

○長谷川委員長

課長。

○北村学校教育課長

るのか、その辺の説明をちょっとお願いしたいと

大変申しわけございませ

思います。

ん。補正予算額を計上させていただいて、不用額

○長谷川委員長

を生じましたことは、２月、３月のコロナウイル

○平松委員

スによる感染症対策のための休校のため、学校の

管理費、小学校ですけれども、需用費の中のプロ

燃料費が通常よりもかからなかったということで

パンの百五十万六千幾ら、これの内訳の説明と、

ございます。

大中山小学校は電気代がかなりかかっているはず

以上です。

なのですけれども、ここではなくて、中学校のほ

○長谷川委員長
○川上委員

川上委員。

２点ですね。

まだあります。ナンバー１１、学校

う、ナンバー１８の中学校の中の需用費に電気料

では、休校になる見込みがその時点

が２,０００万円とか上がっていますけれども、

ではなくて、通常どおり学校に通学させていく上

ここの説明をお願いしたいと思います。要は小学

での予算計上したけれども、コロナウイルスの関

校と中学校の需用費の説明をお願いしたいと思い

係で休校が生じたために、補正を組んだ分はま

ます。

るっきり使わなかったというようなことでよろし
いですか。

以上です。
○長谷川委員長

○長谷川委員長

課長。

○北村学校教育課長

課長。

○北村学校教育課長

まず、ナンバー６の三木町

３月の定例議会で補正予算

の交流事業でございます。三木町とは２年に一度

を計上させていただきましたが、２月２８日の休

交流をやっておりまして、昨年度で言いますと、

校の前に補正予算案を策定しておりまして、３月

三木町から７月２６日から２９日に三木町へ七飯

の議会には間に合わなかったということでござい

町の児童、５、６年生１４名と引率５名の計１９

ます。

名が三木町を訪れて、ホームステイ等、交流をさ

以上でございます。
○長谷川委員長
○川上委員

せていただいております。受け入れとしまして、

川上委員。

２月７日から２月１０日まで、三木町の児童２０

分かりました。

名、５、６年生と引率教諭合わせて計２４名が七

○長谷川委員長

よろしいですか。

飯町を訪れていただいて、ホームステイと交流を

ほかに質疑のある方。

させていただいております。各家庭で自己負担

平松委員。

は、当初１万５,０００円でやっていたものを、

○平松委員

ナンバー６の三木町の交流補助事業

現在、３万円に値上げさせていただいておりまし

で不用額が１００万円出ていますけれども、この

て、交流事業の意味合いとして続けさせていただ

不用額の説明と、三木町小学校交流事業というの

いておりますが、今後の見込みにつきましては、

は、どういった人たちを対象に、どのくらいの数

交流、政策推進課との協議にもなると思いますけ

でやられているのか。財政が厳しくなってきたと

れども、実際、集まるかどうか、それから、必要

きに、こういったことがまだまだ必要なのかどう

があるのかどうか、人事交流等もなくなっており

かということもあわせて答弁を願いたいと思いま

ますので、今後、見直していかなければならない

す。

事業かとは考えております。ただ、児童生徒に

続きまして、ナンバー１０、大沼小学校、軍川

とっては非常にいい経験になっておりまして、た

小学校の体育館の解体工事、これに対する実施設

だ、今説明しましたとおり、三木町からは２０

計の委託料というのが１３２万円組まれているの

名、七飯町からは１４名、七飯町からはちょっと

ですが、町内の業者、解体するときに解体計画み

少ない、ホームステイの受け入れ等も苦労してい

たいなものを立案できているはずなのですよね。

る状況でございます。
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○長谷川委員長

次長。

ですけれども、小学校の体育館の電気暖房という

○扇田教育次長

今の負担金の不用額の関係が多

のは、想定内でおさまっているということなので

いという御質問だったと思いますけれども、補足

すか。それで、例えばコロナ禍で、生徒が登校し

で、これは課長が言ったように、２０名の予定を

なかったときに、体育館の電気というのはとめず

組んでいましたけれども、実際のところは１４名

に、あれは避難施設になっていますから、ずっと

の参加ということで、不用額が出たということで

つけていたのかどうか含めて、結局、校舎を建て

ございます。

直す前までは８００万円くらいの維持費だったも

ここについては以上でございます。
○北村学校教育課長

のを、今、大中山小学校は１,０００万円くらい

続きまして、ナンバー１０

増えているということで一般質問をしました。理

の実施設計の委託料でございますが、補助事業と

由は簡単でしたよね。学校が大きくなったから。

なっておりますので、手順を踏んで設計委託をし

ところが、やっぱり想定内でおさまっているかど

なければいけないということで認識しておりま

うかという、そういう話も出ていませんし、もと

す。ということで、設計委託業務をやらせていた

をただせば、何で高くなるものを入れたのかと言

だきました。

いたくなるのですよね、これだけ金額が大きく

続きまして、ナンバー１１及びナンバー１８の
燃料費の内訳でございます。

なってくると。その辺の見解をちょっとお聞きし
たいのと、そのときに、プロパンを入れる業者、

プロパンでございますが、燃料費以外にも給湯

これは競争入札をしないで、設備工事の行った指

等にも使っておりますので、小学校でも全校使っ

定店が七飯町には１業者しかないので、そこの業

ております。ただ、大中山小学校で言いますと、

者からプロパンを入れていますという説明を受け

年間で１２７万１,９２５円、ほかの学校に比べ

たのですけれども、いろいろプロパン業界とかに

て群を抜いて高いのは事実でございます。

聞いてみたら、納入業者というのは別に設備の工

それから、中学校の電気料でございますが、七

事の指定店でなくても全然関係なく入れられます

飯中学校が電気暖房を用いて利用しておりますの

よと言っているのですけれども、大中山小学校の

で、年間で１,４９８万円と高額になっている状

プロパンの納入業者というのは教育委員会とどう

況でございます。大中山中学校等につきましては

いう契約をしているのですか。ちょっとそれ、教

電気暖房を使用しておりませんので、３２６万

えてください。

７,３０８円、このぐらいで済んでいる状況でご

○長谷川委員長

次長。

ざいます。

○扇田教育次長

まず、大中山小学校の体育館の

以上でございます。
○長谷川委員長
○平松委員

暖房の件、これにつきましては、当初、こちらで

平松委員。

見込んでいた金額よりは上回ってございます。た

三木町のことは見直していくという

だ、あそこについては、今回は、コロナのときに

ことも含めて、今回は募集したけれども、昨年で

は、休校になっていたときは暖房はつけておりま

すね、募集しても足りなかったということで不

せんでした。これにつきましては、やはり床暖と

用、これは分かります。

いいますか、地下を温めてやる電気の暖房になっ

解体工事、これは補助事業なので、設計委託を
つけなければだめだと、これも分かりました。

ていますから、どうしてもちょっと電気代がか
かってしまったというのが実情でございますの

需用費ですけれども、大中山小学校の体育館は

で、これについては、今後、やはり節電にできる

電気暖房ですよね。それがどこにあるのですか。

だけできるような考えで進めていきたいというふ

小学校の管理費の中に出てきていないと思ったの

うに思ってございます。

で聞いたのです。（発言する者あり）
○長谷川委員長
○平松委員

また、プロパンの関係ですけれども、納入業者

平松委員、どうぞ。

の契約については、単価が毎月変動しますので、

一般質問などでもしたことがあるの

これについては毎月、その実績の報告を受けて、
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それを精査した後に支払いを行っているという状

なのだけれども、どうなのかなと思って、ちょっ

況でございます。

とお聞きをしたい。

納入する業者については、どこでもいいのでは

それから、プロパンの納入に関しては、別に指

ないかという御質問でございましたけれども、当

定業者にこだわる必要はないということであれ

町につきましては、町内には１社しかございませ

ば、１社しかないというのは、岩谷産業の指定店

んで、何かあった場合、すぐ対応できる、そうい

が１社しかない、それは分かっているのですよ。

うことで、町内で随意契約というふうなことで

納入は全然関係ないというふうに協会でも言って

やってございます。単価自体はほかの業者につい

いますから、随意契約だ何だではなくて、入札を

てもそんなに大きくないので、緊急の場合のこと

起こすべきではないのかと思うのですけれども。

を考えて、町内業者ということでやってございま

前は入札が起こせないというふうにとれるような

す。

答弁だったのです。だけど、そこの業者に納入を

以上でございます。
○長谷川委員長
○平松委員

させなければいけないという理由はなさそうなの

平松委員。

で、今聞いているのですけれども、そこを明確に

そもそも想定内でおさまっているか

答弁願います。

どうかということをまずきちんと答えてくださ

○長谷川委員長

次長。

い。一番最初に、電気暖房を入れる、プロパンの

○扇田教育次長

まず、体育館の暖房料が当初の

暖房にする、バイオマスを入れると決めたわけで

見込みとどうなっているのかにつきましては、

すよね。そのときに想定した金額と今は大分高い

ちょっと今、資料がないので、後で資料を提示し

のですか、想定内でおさまっているのですか、ま

て説明をもう一度したいというふうに思います。

ずそこをきちんと答えていただきたい。床暖、こ

また、プロパンのほうにつきましては、やはり

の電気暖房、コロナ禍でとめていたと。とめてい

岩谷の業者が１社しかないということでやってい

てもこれだけかかっているのだということは、

ましたけれども、今後、納入業者については構わ

ずっと通しでたいたらまだ高くなる可能性がある

ないということかどうかを確認しながら、ちょっ

ということですよね。そうなってくると、極端に

と検討していきたいというふうに思いますけれど

言えば、電気暖房をやめて灯油ボイラーか何か入

も、基本的には、やはり何かあったときにすぐ対

れたほうがずっと安上がりになるのではないかと

応できる、町内にありますから、それをやはり重

いう、そういう考え方があるので、この辺、今ど

点的にやっていきたいというふうに思っていま

うするかだけでなくて、この先１０年、２０年と

す。価格が大きく変わるのであれば、当然、検討

この施設を使っていくときに、果たしてこれでよ

しなければならないと思いますけれども、修繕と

かったのかどうかという検討は、まず体育館には

か何かあった場合の対応で考えると、やはり町内

必要ではないかと思います。

業者を優先的に使ってという考えではございます

それとあわせて、大中山小学校の体育館は避難
施設になっていまして、停電になったらあそこで

ので、御理解いただきたいというふうに思いま
す。

発電機を接続をして、体育館だけで避難生活がで

以上でございます。

きるようになっているのですよね。ところが、教

○長谷川委員長

室側の給電というのはなっていないはずなのです

○平松委員

よ、前の説明では。ということは、幾らプロパン

プロパンは何社か、見積合わせだったか競争入札

にしても、プロパンのＦＦストーブは動かないで

だったか、とにかく複数業者から見積もりをとっ

すから、子供たちが停電時には学校にいられない

て、安いところに決めたということがあるのです

と、冬場は、そういうことになるのですけれど

よね。だから、何かあったときの話といって、そ

も、その辺の設備の設定の仕方、避難所だけ動か

れはそれでちゃんと契約しているわけでしょう。

して、学校は動かさないという考え方も、今さら

プロパンを入れている業者が何かあったときに対
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平松委員。

小学校の目の前にある多目的施設は

応するわけでないのですよね。岩谷さんの指定

とおっしゃったので、これはきちんと答えてもら

店、もしくは岩谷さんが直接来てやるわけだ。だ

わなければだめですよ。コロナ禍でとめていて、

から、そこら辺、どうもおかしいと思うのです

それでも想定以上の経費がかかっているのであれ

よ。品物を入れる人と、設備の管理する人は違っ

ば、これは早期に見直す必要があると思います。

ていてもいいのですよ。だから、設備管理する人

大した差がないのでしたら、しようがないなとい

がガスを入れなければだめだという話だったら、

う話にもなるかもしれませんが、どうも学校を開

多目的、学童が入っているところだってその理由

校してから、これが異常に高いという声のほうが

でいかなければだめだったのを、そこは違うやり

多いみたいなのですよね。学校関係者も一生懸命

方をしているのですよね。これは学校教育ではな

何か節約をしていて、全然暖かくないという声も

いですけれども。どうも役所としてのつじつまが

聞きますので、そこら辺、ちゃんと答えてもらわ

合わないのではないのかなと。

ないと。

それから、ちょっと見きれなかったし、プロパ

○長谷川委員長

次長。

ンの値段も確かに上下はあるので、はっきりは言

○扇田教育次長

それは先ほど申しましたとお

えないのですけれども、例えば１月から４月くら

り、こちらで資料は今ないので、持ち帰って、確

いまでは、どこか一番安いところに統一して業者

認して、後でまた皆さんの前で答弁したいと思い

を決めるだとか、そのデータ整理みたいなのは

ます。（発言する者あり）

やっていらっしゃるのですか。大したことないと

○長谷川委員長

よろしいですか。

いう話の積み重ねというのは、３０年、５０年た

ほかに質疑ございますか。

てばかなり変わるので、少しでも、例えば立米３

畑中委員。

００円のところがあったり３２０円のところが

○畑中委員

あったりすれば、３００円で４月まで町内の業者

学校のプロパンの件なのですけれども、何かしら

をお願いしますとか、そういうことをやってもい

岩谷のほうで、施工業者のほうで納入業者を、１

いのではないのかなと思うのですけれども、その

社しか七飯町にないから、そのように決めたと。

辺の見解をちょっとお願いします。

それに対して、何か非常によろしくないというよ

○長谷川委員長

うな発言もあるようだけれども、私は、考えてみ

○扇田教育次長

次長。

今、平松委員が質問されていました

プロパンの関係につきまして

れば、例えば土木建設工事などについても、七飯

は、多目的の施設、こっちのほうの契約のほう

町では、やはり地元の産業を育てようと。そうし

は、ちょっと私も今、掌握していませんので、

たならば、例えばそういう業者にしても、やはり

はっきり分からないところはありますけれども、

七飯町の育てることによって、そこで利益を上げ

そちらのほうの形態も考えていって、一緒に、ど

ると、七飯町に税がおりるのですよ。そしてま

ういうやり方でやっているのか、こちらのほうで

た、そこで働いていただけると、必ず七飯町に恩

も把握しまして、それで、今言ったような、やは

恵があるのですよ。そうした場合に、ただ値段だ

りほかの業者でも何ともないということであれ

けでどうのこうのと、そういう納入業者を云々す

ば、そちらのほうにもちょっと考えていきたい

るのはいかがかなと、私は、平松議員のような考

と。やはりその積み重ねが大きいというのは事実

え方もあるでしょうけれども、私はそう思うので

ですから、その辺も含めて、全て今後の検討とい

すよ。ですから、やはり教育委員会としては毅然

うことで、御理解していただきたいと思います。

とした態度で、やはり町長も言っているではない

以上でございます。
○長谷川委員長

ですか。地元の産業を育てようと。そうした考え

まだ質問ありますか。

方をきちっと頭に入れながらやっていただきたい

平松委員。
○平松委員

と。表面上だけの損得だけで考えればそういう感

電気暖房の料金、これが想定内なの

じになるけれども、やっぱり必ず地元の業者を

かどうなのか。今、資料がないから答えられない

使っていると、いざというときになればみんな、
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税金でも何でもおりることになるのです。また、

それで決めていますので、教育委員会もそういう

働いている人は、やっぱり税をおさめることにな

ふうにできないのかということを、大中山小学校

るから、そういった意味で、私はとにかくそうい

に関して質問をしていますので、ちょっと勘違い

う考え方はどうなのかなと思いますので、次長、

しまていますから、それだけ訂正させてくださ

ちょっと見解をいただきたいと思います。

い。

○長谷川委員長

次長。

○長谷川委員長

○扇田教育次長

先ほど平松委員の質問にもござ

午前１０時４４分

いましたとおり、やはり多目的施設のほうのやつ

休憩

─────────────

は教育委員会と違った入札をしているということ

午前１１時１６分

なので、そちらのほうの、やはり町として、同じ

○長谷川委員長

プロパンを使うのであれば、町としてもやはりど

再開いたします。

ういう違いがあるのかをきちっとその辺を精査し
まして、後でこれについても回答するということ

暫時休憩いたします。

再開

それでは、休憩前に引き続き、

貴重な時間を費やしてしまいまして大変申しわ
けございませんでした。

で、今後検討していくということだったのですけ

ただいま畑中委員から、先ほどの学校教育課に

れども、やはり今言ったこともありますので、こ

対する発言について、会議規則第６３条の規定に

のままうやむやにするのもまたあれですから、教

よって、発言の全てを取り消したいとの申し出が

育委員会としての見解を同じようにこれから回答

ありました。これを許可することに御異議ござい

していきたいと思います。よろしいでしょうか。

ませんか。

○長谷川委員長
○畑中委員

畑中委員。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

私は、地元業者を使うに当たって、

○長谷川委員長 御異議なしと認めます。

地元の産業とかそういうものを育てないのですか
ということを、考え方を問うているのですよ。で

よって、畑中委員からの発言取り消しの申し出
を許可することに決定いたしました。

すから、そうしたものは考えないのですかという
こと。それを育てることによって、いろいろ波及

委員会において、後刻、記録を調査して、処置
することにいたします。

するのですよ。ですから、ただ表面上だけの損得
だけでなく、そういう部分を考えないのですかと

それでは、平松委員に対する答弁から再開いた
します。

いうことを、見解をお願いしているのです。

次長。

（「委員長、議事進行」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長
○平松委員

○扇田教育次長

平松委員。

貴重な時間を費やしまして大変

申しわけございませんでした。

議論する場ではないとは思うのです

まず１点目です。大中山小の体育館の暖房で

けれども、私は町外の業者を入れろなどと一言も

す。これについては、私、先ほどコロナのときに

言っていません。多目的施設で、相見積もりかは

電気をとめていたと申しました。これについても

はっきりはしないですけれども、それは町内の業

私のちょっと認識不足で、電気はつけてございま

者ですから。私が思っているのは、町内にも何社

した。また、深夜電力の省エネの部分で、軽く抑

もプロパンの納入業者がいらっしゃいますので、

えてつけていたということで、訂正をさせていた

そういう業者で、例えば競争入札とか、そういう

だきたいというふうに思います。大変申しわけご

形をとれないかというお話をしているので、畑中

ざいませんでした。

委員、何か全然勘違いされていると思います。私

それで、当時の資料を確認しますと、当初、ラ

は全然七飯町の業者に限ってとは言いませんでし

ンニングコストとして、月１４０万円ほど電気が

たけれども、函館だ、北斗から業者を連れてこい

かかるというふうに積算してございました。現在

などということは一言も言っていませんからね。

の冬場の暖房料でいきますと、大体１３８万円ぐ

多目的施設は町内の業者から見積もりをとって、

らいで済んでございます。ですから、当初の見込
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みとほぼ同じ範囲で電気代は消費されているとい

要だという、今後とも上振れする見込みがあるの

うことで御理解をしていただきたいというふうに

かどうかですね。逆に、今年の予算についても、

思います。

もしかするとまた補正で増やさなければいけない

また、プロパンにつきましては、複合施設のほ

のかもしれないのかなという危惧があるのですけ

うは３社でやはり入札をかけているということが

れども、その辺のところを含めてちょっと御回答

確認できましたので、教育委員会としましても、

いただければなというふうに思います。

今後どういうふうにしていくか、検討をさせてい

○長谷川委員長

ただきたいというふうに思います。

○北村学校教育課長

以上でございます。
○長谷川委員長

課長。
ナンバー１６及びナンバー

２１の特定財源の内訳でございます。要保護児童

ありがとうございました。

就学援助費補助金につきましては、生活保護を受

次に、質問ございますか。

給されている方への補助ということで、これは国

若山委員。

から来るお金でございます。これにつきましては

○若山委員

ちょっと順不同になるかもしれませ

んけれども、まず、共通様式ナンバー１６の特定

ほとんど見込みどおりということで動いておりま
す。

財源の下の段の補助金が減額になっている理由に

続きまして、特別支援教育就学奨励費補助金で

ついて、ちょっと説明をいただきたいというの

ございますが、予算に対して決算額が下回りまし

と、同じように、ナンバー１７で、特定財源が大

たのは、特別支援級に行っているお子さんで、か

きく減額になっている理由について、上の補正と

つ、失礼ですけれども、生活が苦しいという方が

の関係であれがあるのかもしれないけれども、お

対象になりますので、当初の予算想定よりも、特

願いしたいなというふうに思います。

殊学級に行っている子の中で生活が厳しいという

それと、ナンバー２１も同じように特定財源が

子の数が下回ったということで、予算を下回って

減額になっているのですけれども、これについ

いるところでございます。ナンバー２１と１６の

て、減っている説明、ちょっと簡単にお願いした

特別支援教育がそうです。

いなというふうに思います。

ナンバー１７の学校施設環境改善交付金につき

それと、ちょっと戻って、先ほどの電気料の話
が出たナンバー１１のところで、今年のこの決算

ましては、当方の見込み誤りでございます。申し
訳ございません。

では、需用費のナンバー１１の電気料が３,２６

それから、電気料につきましてですが、去年、

４万円になっていて、去年もらった資料で、小学

おととしの値上がりにつきましては、電気の使用

校の全部足すと３,１４４万円になっていて、な

量としてはほとんど変わっておりませんが、去年

おかつ補正で２００万円上げて、もしコロナがな

は休校期間がありましたのであれですけれども、

ければもっとかかったかもしれないというのが

消費税の改定や電気料の値上げが大きな要因と

あって、ちょっと電気料、かかり過ぎなのではな

なっているかと思います。

いかなということで、ちょっとその辺のコメント

以上でございます。

をお願いしたいのと、それを見て、今年の予算は

○長谷川委員長

どうなっているかと見たら、２,３００万円、こ

○若山委員

れについては、小学校三つが廃止されておりまし

少理由も、同じような理由かもしれないのですけ

て、それを足すと約１,０００万円になるので、

れども。

節約になっているのだなというのは分かるのです

○長谷川委員長

けれども、それにしても、当初考えている電気料

○北村学校教育課長

よりも何百万円か増える傾向にあるというような

学校の特別支援学級の子供たちの中で生活が厳し

ところがあって、節約その他のあれがよく見えな

い子が予定というか、見込みよりも少なかったと

いのですけれども、これはどうしてもこれだけ必

いうことでございます。
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若山委員。

あと、ナンバー２１の特定財源の減

課長。
ナンバー２１のほうは、中

以上でございます。
○長谷川委員長
○若山委員

でしょうか。

若山委員。

○長谷川委員長

それで、先ほどの電気料の関係につ

委員の皆さんに伺います。若山

委員の資料要求に対して、よろしいでしょうか。

いては、消費税が上がった部分と電気料が値上げ

（「はい」と呼ぶ者あり）

した部分で、実際の使用量については変わってい

○長谷川委員長 横田委員。

ないということでよろしいのでしょうか。

○横田委員

○長谷川委員長

なくて、質問する以上、ちょっと前回との上下の

課長。

○北村学校教育課長

僕もほしいのですけれども、後でで

３０年度の使用量につきま

数字とかというのはちょっと見たいので、できま

しては、全部の合計で２,０００キロワット、今

したら、つくってあると思うのですよね。つくっ

回の決算で該当してきます全部の合計で１万９,

てないですか。つくってあるのだったらすぐ出し

４００ぐらいですので、使用量としては逆に落ち

ていただきたいと思います。

ているぐらいでございます。

○長谷川委員長

以上でございます。
○長谷川委員長
○若山委員

○北村学校教育課長

若山委員。

光熱水費の内訳はございますので、御用意はでき

ども、最初のほう、３０年は２,０００キロワッ

ます。

トとかと言って、今、１万９,４００とか、単位

○長谷川委員長

が違うのですか。１,９４０とか、そういうこと

備いたします。

ですか、ワットにすれば。

午前１１時３０分

３０年度が１万９,０８０

○若山委員

午前１１時３６分
若山委員。

休憩

─────────────

キロワットです。
○長谷川委員長

では、暫時休憩して、資料を準

暫時休憩。

課長、大きな声で。

○北村学校教育課長

３０年度のやつがどういう

状況か確認しておりませんが、今手元に各学校の

ちょっと今、聞き忘れたのですけれ

○長谷川委員長

課長、手元にありますか。

再開

○長谷川委員長 それでは、再開いたします。

３０年が１万９,０８０キロワット

学校教育課長の答弁から始めます。

で、去年が１万９,４００キロワットといった

○北村学校教育課長

ら、使用量はふえているということですか。

まい、大変申しわけございませんでした。

○長谷川委員長

課長。

○北村学校教育課長

３０年度の決算と同じような資料になります

１万９,８００キロワット

だったものが１万９,４００キロワットぐらいま

と、今は準備しておりませんので、後日、改めて
提出させていただきたいと思います。

で落ちていますので……。（発言する者あり）は
い、そうです。
○長谷川委員長
○若山委員

貴重なお時間を費やしてし

以上です。
○長谷川委員長

若山委員。

ほかに質疑ございますか。

横田委員。

ちょっと今すぐその数字を聞いただ

○横田委員

まず、決算書、一般３５の財産収入

けであれなのですけれども、去年、３０年度、各

の一番下、物品売払収入のスクールバス売り払い

小中学校光熱水費ということで、学校別の一覧表

収入、この７万円ということは、前に持っていた

がありまして、去年と同じようなレベルで学校別

車を売却したということでよろしいのか。

に内訳が分かるような資料を出してもらいたいと

それのところで、共通様式のナンバー７を見る

思うのですけれども、いかがでしょうか。急ぎま

と、そこのところが出てこないのですけれども、

せん。その内容について質問はしませんので。

古い車、売却した、売り払いしたやつのかわりに

○長谷川委員長

新しく買ったのでなくて、契約が車込みの借りる

では資料をもらいっぱなしとい

うことですか。

というような形になるよというふうに聞いていた

○若山委員

のですけれども、そういう形になったということ

で構いませんので、お願いできます

－ 11 －

でいいのか。

○北村学校教育課長

済みません、売却先につい

それから、需用費の不用額が３３万５,５２２

てはちょっと把握しておりませんでしたので、後

円で結構あるし、委託料のところも８７万３,９

日、改めて提出させていただきます。ということ

３２円という金額があるのですけれども、これは

でよろしいでしょうか。今、手元に千屋さんの資

コロナに伴うものなのか何なのかというのを教え

料を持参しておりませんでしたので、用意して、

ていただきたいと思います。

改めて回答させていただきます。

それから、様式２の流用及び予備費充用の状況

○長谷川委員長

横田委員、それでよろしいので

の３番目の流用で、教具の備品購入費というのが

すか。

次年度分の就学援助の予算、新入学生徒学用品費

○横田委員

事前支給分、これは本来は３月の予算に入れなけ

○長谷川委員長

ればだめだったものでないのかなと思うのですけ

○平松委員

れども、そこはどうなのか。

ませんけれども、車がどういう状態だったのか。

この２点についてお願いします。
○長谷川委員長

平松委員。

今のにちょっと追加になるかもしれ

車検が切れたという説明はありましたけれども、

課長。

○北村学校教育課長

はい。

もう何十万キロも走っていて、見積もりをとった

まず、ナンバー７のスクー

ら、もうエンジンをのせ替えなければだめだと

ルバスでございます。７万円につきましては、

か、何かそういう廃車にしなければいけない理由

沼っ子１、４０人乗りの教育委員会、町のバスを

といいますか、資料もあわせて出してください。

所有して、運行の部分を委託してスクールバスの

○長谷川委員長

運行を行っておりましたが、７月末で車検が切れ

る理由、書類などございますか。

たことに伴いまして、その町有バスを財産売り払

課長、今の平松委員の廃車にす

課長。

いとして７万円で売って、８月１日からは新たに

○北村学校教育課長

バスの車体ごと、運行も全部引っくるめて委託業

ん。今、状態のほうも手元にございませんでした

務を開始して運行していたところでございます。

ので、あわせて提出させていただきます。

準要保護生徒の就学援助費についてでございま

○長谷川委員長

す。２年前から、新入学にかかる準備金を３月の

大変申しわけございませ

ほかに。

横田委員。

うちに、当初、４月に支給していた部分を３月に

○横田委員

前倒して、学校の学用品等の準備部分を支給する

１００万８,２２５円、これは何ですか。

という制度を始めております。その際に、中学校

○長谷川委員長

へ上がる生徒の分の就学援助の申請が想定よりも

○横田委員

多くて、予算が足りなかったということでござい

○長谷川委員長

ます。見込み不足でございました。大変申しわけ

○扇田教育次長

ございません。

は、大中山小学校の改築の式典のときに、その卒

以上でございます。
○長谷川委員長
○横田委員

一般３７の寄附金の教育費の寄附金
決算書の３７ページですね。

はい。
次長。
その１００万円につきまして

業生が寄附を現金でもらったということの１００

横田委員。

万円でございます。

このスクールバスの売り払い収入で

○長谷川委員長

横田委員。

７万円と、これはどこに売ったのですか。

○横田委員

○長谷川委員長

ども、大中山の小学校の式典のときの出席者です

課長。

○北村学校教育課長

株式会社千屋ということに

なっております。
○長谷川委員長
○横田委員

横田委員。

それはどういう会社ですか。

○長谷川委員長

課長。

ちょっと聞きづらかったのですけれ

か。
○長谷川委員長

次長。

○扇田教育次長

大中山小学校の卒業生が、改築

して新しくなった学校に対して、教育に使ってく
ださいということで１００万円の寄附が現金で
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あったということでございます。

由につきましては、当初、こちらで見込んでいた

○長谷川委員長

民間からの借り上げ物件が予想よりも低くおさ

○横田委員

横田委員。

ということは、団体で、計何名とい

うことですか。

まってございますので、その分の減額の補正でご
ざいます。

○長谷川委員長

次長。

○扇田教育次長

個人１名です。

した補正の理由ですけれども、これにつきまして

○長谷川委員長

横田委員。

は、当初予算で、これは大中山小学校のいけだ食

○横田委員

ナンバー１３の６月議会で１７０万円の減額を

過去、例えば役場にいた方だとか、

堂から上がる道路の、そこにある桜の木の剪定の

そういう方でなくて、本当の民間の方ということ

委託料なのですけれども、当初、この倍の額、３

でよろしいですか。

４０万円ほど、全部教育委員会で予算をとってご

○長谷川委員長

次長。

ざいました。それが予算の特別委員会のときに御

○扇田教育次長

よろしいです。

指摘がありまして、道路から本町側のほうは学校

○長谷川委員長

横田委員、よろしいですか。

敷地でないということで、それについては町道の

ほかに質疑ございますか。

土木課の予算配当が正しいのではないかというこ

副委員長、どうぞ。

とで御指摘がございまして、これを６月にすぐ補

○田村副委員長

まず、９番で、教員住宅の借上

料３９９万８,０００円減額、この理由は何かとい

正をして、土木で同額をつけたということでござ
います。

うことです。

Ｂランクの金額がどうなっているのかというこ

それから、１３番、これも委託料の不用額が１

とと、業者の選考方法、これについては、大変申

８７万５,１３３円、これは何の委託料か。通常、

しわけないですけれども、今、ちょっとこの資料

委託料であれば、これは１２月に補正して、トー

が手元にございませんので、資料は後で提出した

タル的には１２月まで補正していますけれども、

いというふうに思います。

不用額を出しているのであれば、それなりに３月

以上でございます。

に整理予算ということになるのではないかと思う

○長谷川委員長

のですよ、委託料であれば。これは何の委託料の

○田村副委員長 分かりました。

不用額なのか教えていただきたいということ。

副委員長。

そして、民間の物件が安かったということで、

それから、１３０万円以上の工事の状況ですけ

これは総体的に何室というのか何棟というのか

れども、１番目の旧大中山小学校プール解体事

ちょっと分からないですけれども、何名分の教職

業、これについて、指名競争入札をしていますけ

員の借り上げを予定していて、約４００万円要ら

れども、実際、Ｂランクでやっていますけれど

ないよというと、相当安いと思うのですよね。当

も、Ｂランクは幾ら以上の工事費で見てやったか

初、教職員の予定していた数と、実際、そのとお

と、それから、金額と、それから、この工事につ

り入って、なおかつ４００万円近く安くなったの

いての業者の数、ここでは５業者あれしています

か。では幾らの部分を買ったのかもあわせて教え

けれども、通常、ルール上では、何業者以上とい

ていただきたいと思います。

うふうになって、金額も何ぼ以上であればＢラン

○長谷川委員長

クと、そういう考え方をちょっと教えてもらいた

○北村学校教育課長

いということと、それから、選考業者の選考方法

３９９万８,０００円減額させていただいており

をどういうふうにしていたか、それを教えていた

ますが、７名分ということで減額させていただい

だきたい。

ております。地域と協議が済んだところにつきま

課長。
教員住宅につきましては、

○長谷川委員長

次長。

しては、自宅から通っている先生もございます

○扇田教育次長

まず１点目の、ナンバー９の教

が、既存の教員住宅で構わないということで、七

員住宅借上料の３９９万８,０００円の減額の理

重小学校の教頭先生などは住んでいただきました
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ので、実際にアパートを借りていましたのは、七

ういうのを進めながら、教員住宅は減らしていこ

重小学校の校長、それから、大中山中学校の教

うというふうになってございます。今の段階で

頭、大中山小学校の校長の３名、３室を借り上げ

は、それについては教育委員会としても同じ考え

させていただきました。１か月６万円程度のア

で、なるべく少なくしていこうと。今のこういう

パートの借り上げを想定しております。年間で７

交通事業ですから、何かあった場合でも、函館市

２万円の計算でございます。

とかでも２０分、３０分で来られますので、大丈

○長谷川委員長

副委員長。

夫だろうと。ただ、これについては、やはり地域

○田村副委員長

そうすると、当初は７名分とい

の事情というか、ＰＴＡとか保護者の了解を得な

うことで、実際には３名分で、１か月６万円で、

がら、やはり慎重に進んでいかなければならない

約４００万円不用額が出ましたということですけ

というふうなことで、今、教育委員会としては、

れども、実際、以前、教員住宅の取り扱いという

地元との話を進めながら、了解を得られた学校か

か、考え方、藤城は向かいのアパートみたいな、

ら教員住宅を廃止して、自宅から通える先生は自

向かいのところに教員住宅をつくったり、本来、

宅、通えない先生については民間の施設を借り上

教員住宅に対する考え方が策定されていたと思う

げて住まわせるというような感じで今現在は進ん

のです。例えば校長、教頭は、もう自宅から通っ

でございます。

て、学校の警備については警備会社にお願いする

以上でございます。

のだというような中で、そういう教員住宅は全く

○長谷川委員長

副委員長。

なくしましょうねというような考え方が策定され

○田村副委員長

そうすると、１か月６万円とい

てきていたと思うのですよ。ところが、途中で大

うことですが、この６万円というのは全額入居者

沼中学校も２棟できた、そういう中で、実際、当

が払っているのか、あるいは教育委員会が住宅借

初、教員住宅が、学校の警備に係る教員住宅です

上の、教員住宅という考え方に基づいて、例えば

よね、校長、教頭の住宅を張りつけるということ

２分の１もつよとか、３分の１もつよとかとい

は。その計画というのが今も生きているのか、全

う、そういう考え方なのか、そこら辺、実際どう

くそういうものを関係なくして、今ある、例えば

いう形で処理しているか教えていただきたいので

七小の教員住宅は老朽化しているから、別なとこ

すが。

ろにしようとか、借り上げようとかという考え方

○長谷川委員長

なのか、そこら辺がどうもきちっと見えていない

○北村学校教育課長

というか、実際、警備会社に各小中学校、夜間警

ましては、教育委員会のほうで入居するように

備などは実際にしているのかどうか。していない

言っていますので、教育委員会のほうで全額を負

部分があれば、そこら辺の夜間警備に伴う校長、

担しております。

教頭の管理業務として、教員住宅でなくて自宅か

課長。
借り上げの教員住宅につき

以上でございます。

ら本当に何かあったときに通えるのか、あるいは

○長谷川委員長

副委員長。

夜間の見守りができるのかどうか、そこら辺を考

○田村副委員長

それは七飯町のどういったよう

えた上でのこういう形をとっているのか、そこら

な根拠に基づいて全額負担するというのが出てき

辺の考え方をちょっとお聞かせ願いたいと思いま

ているのか。通常、教員住宅も、当然、教員住宅

すけれども。

を建てて、公営住宅と同じですよね。ですから、

○長谷川委員長

次長。

必ずどういう形であろうが、全額ではなくて、一

○扇田教育次長

昔と言えばあれですけれども、

定程度、やっぱり受益者負担というのか、そう

委員おっしゃるとおり、そういう計画に基づい

いったようなもので徴収しているはずなのですけ

て、校長、教頭は学校の近くにいてくれという話

れども、そこら辺、全額いいよということであれ

でした、当初はですね。それから、先ほど言われ

ば、それなりの根拠というか、そういうものを

たとおりに、やっぱり警備の保安の委託とか、そ

ちょっとお示し願いたいと思います。
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○長谷川委員長

課長。

○北村学校教育課長

算額１２万２,０００円、予算現額８６５万５,０

大変申しわけございませ

００円、支出済額は８４７万２,７３５円、不用

ん。こちら、資料がちょっと手元になかったの

額１８万２,２６５円、執行率は９７.９％でござ

で、調べまして、後日、改めて回答させていただ

います。補正の主なもの及び事業目的は記載のと

きたいと思います。申し訳ございません。

おりとなってございます。

○長谷川委員長

改めて回答というお話でござい

ますけれども、それでよろしいですか。

７万５,０００円、補正予算額マイナス１３万１,

平松委員。
○平松委員

ナンバー３、青少年育成事業費、当初予算額４
０００円、予算現額は３４万４,０００円、支出

改めてというのは、例えば昼食だと

済額３２万５,７８８円、不用額は１万８,２１２

か、そういうものを、答弁が終わったころまでに

円、執行率は９４.７％でございます。補正の主

は調べられるという話ですか、それとも全く違う

なもの及び事業目的は記載のとおりとなってござ

日ということですか。

います。

○長谷川委員長

今日、まだ教育関係を進めます

それでは、次のページです。

から、そのところで分かり次第発表するというこ
とでよろしいですね。

ナンバー４、成人式開催事業費です。当初予算
額５４万８,０００円、補正予算額等はなく、予

ほかに質疑ございますか。

算現額は同額です。支出済額は５２万７,５９２

（「なし」と呼ぶ者あり）

円、不用額は２万４０８円、執行率９６.３％で

○長谷川委員長 質疑を終わります。

ございます。事業目的等は記載のとおりとなって

以上で、学校教育課に対する審査を終了しま

ございます。

す。

ナンバー５、事業名、町内会館振興費は、当初

学校教育課長、御苦労さまでした。

予算額１４８万４,０００円、補正予算等はな

暫時休憩します。

く、予算現額は同額となってございます。支出済

午後

０時００分

休憩

額は１４６万７,０００円、不用額１万７,０００

─────────────
午後

０時５７分

円、執行率は９８.９％でございます。事業目的

再開

等は記載のとおりとなってございます。

○長谷川委員長 それでは、再開いたします。

次に、ナンバー６、事業決算名、生涯教育公用

次に、生涯教育課の審査を行います。

車管理費です。当初予算額９２万３,０００円、

生涯教育課長、御苦労さまです。

補正予算額マイナス３０万１,０００円で、予算

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

現額は６２万２,０００円でございます。支出済

を簡潔にお願いいたします。

額は５７万５,２１６円、不用額４万６,７８４

課長。
○竹内生涯教育課長

円、執行率は９２.５％でございます。補正の主
それでは、令和元年度生涯

教育課の決算状況を説明いたします。

なもの及び事業目的は記載のとおりとなってござ
います。

共通様式ナンバー１、事業名、社会教育総務費

次に、ナンバー７、事業決算名、文化振興費、

は、当初予算額４２万４,０００円、補正予算額

当初予算額３３１万５,０００円、補正予算額マ

マイナス２万円、予算現額４０万４,０００円

イナス２５万１,０００円、予算現額は３０６万

で、支出済額３０万７,３８２円、不用額は９万

４,０００円、支出済額２１０万２,７１４円、不

６,６１８円、執行率は７６.１％でございます。

用額は９６万１,２８６円、執行率は６８.６％で

補正予算の主なもの及び事業目的は記載のとおり

ございます。補正予算の主なもの及び事業目的は

となってございます。

記載のとおりで、支出の部分で、七飯町文化協会

次に、ナンバー２、事業名、高齢者教育事業費

の補助金、当初２００万円を支出しておりました

です。当初予算額８５３万３,０００円、補正予

が、予定していたコンサート１事業が中止になっ
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たことから、年度末の３月末に９５万８,１７７

算額１４３万３,０００円、予算現額は６,５３４

円を返還したため、最終的な補助金の支出額は１

万１,０００円、支出済額は６,４６９万１,１９

０４万１,８２３円の支出となっており、不用額

８円で、不用額は６４万９,８０２円、執行率は

が９５万８,１７７円生じております。

９９％となってございます。補正予算の主なもの

次に、ナンバー８、事業名、公民館講座事業費

及び事業目的は記載のとおりとなっております。

は、当初予算額２１２万５,０００円、補正予算

それでは、次のページです。

等はなく、予算現額は同額となってございます。

ナンバー１４、事業名、大中山コモン管理費

支出済額は２１２万４,９００円、不用額１００

は、当初予算額１,３６８万５,０００円、補正予

円、執行率は１００％となっております。事業目

算等はなく、予算現額は同額となってございま

的等は記載のとおりでございます。

す。支出済額は１,３４２万９,３９２円、不用額

次のページです。

は２５万５,６０８円で、執行率は９８.１％と

ナンバー９、事業名、地域セミナー事業費は、

なっております。事業目的は記載のとおりとなっ

当初予算額２３万４,０００円、補正予算額マイ

ております。

ナス２,０００円、予算現額は２３万２,０００

次に、ナンバー１５、事業決算名、大沼婦人会

円、支出済額は１６万８,０６１円、不用額は６

館管理費は、当初予算額８３８万９,０００円、

万３,９３９円、執行率は７２.４％となってござ

補正予算額３４万４,０００円で、予算現額は８

います。補正予算の主なもの、事業目的等につい

７３万３,０００円、支出済額は７６５万５３６

ては記載のとおりとなってございます。

円で、不用額は１０８万２,４６４円、執行率は

ナンバー１０、事業名、文化祭開催事業費は、

８７.６％となってございます。補正予算の主な

当初予算額６６万８,０００円、補正予算額マイ

もの及び事業目的は記載のとおりとなっておりま

ナス２万４,０００円で、予算現額は６４万４,０

す。

００円です。支出済額は６４万１,５３９円で、

それでは、次のページです。

不用額は２,４６１円、執行率９９.６％となって

ナンバー１６、事業名、社会教育施設管理費

ございます。補正予算の主なもの及び事業目的は

は、当初予算額８９２万７,０００円、補正予算

記載のとおりとなってございます。

額４万４,０００円、予算現額は８９７万１,００

ナンバー１１、事業名、図書室管理費は、当初

０円、支出済額は８５９万３,６６７円、不用額

予算額８５万８,０００円、補正予算額マイナス

は３７万７,３３３円で、執行率は９５.８％でご

２万円、予算現額は８３万８,０００円、支出済

ざいます。補正予算の主なもの及び事業目的は記

額が８０万３,４７７円、不用額３万４,５２３円

載のとおりとなっております。

で、執行率は９５.９％となってございます。補

ナンバー１７、事業名、文化財保護費、当初予

正予算の主なもの及び事業目的は記載のとおりと

算額４４５万２,０００円、補正予算等はなく、

なってございます。

予算現額は同額となっております。支出済額は４

それでは、次のページです。

０４万６,９１１円、不用額は４０万５,０８９円

ナンバー１２、事業決算名、公民館管理費は、

で、執行率９０.９％でございます。事業目的等

当初予算額３９１万５,０００円、補正予算額マ

は記載のとおりとなってございます。

イナス１万円で、予算現額は３９０万５,０００

次のページです。

円、支出済額は３７０万２,０００円、不用額は

ナンバー１８、歴史館管理費は、当初予算額９

２０万３,０００円で、執行率は９４.８％でござ

７９万７,０００円、補正予算額はマイナス７万

います。補正予算の主なもの及び事業目的は記載

６,０００円で、予算現額９７２万１,０００円、

のとおりとなっております。

支出済額は９２９万７,６８８円、不用額は４２

ナンバー１３、事業名、文化センター管理費

万３,３３２円で、執行率は９５.６％となってご

は、当初予算額６,３９０万８,０００円、補正予

ざいます。補正予算の主なもの及び事業目的は記
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載のとおりとなっております。

載のとおりとなってございます。

以上で、共通様式の説明を終わります。

次に、２段目から次のページのナンバー２の１

続きまして、次に、様式１のほうの説明に入っ
てまいりたいと思います。

段目までですけれども、こちらにつきましては、
全部で５件ありますけれども、こちらは全てその

様式１の未執行の状況でございますけれども、

他の契約となっております。主に委託業務でござ

科目は、賃金の雇い上げ賃金でございます。未執

いますけれども、業務の名称、契約業者名、契約

行額は１７万円で、未執行の理由につきまして

金額等につきましては記載のとおりとなってござ

は、昨年度、降雪がなく、雪が少なかったことか

います。

ら、大沼婦人会館の屋根の雪おろし作業がなかっ
たため、未執行が出ております。

なお、４段目なのですけれども、七飯町文化セ
ンター、大中山コモンの夜間・休日等管理及び環

それでは、次です。様式３の収入未済の状況で

境整備業務ということでございますけれども、こ

ございます。こちらは、現年度分の雑入、細節

ちらにつきましては、令和２年の３月２３日か

名、文化センター使用料、電気負担金で、こちら

ら、新型コロナウイルスの対応のため、会館が休

の収入未済額は２万３,４６０円です。こちらは

館となっておりまして、閉館になったことから、

１件となってございまして、こちらの内容につき

こちら、休館中は管理が不要ということになった

ましては、ＮＴＴ東日本で文化センターのほうに

ものですから、夜間の管理を行っていないため、

設置しておりますフリーＷｉ－Ｆｉのルーターの

契約変更を行っております。契約変更後の金額に

設置による負担金ということで、毎年設置負担金

つきましては、一番下の括弧書きの上に記載して

を徴収しております。未済の理由につきまして

おりますけれども、５４３万４,２６１円です。

は、こちらは記載のとおり、請求書の発行が

令和元年度でこちらのコモンの夜間・休日の委託

ちょっと遅れまして、収入が遅れたというふうに

料、実際の支払い分につきましては１６６万２６

なっております。事務の遅れによりまして、この

８円ということで、当初の契約額より減額となっ

ように遅れたこと、本当に大変申しわけございま

てございます。

せんでした。なお、こちらの収入につきまして

次に、町の単独補助金の状況ということでござ

は、会計年度が変わった出納整理期間の５月３１

います。こちら、記載のとおり、全部で６件と

日を越した翌日の６月１日にお金のほうは収入と

なっております。金額が大きいものとしまして

して入ってございます。遅れて大変申しわけござ

は、七飯町文化協会の運営補助金、あとは町内会

いませんでした。

の会館の運営補助金といったもので、補助金別と

それでは、次に、追加資料の部分で、令和元年

しましては全部で４項目となっております。補助

度の契約金額１３０万円以上の財産の買い入れ、

金の合計額は全部で２５８万８,８２３円で、詳

また、物件の借り入れ、財産の売り払い、物件の

細につきましては記載のとおりとなってございま

貸し付けと、その他の契約の状況ということでご

す。

ざいますけれども、まず、ナンバー１、１段目で

生涯教育課の決算状況につきましては以上でご

ございますが、こちらは物件の借り入れというこ

ざいます。

とで、物件名は生涯教育課公用車ということでご

○長谷川委員長

ありがとうございました。

ざいます。契約者名は函館日産自動車（株）とい

これより質疑を行います。

うことでございます。選考業者等につきましては

平松委員。

記載のとおりで、契約金額は、こちらは５年分の

○平松委員

借り入れということで、５か年の借り入れの金額

お尋ねをいたします。七飯町文化センター、舞台

と、下につきましては、令和元年度分の支払い分

等管理業務、これに含まれない分が一番下、吊り

の契約金額ということになってございます。あ

もの装置保守点検、それから、次のページ、ピン

と、借り入れ期間から根拠法令につきましては記

スポットライトの修繕。普通に考えたら、ステー
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今の追加資料、最後に説明した分で

ジを含めた文化センターの管理をやっているわけ

以上です。

ですから、そのために電気屋さんが入っているの

○長谷川委員長

であれば、それと、ここの業務に入るためには、

○平松委員

吊りもの装置の保守点検の資格みたいなものが何

たけれども、経年劣化が激しいので、それぞれの

かあったのですけれども、それを持っている業者

専門業者に別に舞台装置とピンスポット、こうい

でないと文化センターの管理業務に入れないとい

うふうに分けることにしましたという説明でいい

うふうに記憶していましたけれども、もし違えば

ですね。わざわざ高くなるような管理にしている

教えていただきたい。

ような気がするので質問するのですけれども、確

平松委員。

以前はこの管理業務に全部入ってい

それから、ピンスポットライトをわざわざ別工

かに経年劣化で傷んでくるというのは分かるので

事で出さなければいけない理由というのがちょっ

すけれども、本来であれば、そういうことをちゃ

と分からないのですけれども、その説明をお願い

んと見越した業者が管理業務をやっているのでは

します。

ないでしょうかね。古くなるからだんだんお金が

○長谷川委員長

課長。

○竹内生涯教育課長

かかるという考え方にあわせてやっていくという

それでは、まず、ステージ

のと、そういうことを見越して地元の業者が入っ

の管理の委託でございますけれども、こちらにつ

てきていると。まして、三千何百万円かな、ス

きましては、記載の文化センターの舞台等管理委

ピーカーだとか何とか、大工事をしましたよね。

託業務につきましては、文化センターの大ホー

それを受けた業者が管理業務を受けているのであ

ル、小ホール、また、大会議室等で催し物を行い

れば、全てはお見通しみたいに、そこの業者が受

ますけれども、その際の音響装置ですとか舞台装

けてやっていくものではないかと思うのですけれ

置、また、照明設備等の操作もしくは管理を委託

ども、その辺の考え方をちょっと説明をしてくだ

をしております。保守点検につきましては、こち

さい。

らは以前、舞台の管理業務と一緒に委託の中に

○長谷川委員長

入ってございましたけれども、やはり例年、文化

○竹内生涯教育課長

センターも平成８年からの古い建物でございま

ところが一緒のほうが経費が少ないのではないか

す。照明、音響設備につきましても更新はしてお

ということでございますけれども、確かに言われ

りますけれども、やはり経年劣化で古くなってき

るとおり、一緒にすると、経費は若干浮くかもし

ている部分もございますので、やはり専門の、こ

れませんけれども、やはり保守点検をする際の点

ちらの業務を専門として行っている業者のほうに

検、チェックする業務につきましては、日常の動

現在は分割して委託を行っているという状況でご

作レベルのチェックだけではなくて、やっぱり安

ざいます。

全性が保持できるかですとか、やはり専門的な知

課長。
ただいま管理と点検を行う

ピンスポの修繕ですけれども、こちらにつきま

識も踏まえた上で点検というのを行われるという

しては、やはり文化センターの舞台の管理業務に

ことで、日常、照明卓を操作したりですとか、照

つきましては、日常、行われる催し物の際の舞台

明器具を扱ったり、また、音響機材を扱って、専

装置もしくは照明設備等の操作の委託ということ

門的な知識で扱う部分とは別で、保守、また、機

になっているので、日常の手入れ等は行っていた

械の安全性能の部分は、やはり専門性の高い業者

だいておりますけれども、やはりピンスポット、

のほうに委託したほうがいいということで、まし

先ほど言ったように、平成８年から文化センター

て開館から２０年以上もたっている会館ですの

ができてから、やはり照明設備等も交換等行って

で、やはりその辺は専門性の知識を持っている業

いないので、経年劣化で、やはり日常の修繕では

者に委託したほうがいいということで担当課とし

追いつかないということで、取って替えたいとい

ては考えております。

うことで、大きく修繕を行っているので、別で修

○長谷川委員長

繕を行ったという経過でございます。

○平松委員
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平松委員。

水掛け論みたいな話になってしまい

ますけれども、結局、出だしは全部総合で見てい

う、この金額は、今の管理業者の前の業者に出し

たものが、専門性が高くなってきたので、専門性

ていた金額とほとんど変わらないのではないです

を要さない業者にメインの管理業務を預けたとい

か。平成３０年の３月３１日まで受けていた業者

う言い方にも聞こえますよね。もともとこの業務

さんの金額は幾らなのですか。

というのは専門性を要する業者を選択するという

○長谷川委員長

ところでスタートしているのですから、途中から

○竹内生涯教育課長

専門的なものは別に出すことにしましたというの

ておりまして、今年度、最終年です。３０年に入

はちょっとおかしいと思うのですけどね。どうな

札を行って、業者が変わっております。御指摘の

のでしょう。あの文化センター全部をちゃんと見

とおり、３０年以前の業者の委託していた内容に

ますというつもりで管理業務を受けていたのです

つきましては、やはり同じぐらいの金額というふ

よね、前まで。それが、わざわざ二つ、別な業務

うになってございます。ちょっと舞台の保守点検

を出して、そうしたら、最初にやっていた人は大

の分、若干高くなっているのではないかという部

したことをしなくてもいいという話だよね。

分については、確かに総体で含めると若干高く

○長谷川委員長

なっている可能性もございます。ここら辺は、

課長。

○竹内生涯教育課長

課長。
こちら、３年契約で契約し

こちら、以前、委託、舞台

ちょっと資料、以前のものと正確に比較しないと

管理の中に保守点検も入っていたのですけれど

ちょっとなんとも分からないので、今、その前

も、実際のところ、ここの保守点検につきまして

の、２９年までの委託資料がないので、ちょっと

は、実際に業務を受けた委託業者の中から、一

申し上げられないのですけれども、確かに御指摘

部、この専門的な部分については、点検は下請の

のように若干高くなっている可能性はあるかと思

業者に出していたという経過がございます。です

います。ただ、そこの高くなっている部分はどこ

から、舞台管理の部分、ここまで専門的にメー

が原因かというのはちょっと今のところは分から

カーの機種の安全性まで踏まえた上で、保守も含

ないので、答弁は差し控えさせていただきたいな

めての業務というのはなかなか難しいかと思って

と思います。

おります。そこら辺で、やはり別のほうに下請に

以上です。

頼んでいたということもございますので、まし

○長谷川委員長

て、やはり日常の保守点検はしますけれども、い

○平松委員

ざというときの機械の安全性の部分の担保をとる

何年もずっと同じ内容でやってきていたと。それ

ような保守点検までこの舞台管理業者のほうに任

で、平成３０年の３月３１日で今までの業務は終

せるとなると、やはり機種自体も古くなってきて

わった。それで現在の業者が受けるときに、契約

いますので、やはり日常の保守点検の中では難し

内容は変えたということなのですか。この新しい

いということで、やはりそういう安全性も含めて

二つの仕事を別な内容にして発注したのですか。

きちんとチェックしてもらうために、別の業者

４社で入札したときに、その業務の内容というの

に、もともと下請で出ていたということもあるの

は、吊りものとピンスポットを外した内容で出し

で、分けたということでありますので、御理解い

たのですか。

ただきたいと思います。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

○竹内生涯教育課長

○平松委員

平松委員。

平松委員。

これは納得できないですね。結局、

課長。
今、御質問あったとおり、

分かるようで分からない説明なので

もともと業務としてこちらの吊りものの保守点検

すけれども、結局、今回のこの業務を受ける前ま

業務、こちらと、次のナンバー２でございますけ

では、選考業者の中の１業者がやっていましたよ

れども、こちらはピンスポットの修理ということ

ね、何年も。そのときの金額と、今回、この金額

で、こっちは修繕の契約でございますので、実際

は同じくらいではないですか。うんと安くなりま

に保守点検はまた別で、金額が小さいので、ここ

したか。３年分で３,４６４万８,９２０円とい

には記載はされておりませんけれども、照明の機
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械の保守点検と、音響の機械の保守点検というも

わっていないので、金額的には人件費分の増と、

のが舞台の管理業務の中に以前は入っていたとい

消費税が上がっているので、その部分で契約金額

うふうになります。

がちょっと上がってございますけれども、内容の

○長谷川委員長

部分の金額についてはほぼ同じかなということで

○平松委員

平松委員。

入っていたのでしょう。だから、管

思っております。

理業務を受けた人というのは、前と同じ金額で同

以上です。

じ内容で受けているはずなのに、どうしたわけ

○長谷川委員長

か、下請に出していた分だけ、今回は別にまたお

○平松委員

金を、請け負い、３年間で三千幾ら、それに対し

書を見たら、吊りものに関しては確かに前から分

て１割くらいのお金ですよね、別に持つというの

かれていました。ですが、ピンスポットライトと

は、どう考えても不自然ではないですか。今まで

いうのは、要はステージを照らす両サイドの明か

は管理業務の中に入っていた仕事なの。それを今

りだと思うのですけれども、もしくは天井につい

回、管理業務から外すのであれば、その分、落ち

ているのですか。だから、あれの例えば球が切れ

ていれば話は分かりますよ。落ちないで、別な仕

たから交換するとかというのは、もともとの業務

事を２本出したということだから、どうもそれ、

の中に入っていたのではないでしょうか。その確

納得できる説明ではないと思うのですけどね、私

認をもう一度お願いできますか。

は。全部含めて委託業務とやってきたはずです

○長谷川委員長

よ、発注のときも。

○竹内生涯教育課長

○長谷川委員長

課長、資料不足で発言できない

れば、日常の点検の中でピンスポットも在庫等あ

のではないですか。違うのですか。さっきそのよ

る中のものを使って交換したりというのは、日

うに聞こえましたけれども。であれば、休憩をい

常、管理している業者のほうで行います。ただ、

ただいて、過去の業者さんを調べるとか。

トウタイ自体がもう壊れてきているということ

暫時休憩願います。
午後

すみません、私も先ほど昨年の決算

１時３０分
１時４５分

休憩

球が切れる程度のものであ

修繕したということで、これはまたいろいろ都
度、都度、壊れる都度、別途発注しているものに

再開

なりますので、そのような御理解をいただきたい

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。

と思います。

課長からの答弁から入ります。

○長谷川委員長

課長。

○平松委員

○竹内生涯教育課長

課長。

で、電球を変えても使えないというような灯体を

──────────────
午後

平松委員。

大変貴重な時間を費やして

はい。

○長谷川委員長

しまい、まことに申し訳ございませんでした。

平松委員、よろしいですか。
ほかに質疑ございますか。

副委員長、何かございますか。

契約の部分でございますけれども、大変申し訳

若山委員。

ございません。私のちょっと記憶違いでございま

○若山委員

して、以前、２９年の前の契約の中に、吊りもの

ないのですけれども、共通様式のナンバー１１の

の保守点検等も入っているようなことで、私、答

ところで、図書室管理費ということで５９万円ほ

弁しましたけれども、私の記憶違いで、以前から

ど執行額が上がっておりますけれども、これで何

吊りもの等につきましては別で予算も組んで、別

冊ぐらい本を買えているのかというのと、これで

で契約していたということで、もともとの契約の

十分町民の図書に対する要望に応えられているの

中には入っていなかったということで、私の勘違

かどうかというところで、ちょっと御説明をいた

いでございました。大変申し訳ございませんでし

だきたいと思います。

た。

ちょっと細かいところで大変申し訳

それと、様式３のほうの、請求書の発行が遅れ

契約金額につきましては、仕様も内容的には変

たということで、１件、６月１日に収納したので
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間に合わなかったという説明があったのですけれ

ります。ほかの図書館を持っているまちに比べる

ども、これ、ルーティンの仕事のような気がする

と、やはり整備の冊数ですとか、場所も手狭なも

のですけれども、遅れた理由と、今後、このよう

のですから、書架のほうも全部置いたりとかでき

な遅れることがない、管理表か何かで管理すると

ないので、ちょっと活動の部分としては、やはり

か、それとも突発的にこれは発生するものなの

もう少し広いところがあれば、もうちょっと書架

で、たまたま忘れたのか、そこのところの今後

も置いたりとかいうような活動の広がりは見せら

の、先ほど反省の弁がありましたけれども、今後

れるのかなと思うのですけれども、今、現状の部

起きないような、そういう対策とか、そういうも

分でいうと、足りないという部分は若干あります

のはきちっととられているのかどうか、そこのと

けれども、今のところは整備している部分で運用

ころをお願いしたいと思います。

しているというような状況でございます。

それと、ちょっと確認というか、教えてほしい

未収の部分でございますけれども、こちら、文

ということで、別冊で配られている参考資料の中

化センターのほうに置いてある無料のＷｉ－Ｆｉ

の６６ページで、公民館、社会教育施設利用状況

のルーターなのですけれども、こちら置いている

という一覧表がございまして、前年度と比べて大

負担金の請求というのが年に１回行っている業務

幅に減少しているという状況の中で、社会教育施

でして、毎月等行っているルーティンの業務であ

設の中が大幅に減少しているのですけれども、こ

れば、忘れるということはなかなかないかもしれ

れに対して、何か対策だとか、減少した理由とい

ないのですけれども、年１回の請求ということ

うか、コロナがあるのかもしれないのですけれど

で、担当者等もかわった状況でございまして、

も、そのところをもしとらえていたらということ

ちょっと正直な話、年度末になってから請求して

で、お願いします。

いないというのが判明というか気がついて、

同じく、この参考資料の次のページの６７ペー

ちょっと遅くなったのですけれども、請求したと

ジに、公民館講座実施状況ということで、前年と

いうような流れとなっています。先ほど申しまし

同じ講座名が載っていて、定員が倍に増えている

たとおり、年１回の業務だから忘れていいのかと

ようなのですけれども、去年の資料と比べると倍

いうことにはならないので、この辺は業務を忘れ

に増えているようなのですけれども、受講決定人

ないように、やはり引き継ぎですとか、そういっ

数については変わらないという状況で、この辺の

た部分で、あとは年１回行う業務についても、

状況について、何かもう少し、定員を増やしてい

ちゃんとマニュアル化というか、そういうような

るのですから、活発にするような工夫とか、特殊

形で、担当が変わっても事務の漏れがないように

な事情とか、その辺のところをちょっと教えてい

されるように心がけていきたいというふうに思っ

ただければなということで、以上です。

ております。

○長谷川委員長

課長。

○竹内生涯教育課長

あと、決算の参考資料の６６ページの公民館と

それでは、ただいまの若山

委員の御質問に回答していきたいと思います。

社会教育施設の利用状況の部分、こちらの利用
者、特に社会教育施設の利用が減っているという

まず、図書室でございますけれども、こちら、

ような部分でございますけれども、公民館のほう

年間の買っている部分につきましては、大体２０

も一応人数はちょっと減ってはいますけれども、

０から３００冊程度、年間購入しております。実

こちらは、やはり人数の減少につきましては、毎

際にこの冊数で足りるのかという部分でございま

月々見ていただければ分かると思うのですが、や

すけれども、こちらの図書は、図書室、本町のほ

はり大体同じような推移できているのですけれど

かに、貸し出ししているのが大中山コモンの図書

も、やはり３月の部分だけ突出して少なくなって

室、そのほかに、大沼の婦人会館、こちらと図書

おりますので、コロナの部分で閉館になっている

の貸し出し等も行っておりまして、近いところに

部分が利用者減につながっているということで担

それぞれ皆さん図書を借りに行っていただいてお

当課としては押さえております。
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あと、公民館講座の部分でございますけれど

ついては変わらないというものなのでしょうか。

も、こちらにつきましても、やはり定員数に対し

定員を増やしたとか、そういう要望があったと

て、講座、人気があるものもあれば、やはり参加

か、そういうことなのでしょうか。この資料だけ

人数が少ないものもあります。ここの部分につき

しか見ていないのですけれども。

ましては、やはり参加者のニーズですとか、そう

以上です。

いうものも十分に把握しながら、また、人数もそ

○長谷川委員長

うですし、時代的に、こういうものは必要なので

○竹内生涯教育課長

はないかというようなものがあれば、積極的に情

分でございますけれども、寄贈のお願い等をして

報収集して、講座のほう、取り組んでいきたいと

不足分を対応しているかというところなのですけ

思っております。こちらも毎年見直し等も、講座

れども、今のところ寄贈等していただくように呼

内容については検討していますので、そういった

びかけしたりとかというのは、現在のところ行っ

ことで、ニーズを把握しながらやっていきたいと

てはおりません。図書の、やはり書架の置き場も

考えておりますので、御理解をいただきたいと思

ちょっと困っている状況もありますので、なかな

います。

か寄贈を広く受けるような形で周知してしまいま

以上です。
○長谷川委員長
○若山委員

課長。
こちらの、まず図書館の部

すと、逆に集まり過ぎるというようなこともある
若山委員。

ので、ちょっとそういうような活動については

再度、ちょっと確認ですけれども、

図書購入関係については、図書の寄附だとか、そ

行っていないということで御理解いただきたいと
思います。

ういうもので足りない分を補うとか、そういうよ

また、こちらの収納の請求の遅れの部分でござ

うなこと、ベストセラーのほうについては協力を

いますけれども、先ほど言ったように、引き継ぎ

お願いするとか、そういう図書館があったりする

があるのかというところですけれども、引き継ぎ

ので、そういうことをしているのかどうかという

につきましては、職員がかわる際は担当者同士

ことと、１年に一遍の請求書の発行の遅れなので

で、また、引き継ぎ書類をつくって引き継ぎは

すけれども、これは引継書とか、そういうものは

行っております。ただ、その引き継ぎ内容を全員

職員の間でつくられているのかどうか。我々会社

に周知しているかというと、決裁等は、そこまで

では、やる業務について書くようなものが当然

はしておりませんけれども、ただ、業務の、日常

あって、担当が変わったら課長までその引継書を

業務、また、１か月に１回の業務ですとか、年１

回して、公に保存しておくというような形があっ

の業務ですとか、そういったものは整理して、お

て、そういうような形が、毎月やっているのはい

互い担当者同士で引き継ぎは行っております。た

いのですけれども、１年の一遍だとか３年の一遍

だ、今、引き継ぎは行っているのですけれども、

とか４年に一遍とか、そういうものになったら、

やはり管理表だとか、引継書もそうなのですけれ

必ず管理表がないとなかなか分からないものがあ

ども、常に見ながら業務を行っているというよう

るので、そういうところがどうなっているのかと

な場合もできていないという状況もありますの

いうところをちょっとお願いしたいなというの

で、やはりちょっと抜けてしまったというような

と、講座の定員が増えても、講師の費用だとか、

ことだと思います。こういうことのないように、

倍に増えているのですね。２０人のところが４０

先ほど言われたような、例えば管理表だとかが定

人になったりしているのですけれども、それでも

期的に、例えば業務をチェックするような体制づ

費用だとか何かは変わらずというか、確かに受講

くりというものもちょっと意識しなければならな

数で若干増えている、フラワーアレンジメント講

いかなと思っております。

座だとか、気孔講座だとか、書道講座だとか、若

また、公民館講座ですけれども、こちらにつき

干ですけれども、増えているのもあるのですけれ

ましては、定員が増えているというのは多分ない

ども、増えても講師の費用だとかそういうものに

のではないかなと思うのですけれども、講座の内
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容が変わると、募集人員というのは、その講座に

たりするのですけれども、定員ですね。だから、

よっては変わるかもしれないのですけれども、多

もし違っているのであれば、修正していただけれ

分、例年行っている講座につきましては、募集人

ばなというふうに思いますので。特にこれが多く

員の変更というのは多分ないかと思います。講座

なったからどうだということではありませんけれ

のほうは、年間予算で、各文化センター、コモ

ども、確認しただけです。

ン、婦人会館、峠下ということで、講座の種類の

以上です。

件数と、回数は春、秋、２回、１０回ずつという

○長谷川委員長

ことでやっているので、総体的な予算は変わって

○竹内生涯教育課長

おりません。募集人員が増えるからといって講師

ちょっと人数、もしかしたら、確認しないと、昨

のお金が増えるということもなくて、１回７,０

年のをちょっと見てみないと分からないのですけ

００円ということで金額も決まっております。た

れども、恐らく昨年度の部分については、１回

だ、１回当たりの講座で、その講座によっては講

の、１期ごとの定員が書かれていたと思うのです

師の先生が対応していただける人数が変わるの

けれども、申し訳ございません、これは２期分の

で、講座の内容によっては募集人員が変わるとい

合計になっていまして、恐らく倍になっていると

うようなことはあろうかと思いますけれども、た

いうのは、今回、募集の定員が春と秋の２期分の

だ人数が増えたからといって講師料を多く払うと

２０、２０を足してとかというふうに、多分倍に

いうことはないということで御理解いただきたい

なっているかと思いますので、ちょっと資料の数

と思います。

字の出し方が昨年と違うということで、間違って

以上です。
○長谷川委員長
○若山委員

課長。
大変申し訳ございません。

おりましたので、訂正させていただきます。
若山委員。

○長谷川委員長

特に反論というか、根拠も何もない

ほかに質疑ございますか。

のだけれども、ただ、もらった資料の数字、去年
のと単純に比較すると、例えば舞踏講座について

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

は、去年は定員２０人、今年は４０人と、そうい
うふうになっていて、この数字が間違っているの

よろしいですか。

質疑を終わります。

以上で、生涯教育課に対する審査を終了しま
す。

か、去年のが間違っているのか、あるいは書き方

生涯教育課長、御苦労さまでした。

のあれが違うのか、注意が何もないので、単純に

次に、スポーツ振興課の審査を行います。

定員を増やしているのかなというふうに、資料を

スポーツ振興課長、御苦労さまです。

見ただけでは思ったのですけれども、何か違うの

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

でしょうか。定員を増やしていないというお話

を簡潔にお願いします。

だったのですけれども。
○長谷川委員長

課長。

課長。

○竹内生涯教育課長

○川崎スポーツ振興課長

ちょっと確認しないと分か

らないのですけれども、舞踊の部分については、

それでは、令和元年

度、スポーツ振興課の決算状況について御説明申
し上げます。

これは人数、恐らくなのですけれども、間違いと

まず、共通様式ナンバーの１番でございます。

いうことで、募集定員は変えていないはずなの

事業名、スポーツ振興総務費でございます。当初

で、これは資料がちょっと間違っているかと思い

予算額９５１万６,０００円、補正予算額マイナ

ますので、ちょっと訂正させていただきたいと思

ス７３万１,０００円、予算現額８７８万５,００

います。

０円、支出済額８７２万６,３０１円、不用額は

○長谷川委員長
○若山委員

若山委員。

５万８,６９９円で、執行率は９９.３％でござい

定員がほぼ全部倍になっているので

すよね。中には３０が５０になっているのもあっ

ます。補正予算、事業目的、主な支出は記載のと
おりでございます。
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続きまして、ナンバー２、スポーツ団体支援事
業でございます。当初予算額１５０万３,０００

は、財産の買い入れ１件、その他の契約が３件で
ございます。

円、予算現額１５０万３,０００円、支出済額も

まず、１行目になりますけれども、財産の購入

同じく１５０万３,０００円、不用額はゼロ円、

となりまして、トレッドミル、これはランニング

執行率は１００％でございます。事業目的、主な

マシンなのですが、これを備品購入として３９８

支出等は記載のとおりでございます。

万５,２００円で３台購入しております。

続いて、ナンバー３になりますが、スポーツ合

続きまして、その他の契約になります。

宿事業費でございます。当初予算額２５７万９,
０００円、補正予算額マイナス１７万１,０００

こちらは、スポーツセンター管理業務で、委託
料が１９４万９,３０７円となります。

円、予算現額２４０万８,０００円、支出済額２

次が、スポーツセンター蒸気ボイラー運転管理

４０万６,６５９円、不用額は１,３４１円、執行

業務で、委託料２５３万４,４００円でございま

率は９９.９％でございます。補正予算、事業目

す。

的、主な支出は記載のとおりでございます。

最後に、スポーツセンターほか清掃業務で、委

引き続きまして、ナンバー４、体育施設公用車

託料２１９万６,１０４円でございます。

管理費でございます。当初予算額９５万３,００
０円、補正予算額はマイナス５,０００円、予算

続きまして、各課共通３の町単独補助金の状況
でございます。

現額が９４万８,０００円、支出済額は９２万６,

上からの二つは団体の運営補助金ということ

３４５円となります。不用額は２万１,６５５円

で、２件、合計１５０万３,０００円でございま

で、執行率は９７.７％でございます。補正予

す。

算、事業目的、主な支出については記載のとおり
でございます。

続きまして、３段目以降は、スポーツ大会に出
る際の該当になればスポーツ振興補助が出ます

続きまして、ナンバー５になります。体育施設
管理費でございます。当初予算額４,７０９万８,

が、こちらのほうで１０件で合計９９万５,２０
５円ということになっております。

０００円、補正予算額は２４０万７,０００円、
予算現額は４,９５０万５,０００円、支出済額は

追加資料の説明は以上となります。
○長谷川委員長 ありがとうございました。

４,８１８万３,２３４円となります。不用額は１

これより質疑を行います。

３２万１,７６６円、執行率は９７.３％でござい

若山委員。

ます。補正予算、事業目的、主な支出は記載のと

○若山委員

２点ほどです。また同じ参考資料の

おりというふうになっております。

この中の２７ページの１人当たりの時間外手当と

最後になりますが、ナンバー６番、パークゴル

いうのを見ると、スポーツ振興課がダントツで多

フ場指定管理費でございます。当初予算額７６３

いのですけれども、去年に比べてもちょっと増え

万６,０００円、補正予算額はマイナス５万４,０

ているのですけれども、働き過ぎではないのかと

００円、予算現額７５８万２,０００円で、支出

いうか、あるいは休日出勤とか、そういう特殊な

済額が７５８万１,６００円、不用額は４００円

事情があるのか、そこの事情をちょっと教えてい

で、執行率は１００％でございます。補正予算、

ただければなと思います。

事業目的、主な支出は記載のとおりということに
なります。

それと、同じく参考資料の一番最後のページ
で、スポーツ関係教室参加状況という一覧表が

以上で共通様式の説明を終わります。

あって、去年と同じような事業があるのですけれ

引き続きまして、追加資料について御説明申し

ども、スキー関係の事業が参加人数が非常に多い

上げます。

ような感じがして、その辺でスキーをやる方の動

各課共通の２ということで、契約金額１３０万

向というか、そういうのが見えているのかどう

円以上の状況ということですが、こちらのほうで

か、たまたまこういう数字になっただけなのか、
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そこのところをちょっと教えていただければなと

ぞれ夏の事業にしても冬の事業にしても、いろい

思います。

ろＰＲなりはしているのですけれども、スノー

以上、２点です。

ボードだとか、いろいろ様式も変わってきており

○長谷川委員長 課長。
○川崎スポーツ振興課長

まして、純粋にスキー大会といっても余り人が集
まず、２７ページにご

まっていないというのが現状でございまして、

ざいます時間外の関係ということになります。昨

ちょっとマイナス的なイメージで終わるのもあれ

年のものと比べますと、ちょっと１人当たりの単

なのですが、そういう内容で、ほかのものと比べ

価が増加しているということなのですが、時間外

れば、スキーは、子供のスキー教室というのは結

の合計の欄を見ていただきますと、３０年度が３

構昨年も多かったのですが、大人のほうのスキー

３６万９,０００円で、元年度は２８６万４,００

ヤーとかというのは段々減ってきていると。それ

０円ということで、元年度に関しては３０年度よ

はほかの施設にも同じように段々減ってきている

り５０万５,０００円減額になっております。こ

状況でございます。ちょっとマイナスの意見で最

の単価の出し方が、１人当たり７１万６,０００

後ですみませんが、そういう状況でございます。

円、これを、一番端に５と書いているのですが、

以上です。

これが職員の全部で、私、管理職なので、残りが

○長谷川委員長

４ということで、４で割るとこの数字になるので

○若山委員

すが、昨年度の数字が６７万３,０００円となっ

れども、職員１人当たりの時間外手当と、時間外

ておりますけれども、これ、多分、手伝いの職員

手当の総額と職員の数で単純に割ると、去年の総

とか、そういうものも入れると分母が大きくなっ

額のほうが多いのに、今年は時間当たりが１人当

て、１人当たりが今年より少ないというような状

たりが多くなっているというのが、その辺のから

況になっているかと思います。実際には、先ほど

くりがよく分からなかったのであれですけれど

言ったように、全体では５０万５,０００円とい

も、要は働き方改革とか言われている状況の中

うことで、下がっております。

で、この数字が高いのか低いのかは、ちょっと絶

若山委員。

僕もちょっと見落としていましたけ

こういうふうになる状況なのですけれども、ど

対数からは分からないのですけれども、ほかの部

うしても大体７月から１０月初めぐらいまで、ス

署から比べてちょっと多く見えるものですから、

ポーツ合宿がございます。不定期でいろいろサ

１人当たりということで出せば。だから十分注意

ポートなどをしなければならないということがご

してやっていただければなというふうに思ったこ

ざいます。これにサッカーが、川崎フロンターレ

とでございます。

がまいりますと、いろいろと細々出てくるという

以上です。

ところがございまして、そこで時間外になってし

○長谷川委員長 課長。

まうのですが、それを、本当は振り替えというこ

○川崎スポーツ振興課長

とで休めばいいのですが、そういう事業が集中し

当にほかの課と比べれば、それだけが、だからと

てきますので、なかなか代休をとることもできな

いうわけではございませんけれども、やはりなか

いということで、今まで増えたような状況だった

なかそういう時間外ばかりやっていると、なかな

と思います。ですけれども、これからはできるだ

か仕事のほうにもわりと影響が出てくると思いま

け、昨年も指摘されておりましたので、できるだ

す。それこそ働き方改革で充実した、勤労者であ

け代休をとって、余り時間外がつかないようにし

るけれども、そういう生活もしていかなければな

ようということで今のところはそういう方針で

らないということで、なるべく、どうしても行事

やっているところでございます。

があるときは仕方ないのですが、それはそれで代

今言われたとおり、本

続いて、スキー教室が多いということなのです

休をとるなりして、財政に余り影響を与えないよ

が、実はスキーのほうも、今までと比べますと

うな、そういうような形でやっていきたいと思い

徐々に減ってきているというような状況で、それ

ます。
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以上でございます。
○長谷川委員長
○若山委員

いないのですけれども、もしありましたらお願い

若山委員。

します。

人件費を削れとか、そういうふうふ

○長谷川委員長 課長。

に言っているわけではなくて、かかったという

○川崎スポーツ振興課長

か、必要だったものは必ず請求してもらって、た

ＥＤ借上料でございます。まず、こちらはどこに

だ、それが過重労働にならないように十分配慮し

置いているかということなのですが、スポーツセ

てやっていただければなというふうに思っただけ

ンターに１台、それと、大中山地域体育館に１

でございます。

台、それと、（発言する者あり）大変申し訳ござ

以上です。

いません、考えるまでもなく、一番最後の行に書

○長谷川委員長
○若山委員

答弁は。

いてございます。実績のほうになりますけれど

不要です。

○長谷川委員長

まず、ナンバー５のＡ

も、昨年度は使用はなくて、今年度に入ってから

分かりました。

も使用は今のところない状況で、このまま使うこ

ほかに質疑ございますか。

とがなければいいなというふうに思っておりま

畑中委員。

す。

○畑中委員

共通様式のナンバー５、この中に、

それから、パークゴルフの関係で、決算でござ

もし資料か何かに出ているものであれば、どこそ

います。まず、二つありました、町に入るお金…

この資料に出ているとおっしゃってください。実

…。

は１４節の使用料及び賃借料の中のＡＥＤの借上

○長谷川委員長

料、４台とありますよね。決算が１２万１,００

れから、収入などを聞きたいと。採算が合ってい

０円ですか、これは、分からないものですから、

るのかという心配で、その関連で決算書をもらう

４台ともスポーツセンターに置いておられるもの

だけでいいからほしいということが可能ですか。

か、まずそれが一つと、もう一つは、４台あるの

パークのお客さんの評価と、そ

課長。

ですけれども、１年間の実績、何回ぐらいこう

○川崎スポーツ振興課長

パークゴルフの指定管

いったものが使用されたか、または全くなかった

理者がどのような状態で、経営状態がどうかとい

のか、その辺をお尋ねします。

うところでございますが、今年度から新規の３年

それからもう一つ、ナンバー６のパークゴルフ

ごとに変わっていくのですが、今年度から来年

場の指定管理費、これは二つのパークゴルフ場が

度、再来年度、３年間、今年度、積算する際に、

あるのですけれども、ゴルフ場の愛好者方の評

やはり人が使われている部分もありますので、北

判、二つのゴルフ場の、これはどうなのかと、町

海道の最低賃金、そういうものも守りながら、積

の耳に入ってくる評判、それがどうなのか。

算するときには、過去の人件費の最低賃金の上昇

それからもう一つは、町のほうには毎年決算と

率を見ながら、それをもとに人件費を出しまし

いうものが、報告書みたいなものが出されている

て、今回、３年間分出しております。１年分とし

ものなのかどうか。もし出されているものであれ

て、大体前期３年の分より大体７０万円から８０

ば、資料として、後ほどでもいいですから、もし

万円、人件費が、全体的に上がっていると、そう

いただけたらなと思っているのですけれども。と

いうことでやっております。ただし、まだ１年、

いいますのは、例えば、仮に町のほうでこれでい

今年が今期の３年間の初めなので、それがまだ１

いのではないかという感じで指定管理されている

年目が終わっていないということで、その辺、

のだけれども、実際、パークゴルフ場を運営され

ちょっと今、コロナの関係もありますし、なかな

ている業者さんなりが大変苦しい状態だとか、そ

かそれが、ある程度シーズンが終わらないとちゃ

うであればまた考えなければならないというよう

んとした結果が出てこないのかなと。一時、３０

なこともあるだろうから、決して利益が上がった

年か２９年に、僕はいなかったのですけれども、

から寄附しなさいというような意図は私は考えて

たしか経営状態がなかなか厳しいということで、
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残りの年間、３年のうちの２年目、３年目に、た

す。御理解願います。

しか２４万円ほどプラスした、議会に補正に上げ

○長谷川委員長

て、了解いただいたというような状況がありま

ますか。

す。これからは、今年度の分が分かれば、また検
討していかなければならないと思います。
ちなみに、今、こちらのほうに収支報告書がご
ざいます。昨年度の分につきましては、指定管理

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

副委員長、いかがですか。

○田村副委員長

ありません。

○長谷川委員長 質疑を終わります。

料として、町のほうから７０６万８,０００円、
使用料では９８７万５,４６０円ということで、

ほかに質疑の方、いらっしゃい

以上で、スポーツ振興課に対する審査を終了し
ます。

一応支出とあわせて、帳簿上といいますか、６万

スポーツ振興課長、御苦労さまでした。

７,０００円の業者の収入が出ているというよう

２時４０分まで休憩します。

な状況でございます。

午後

この資料が必要ということで、後ほど渡るよう

午後

お願いします。

○川崎スポーツ振興課長

○長谷川委員長

説明は以上になりま

２時４１分

再開

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

す。

先ほどの審査で、畑中委員からパークゴルフ場

○長谷川委員長
○畑中委員

休憩

──────────────

に資料のほう、用意いたします。
○長谷川委員長

２時２８分

畑中委員。

の決算書を見たいということで、後ほどください

今、答えていただきましたけれど

も、やはり人件費と、整備するためにどうしても

という話でしたので、どうしましょう、皆さん、
提出してよろしいですか。

労賃が何人か必要なものですから、そういったも

（「はい」と呼ぶ者あり）

のも、やっぱり社会の変化でしょうか、こういっ

○長谷川委員長 分かりました。では、配付いた

たものを考えて、ぜひあるようにと言っては何で

します。

すけれども、やはり考えてやるのが本当でないか

次に、学校給食センターの審査を行います。

なと。ぜひ検討してみてください。

学校給食センター長、御苦労さまです。

○長谷川委員長 課長。

それでは、決算書及び提出資料に基づき、簡潔

○川崎スポーツ振興課長

やはり運営していくた

な説明をお願いいたします。

めには、人をお願いするということで、特に受付

センター長。

だとか、いろいろ事務をやっている方、人の力が

○柴田学校給食センター長

それでは、令和元年

当然必要な、管理していくには必要なものでござ

度学校給食センターの決算状況を御説明いたしま

いますので、、先ほど言ったように、３年で１期

す。

になりますので、その３年分を決める際に、やは

共通様式ナンバー１、事業名、給食センター運

り３年後のことも頭に入れながら、人件費のほう

営費は、当初予算額１億６,０９０万円、補正予

も考えてやっていかなければならないということ

算額５４万円、予算現額１億６,１４４万円で、

で、まだ今期、１年目ということなのですが、今

支出済額１億５,５９６万３,２３５円、不用額５

後の状況をまた見て、厳しいということになれ

４７万６,７６５円、執行率は９６.６％でござい

ば、何か考えていかなければならないかなと。そ

ます。補正予算、特定財源、事業目的、主な支出

の後の件もそうですけれども、業者が変わるとい

は記載のとおりでございます。事業決算の説明事

うことも当然あり得ることですから、いろいろ考

項といたしまして、新型コロナウイルスに関連す

えつつ、そんな苦労しないというか、適正な指定

る臨時的な事業として、１９節負担金、補助及び

管理料でやっていけるような計算をして、これか

交付金の項目で、学校臨時休業対策費補助金１２

らやっていきたいなというふうに考えておりま

４万９,０５７円を支出してございます。また、
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事業実施に伴い、様式２の予算流用（５万円以

かったので、見たら、地産地消用食材賄い費とか

上）及び予備費充用の状況に記載しておりますと

の１,０００万円なのかなと思ったのですけれど

おり、財源として需用費から１２４万９,０００

も、それでいいのかどうかと、もし、よしんばこ

円を流用してございます。

れ、１,０００万円、この材料費を上げないとし

続きまして、追加資料について御説明いたしま
す。

たら、給食費、この分、上がってしまうというこ
とになる、そういう相関関係のものなのか、ある

契約金額１３０万円以上の財産の買い入れの状

いは、それとはまた別に、プラスアルファの食材

況は、学校給食センターの備品１件、３１１万

を提供するということでこういうものが予算計上

７,９６０円となっております。

されて執行されているのかなというところで、

次に、ページをめくっていただいて、契約金額
１３０万円以上のその他の契約の状況は６件記載

ちょっと教えていただければなというふうに思い
ます。

いたしましたが、うち、三つは平成３０年度に契

以上です。

約した３か年の長期継続契約となっており、参考

○長谷川委員長

ということで掲載しておりますので、令和元年度

○柴田学校給食センター長

の契約としては、施設維持管理など、委託が３

てまいります。

件、計７３１万６,３３４円となっております。

センター長。
それでは、お答えし

まず、１９節の学校臨時休業対策費補助金でご

次に、ページをめくっていただいて、町単独補

ざいますけれども、こちらは令和元年度の２月２

助金の内訳金額でございますが、学校臨時休業対

７日から２８日の北海道知事による学校の臨時休

策費補助金１件、１２４万９,０５７円でござい

業、続いて、３月１日から２４日までの国による

ます。

学校の一斉臨時休業に対し、保護者に休業分の給

以上で、学校給食センターの決算状況に関する

食費を返還するとの意向が国から示され、３月中

説明を終わります。

旬に国で急遽創設した補助事業となってございま

○長谷川委員長 ありがとうございました。

す。補助対象は、購入及び購入見込みだった食材

これより質疑を行います。

費と返還するための振り込み手数料などとなって

若山委員。

おり、購入した食材のうち、七飯町は３月分の給

○若山委員

共通様式ナンバー１、一つしかない

食費を徴収していなかったので、２月の２日分の

のであれですけれども、ここで節１９の負担金、

食材費相当額の実費を学校給食会計のほうで保護

補助及び交付金のところで、学校臨時休業対策費

者に返還しております。

補助金１２４万９,０５７円というのが計上され

この補助事業は、原則、令和元年度予算の対応

ていて、これはこういうふうに支出すること自体

を国より求められたため、執行につきましては、

には特に反対するものではないのですけれども、

財政部局とも協議いたしまして、結果的に給食が

今まで全く項目に１円でも上がっていなくて、い

停止したことにより、光熱水費などの需用費に予

きなり光熱水費から流用するというのは、何か哲

算残が見込まれたことから、事業予算内の流用に

学というか考え方、全く違うものを政策としてや

よって実施いたしました。ちょうど議会等の終

るのに、違う項目から余っているから出すとかと

わった、議会に説明するタイミングがなかったタ

いうような流用の、手続的には問題ないのかもし

イミングで行ったため、皆様にちゃんと御説明す

れないのですけれども、きちっとこういう臨時休

ることができなくて大変申し訳なく思っておりま

業対策で、コロナ対策になるのかと思うのですけ

す。

れども、やるということで諮る必要があったので

事務的な手続については、補助申請は、要綱

はないかなというのが１点と、あともう一つ、１

上、学校設置者名義が条件となっていることか

１番の需用費の中の賄い材料費で約９９０万円上

ら、七飯町で補助申請を行い、給食費返還に係る

がっていて、これは予算書を見たらこんなのはな

振り込み手数料は町の負担となることから、町で
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支出し、それ以外の食材費該当分を給食費会計の

か、単純に余っているところから回して出して帳

学校給食センター運営委員会補助金として支出し

尻合わせるとかという、そういうレベルではなく

たものでございます。収入については、補助の事

て、コロナ対策としてこういうことを求められ

務処理を行うこととなった学校給食連合会のほう

て、こういうふうにせざるを得ないというような

からの間接補助といたしまして、令和元年度の出

手続が必要だったのではないかなと。流用して

納整理期間を超えることになったことから、令和

も、法定上、特に問題があるというわけではない

２年６月議会で歳入のみ補正していただいたとこ

とは思うのですけれども、考え方が全く違うもの

ろでございます。そういったことで御理解をいた

を、例えば１,０００円足りなかったとか、２０

だきたいと思います。

万円足りなかったとか、そういうことで流用する

需用費の地産地消の９９１万７,５１１円でご

ものではないので、全く違うものを創出するとい

ざいますけれども、こちらのほうは、地産地消の

う考え方なので、ちょっともう少し説明とか、そ

分の食材費ということでよろしいです。御指摘の

ういうものがあってしかるべき、誰もこんなもの

お話のとおりでございます。

反対しないので、しかるべきなのかなというふう

これがなかったときに給食費が上がるのかとい

に思ったということで、もう一度その辺のところ

うことでございますけれども、この費用は、学校

をお願いしたいのと、先ほどの地産地消のあれに

給食に七飯産品をより提供していきたいというこ

ついて、１,０００万円ほど町が計上しているの

とから、町会計のほうでこの金額を予算計上して

ですけれども、そうすると、町の特別なものを出

おります。具体的には、大きなところでいうと、

さないで、この費用を給食費の無料に当てるとす

給食の中で、プレミアム七飯デーということで、

れば、１,０００万円、町の特別な材料を食べる

七飯産の特産品をより出した給食を提供する、そ

ということがなくなってしまうのだけれども、

のために使われております。また、それ以外の通

１,０００万円、給食費を無料にするような財源

常の給食の中でも、通常の給食の食材として七飯

になる可能性はあるというふうにとらえてもいい

産品を入れていきたいということで、そちらのほ

わけですか、考え方の問題ですけれども、という

うにも使わせていただいております。そういった

ことで、ちょっと回答いただきたいと思います。

ことで、どうしても町産品を使用しますと、いわ

○長谷川委員長

ゆる町産品以外のものよりは金額が高くなってご

○柴田学校給食センター長

ざいますので、それをこちらのほうで購入してい

補助金の件でございますが、この事業は、急遽、

るところでございます。これがなくなったから、

本当に国のほうから、３月の中旬に話があったも

では給食費が上がるのかということにつきまして

のでございます。その当時、コロナ対策というこ

は、こちらのほうはあくまでも給食費の中に七飯

とで、教育委員会だけでなく、いろいろな他部局

産品を入れるために追加している金額でございま

のほうでいろいろな施策を緊急的にとっていた時

すので、そういう補塡的な意味合いのものではご

期でございます。そんな中で、これを行わなけれ

ざいません。

ばならないとなったときに、当然、充用、予備費

以上でございます。
○長谷川委員長
○若山委員

センター長。
まず、臨時休業対策

とか、そういったものも検討しました。ただ、財

若山委員。

政当局と協議していた中で、財源として予算が需

学校臨時休業対策費補助金という

用費の余りがあるのであれば、それを使うことで

か、こういうふうに項目を設けて使うことに対し

問題ないということでお話をいただきまして、そ

ては、これはコロナで休めということであれした

の辺は流用の手続ということで部内、そして町と

ので、しようがないとは思うのですけれども、全

の決裁をとって施行したものでございます。やむ

く概念というか、そういうものが違う内容のもの

を得なかったものとして御理解いただければと思

をやるということに対して、議会に説明すると

います。

か、あるいは専決処分とか、特別なあれでやると
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１,０００万円の考え方なのですけれども、あ

くまでもこの１,０００万円は地産地消の七飯の

方策を考えた結果、財政的に問題ないという判断

産品を給食に提供していきたいという考えでござ

で、余剰している金額から流用という形をとらせ

います。牛乳ですとか野菜ですとか、いろいろな

ていただきました。御理解いただきたいと思いま

七飯の町内の業者さんから、このものを使うこと

す。

で、子供たちが七飯の産品を知っていただく、そ

○長谷川委員長

して事業者さんも、購入することで、子供たちに

よろしいですか。

ほかに質疑ございますか。

いろいろ知ってもらったり、農家の皆さんが、自

（「なし」と呼ぶ者あり）

分たちが使っているものを子供たちに食べてもら

○長谷川委員長

副委員長、なしですか。

うことで、そういった産業とか職業に関心を持っ

○田村副委員長

はい。

ていただく、そういった趣旨もございます。ま

○長谷川委員長

質疑を終わります。

た、今、こちらのほうのプレミアム七飯デー初め
七飯の給食は非常に高い評価を受けております。

以上で、学校給食センターに対する審査を終了
します。

そういった意味で使っておりますので、今、我々

学校給食センター長、御苦労さまでした。

のほうでこの１,０００万円のほうを給食費の値

暫時休憩いたします。

下げのほうに使うというような考え方は今持って

午後

おりません。

○若山委員

休憩

──────────────

以上でございます。
○長谷川委員長

２時５６分

午後

若山委員。

２時５７分

再開

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。

何かしつこいようですけれども、学

先ほどの。学校教育課長より答弁がございます

校臨時休業対策費補助金を光熱費から流用したと

ので、Ａ４の資料を配付していると思いますの

いうのは、ちょっと大丈夫なのかなと、考え方と

で、よろしくお願いいたします。

して、姿勢として大丈夫かなと。いろいろなとこ

課長。

ろに諮って、給食センターさんだけではなくて、

○北村学校教育課長

貴重なお時間をとらせてし

トータルで決めたということなのですけれども、

まい、大変申し訳ございません。

何か全く違う概念のものを出すというときに、流

資料をお手元に配らせていただきました。町有

用ということでいいのかどうなのかなという、こ

財産の売り払い、スクールバスの売却に係る資料

れ以上は押し問答になるので、大丈夫なのかなと

と、各学校の燃料費でございます。スクールバス

いうのがまだしっくりしないということで、終わ

は、平成１２年車、走行距離３７万キロで、フ

ります。

レームが腐ってきたということで聞いておりま

○長谷川委員長

答弁できますか。

○柴田学校給食センター長

す。状況については以上でございます。売却につ

お答えしてまいりま

きましての資料はお配りした次第でございます。

す。

学校の燃料費についてでございますが、すみま

事業実施自体は、どうしてもこちらのほうは保

せん、単位がそれぞれ重油とか灯油とか、平米単

護者に返すという国の方針が決まったということ

価と出ていますが、燃料の単価ではなくて、燃料

で、どうしてもやらなければいけないことという

に係る総費用を各学校の面積で割り返させていた

ふうになってございます。それで、私どものほう

だいた表示でございます。３０年の資料にあわせ

は、この中身も、保護者の方が不利益を被らない

ましてこのような表現にさせていただきました。

方向での事業ですから、保護者の、ひいては町民

紛らわしくて申し訳ございません。

の利益になるということで事業実施をすることを

それから、教員住宅の借り上げについてでござ

決定いたしました。ただ、どうしても、事業を実

います。現在、七飯町教員住宅として借り上げて

施するにしても、財源、当然、お金というのは必

います３件の物件についてですが、七飯町教員住

要でございます。そういった中で、いろいろ出す

宅の管理規則に基づきまして、アパートの家賃か
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ら教職員手当として支給される住宅手当分を引い

積で割らないと。電気を使っているのはそこだけ

た半分を自己負担していただきまして、残り半

なのだから。ちょっと計算し直してくれない、こ

分、１万５,０００円程度を折半して入居してい

れ。

ただいている状況でございます。訂正いたしま

○長谷川委員長

す。申し訳ございませんでした。

○北村学校教育課長

以上です。
○長谷川委員長

大変申し訳ございません。

３０年の資料がそういうふうに出ていたものです
質疑ございますか。

から、比較のために同じ計算方法で出させていた

平松委員。
○平松委員

課長。

だいた次第でございます。

光熱費の話ですけれども、例えば大

○長谷川委員長

平松委員。

中山小学校は、バイオマスボイラーの分も入って

○平松委員

いるのですか。バイオマスの燃料、プロパン、電

山小学校の体育館の暖房というのが割高なのか、

気代、これを全部足したものを学校の総面積で

普通なのか、それを見比べるためには、電気暖房

割っているという単価なのか、ちょっとその確認

をやっているのは体育館だけだから、体育館の床

をお願いします。

面積で割ってみて、ほかと比べてどうなるのかな

○長谷川委員長

課長。

○北村学校教育課長

くどいようだけれども、結局、大中

というのを見ないとだめだと思うのですよね。そ

申し訳ありません、３０年

んな極端に変わらないと思いますけれども。

度に決算資料として出させていただいたときに、

ちょっとこれ、体育館の面積を調べて計算し直し

灯油で言うと１３３万１,７１１円を単純に大沼

てください。

小学校で言いますと２,９５５平米、学校の１平

○長谷川委員長

米当たりに灯油が幾らかかったかという括りに

○北村学校教育課長

なっていまして、それぞれの燃料種別の総額を学

が、電気暖房、全部電気含めて、校舎部分も含め

校の面積で割り返しただけの表示になっておりま

ての電気料の計算になっているようでございます

す。

ので、体育館の部分の電気料金が幾らかかってい

以上でございます。
○長谷川委員長
○平松委員

課長。
大中山小学校の体育館です

るかというのは、計算は出ないです。申し訳ござ

平松委員。

いません。

そうしたら、３１年といったら体育

○長谷川委員長

平松委員。

館できていたのだっけ、大中山小学校。できてい

○平松委員

たよね。そうすると、体育館の面積で割った話な

室、教職員の利用しているところだとか、契約内

ら分かるけれども、電気暖房をやっているのは体

容が違うのでないの。体育館だけ別の、例えば深

育館だけでしょう。そういう計算になっているの

夜電力契約だとか、そういった単価の違う電気契

かな、平米１,０８１円というのは。

約をしたいるはずなのだけれども。比べるものが

○長谷川委員長

同じでないと。

課長。

○北村学校教育課長

すみません、そこまで計算

していなくて、ただ単純に、一番左端に学校の面

体育館の電気の契約と、一般の教

○長谷川委員長

単価出ないよね。（発言する者

あり）

積を載せておりますが、それで割り返しているだ

課長。

けの表でございます。

○北村学校教育課長

○長谷川委員長

気料、ちょっと請求のほうを確認してみないと分

○平松委員

平松委員。

大中山小学校の体育館の電

例えば七中というのは全部電気暖房

かりませんが、どのように、契約は違うと思いま

なのですよね。電気暖房以外ないのでしょう、あ

すので、夜間電力等で違うと思いますので、内訳

そこは。だから、それだったら校舎面積で割るの

が分かれているかどうか、改めて回答いたしま

は分かるけれども、大中山小学校の９５４万円を

す。申し訳ございません。

全面積で割ったってだめでしょう、体育館の床面

○長谷川委員長
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横田委員。

○横田委員

同じ水道光熱費の出し方ですけれど

く違うものなのか、それが分かるようにだけして

も、例えば体育館だと天井が高いのだから、当

いただければというのが私の思いですけれども。

然、面積があって、上があるのだから、その風体

ちょっとほかの人は分かりませんけれども。

の中にどれだけの電気代がかかったとか燃料費が

それと、バスの話ですけれども、前に何度か、

かかったかというふうに出していくのだから、こ

私、言っているのですが、こういうのはオーク

れ、立方メートルで出すということ自体がおかし

ションにかけるという選択肢はそもそもないので

いのではないですか。どうやって出せるのか。あ

すか、七飯町の場合は。ディーゼルエンジンのも

り得ないよ。

のは、海外でかなりいい値で売れるというのは、

もう１点。一番最初の町有財産の売り払いにつ

わりと普通の人でも分かっている話なのですよ

いてということで、前のスクールバスを売ったと

ね。それで、特に日本の車の特にディーゼルエン

いうことで、これは公募したということでいいの

ジンのバスだとかトラックというのは海外で値段

ですね。公募したということは、ホームページだ

がいいので、オークションにかければもっともっ

とか町の広報に上げたということなのですか、こ

といい値段で売れたかもしれないのですけれど

れ。

も、それは規定でできなかったのですか。ちょっ

以上です。

とその説明をお願いします。

○長谷川委員長

課長。

○北村学校教育課長

○長谷川委員長

町有財産の売り払いにつき

課長。

○北村学校教育課長

公有財産の売り払いでござ

ましては、町のホームページ及び町の掲示板の公

いますが、ここに書いているとおり、地方自治法

告板のほうに公告をして、一般から申し込みを受

第１６７条の６の規定により公告させていただき

けたところでございます。

まして、広く募ったつもりではございます。オー

それから、燃料費につきましては、確かに計算

クションというのは、差し押さえ等で自治体オー

方法、おかしな部分がございますが、先ほどの質

クションとかやっているところもありますが、町

疑の中で、３０年との比較ということで、３０年

有財産につきましては、現状、このやり方をとら

の様式をそのまま利用させていただきましたの

せていただきました。

で、ちょっと分かりづらい表現となってございま

以上です。

す。申し訳ございません。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

○平松委員

○平松委員

平松委員。

平松委員。

結局、差し押さえ物件はやっている

おっしゃっていることは分かりま

のですよ、オークションで。それに乗っければい

す。前の様式に新しい数値を入れたということで

いだけの話だから、何でわざわざ狭くやったので

すから。ただ、今問題にしているのは、大中山小

すかね。その理由が分からないです。

学校の体育館の電気暖房が、先ほどの説明でした

○長谷川委員長 暫時休憩します。

ら、大体設計範囲でおさまっているという説明が

午後

ありましたけれども、全体で見たときに、ちょっ

休憩

──────────────

と比べようがないですよね、この計算の仕方であ
れば。

３時１２分

午後

３時２１分

再開

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。

それと、今、同僚議員が言いましたけれども、

学校教育課長の答弁から入ります。

ボリュームで計算するというのもそうなのでしょ

課長。

うけれども、そうなると、ほかの校舎だとか教室

○北村学校教育課長

貴重なお時間を費やしてし

も全部体積で計算し直さなければだめになるの

まい、大変申し訳ございません。

で、ちょっとそれは間に合わないと思うので、単

各小中学校の燃料費につきましては、この表に

純に体育館だけ特殊な契約をして、それが床面積

加えまして、大中山小学校の体育館及びバイオマ

で割ったときに余り違いがないものなのか、大き

スの分をつけ加えたものを後日改めて提出させて
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いただきます。申し訳ございませんでした。

の部分でもありますが、私が月曜日に答弁した内

それから、バスの公売についてですが、財政当

容は、各担当課で工事の予算などがついた場合に

局とも先ほど相談してまいりました。公売、オー

つきましては、そこの所管する課で工事を発注す

クション等も可能なようでございます。不勉強で

るわけですが、その際には、指名選考委員会を所

このような売買にしてしまい、申し訳ございませ

管する担当課だとか、あるいは建設であれば都市

んでした。今後、このような案件がございました

住宅課と連携して、そこで相談をしながら、担当

ら、オークション等、１円でも高く町有財産が売

課のほうで発注をするということで、それは全町

れるような努力をしてまいりたいと思います。申

的というか、役場内部は全体的にはそうだよとい

し訳ございませんでした。

う御答弁をさせていただいたところですけれど

○長谷川委員長

も、このたびの福祉課の３事業につきましては、

平松委員、何か質疑あります

か。よろしいですか。

福祉課のほうで発注をいたしました。これにつき

ほかに質疑ございますか。

ましては、地域限定型一般競争入札ということ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

で、この部分で、本来であれば指名選考委員会に

それでは、このことについて終

了いたします。

諮るということでございましたが、諮ることを失
念してしまいましたということで、この部分につ

お疲れさまでした。

いてお詫びし、今、反省しているところでござい

暫時休憩いたします。

ます。

午後

３時２４分

休憩

今後は、入札に関する見識を深め、工事請け負

──────────────
午後

３時２６分

い予算執行の際は、指名競争選考委員会及び設計

再開

委任担当課としっかりと連携し、事務を執行して

○長谷川委員長 それでは、再開いたします。

まいりますので、お詫びし、謝罪申し上げます。

本日の日程は終了いたしましたが、民生部長よ
り発言の申し出があります。

どうもすみませんでした。
○長谷川委員長

お諮りします。

質疑のある方。

民生部長の発言を許可することに御異議ござい
ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

それでは、以上で終了いたしま

す。

なしと認めます。

民生部長、福祉課長、御苦労さまでした。

それでは、民生部長、福祉課長、入場、お願い

暫時休憩いたします。

します。

午後

民生部長、福祉課長、御苦労さまです。

３時３０分

休憩

──────────────

それでは、発言を許します。

午後

民生部長。
○杉原民生部長

よろしいですか。

３時３０分

再開

○長谷川委員長 引き続き、再開します。
月曜日の委員会におきまして、

福祉課の所管しております契約金額１３０万円以

以上で、各課の聞き取り調査は全て終了いたし
ました。

上の工事または製造の請け負い契約の状況という

これより、町長への総括質疑を行うかどうかを

ことで、そのナンバー１の部分で、介護予防拠

決めていきたいと思います。

点、七飯町文化センター改修工事ほか２件、この

委員の発言を求めます。

部分につきましては、指名競争入札ではなく、地

横田委員。

域限定型一般競争入札ということで資料を差し替

○横田委員

えさせていただいたところです。

思います。理由としては、総務のときに出た３月

そして、昨日の経済部の指名選考委員会の答弁

私は、総括をやっていただきたいと

の補正予算による基金の予算を組んでいながら、
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それをやらなかった。それに対して町長はどうい

やっていると。もう少ししっかりと町の財産を処

うふうに考えているのかというのが分からないと

分すると、これが１点。

いうので、まずそれで１点。

それから、大した金額ではないのですけれど

それから、自主財源の確保ということで、ふる

も、各課が、例えばガソリンにしてもプロパンに

さと納税があったのですけれども、ふるさと納税

しても灯油にしても、それぞれその時点で各商店

も１,７００万円ほどしか増えていないので、町

から買っていらっしゃるのですけれども、伝票を

長は今後はどういうふうにして一般自主財源の確

見ると。これはやはり町として、ある程度の期間

保をしていくのかという点を聞きたい。

は、どこで買っても同じくらいの単価になるよう

それから、道の駅の管理者の決算書を見ている

に、経費の削減に努めるということで、単価の比

と、結構いい加減な数字が並んでいるので、き

較をする、そういう情報を持ちながらものを買う

ちっとその辺は精査しているのかどうか。寄附金

というふうにしていただきたい。

の１００万円というのはどういうふうにとらえて
いるのか。

それから、最後ですけれども、公共工事の発注
方法、Ａ、Ｂ、Ｃというランクがあって、説明を

それと、男爵倶楽部と男爵館との関係。

受けましたけれども、例えばＡランクが単独でや

それから、予備費の充用の仕方。

れるのでしょうけれども、そこにＢだとかＣだと

以上、聞きたいと思います。

かをくっつけてあげて、少しでも小さい業者さん

○長谷川委員長

ほかに御意見ございませんか。

中島委員。
○中島委員

に実績をつけていくと、そういう方向でいかない
と、いつまでも小さい業者さんはそこにしかいら

私もやはり町長総括は必要と思いま

す。

れないですから、地元発注、そういうことにこだ
わるのであれば、そういうランクアップにも気を

今、同僚委員のほうから話がありましたけれど

つけてあげるということを望みたいと思います。

も、私も自主財源について、これはぜひお聞きし

○長谷川委員長

ただいま３名から総括質疑が必

たいと思っております。確かにふるさと納税、不

要という意見を聞きました。意見が多いようです

要の不動産、また、その売却、あるいは使用料、

ので、町長への総括質疑を行います。（発言する

利用料、これの値上げ等々、いろいろあると思い

者あり）

ますけれども、いずれにしましても、こういう問

大変失礼しました。お許しください。

題については、なかなか一長一短には進まないよ

それで、全会一致でするというふうにしてお諮

うな問題でありまして、右から左にすぐ売れるも

りしたいと思います。

のがあればいいのですけれども、そう一長一短に
実現できるものではないと。それで、自主財源の

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

異議なし、分かりました。

確保について、新しい財源確保、どういうものが

それでは、ただいま一緒に町長への総括質疑事

あるのか、町長、考えがあるのかどうか、町長の

項についても御意見をいただきました。その内容

所見をぜひお聞きしたいなというふうに思ってお

については、私、急いで書いたものですから、そ

ります。

れを精査しますので、暫時休憩します。１０分ほ

○長谷川委員長

ほかにございませんか。

どください。

平松委員。
○平松委員

午後

今まで出ているもののほかに、追加

休憩

──────────────

を町長の質疑に加えていただきたい。

午後

１点は、今やっていました財産処分のことで

３時３７分
３時３７分

再開

○長谷川委員長 申し訳ございません。

す。町有地、結構あるけれども、進んでいない。

引き続き、再開いたします。

それから、さっきみたく、町の財産、もう少し高

ほかに町長への質疑事項の意見をお寄せくださ

く売れたかもしれない、その辺が余り真剣味なく

い。
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若山委員。
○若山委員

町の考え方を伺いたい。

先ほどちょっとダブってあれかもし

れませんけれども、ダンシャクラウンジの決算書

四つ目、予備費の充用に対する町の考え方を伺
いたい。

が開示されまして、その内容に対する町長の考え
をお聞きしたいということと、町債残高の今後５

五つ目、男爵倶楽部とダンシャクラウンジの関
係について伺いたい。

年間かな、数字が出されましたけれども、その数
字に対する町長の考え方。

六つ目、町有財産の処分が進んでいないと思わ
れるが、今後の町有地や財産の処分に向けた考え

それと、実質公債費比率についても、今後５年

方について伺いたい。

ぐらいの数字が出されましたけれども、その数字
に対する町長の考えをお聞きしたいと。

者の育成のため、下位のランクの業者を参加させ

以上、３点です。
○長谷川委員長

る考えはないか伺いたい。

ほかにございますか。

八つ目、今後５年間の町債現在高、実質公債費

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

七つ目、公共工事の発注方法に関して、町内業

比率に関する資料が提出されたが、今後の見込み

分かりました。

に関する考え方を伺いたい。

それでは、暫時休憩します。
午後

３時３８分

以上でございます。
休憩

以上、八つにまとめたのですけれども、質問さ

──────────────
午後

４時１０分

れた方、趣旨とか、これでいいかどうかの確認を

再開

お願いしたいと思います。

○長谷川委員長 それでは、再開いたします。

また、ほかに意見がございましたらお願いしま

事務局長のほうから、ただいま配付されました

す。

町長への質疑事項を読み上げますので、よろしい

○長谷川委員長

でしょうか。

○若山委員

（「はい」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

５番目の男爵倶楽部とダンシャクラ

ウンジの関係について伺いたいのところで、これ

ありがとうございます。

は株式会社男爵倶楽部、株式会社ダンシャクラウ

事務局長。
○関口議会事務局長

若山委員。

ンジなので、「（株）」と入れたほうが質問の趣
それでは、各委員のほうか

ら出されました質問事項について、似たような質

旨に合うのではないかなと思うのですけれども、
いかがでしょうか。

問につきましてはまとめてあるところもございま

以上。

すので、お願いいたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

令和元年度決算審査特別委員会、町長への質疑
事項。

○長谷川委員長

異議なし、皆さん、それでよろ

しいですか。

１、基金積立金について。令和２年第１回定例
会で基金積立金を増額する補正予算を提案した

（「はい」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

「（株）」を入れる。

が、基金への積み立てを行わなかったことへの町

ほかに何かございますか。

の考え方について伺いたい。

平松委員。

二つ目として、自主財源の確保について。ふる

○平松委員

７点目のところなのですけれども、

さと納税の強化や遊休財産の売却を初め、使用

私が思っているのは、下位のランクの業者を参加

料、利用料の値上げ等を検討していると思うが、

させる考えはないかということではなくて、取り

自主財源の確保に向けた考え方、新たな自主財源

上げる方法とか、ちょっと参加させるというのは

について伺いたい。

基準がありますから、それを無視して何でも上げ

三つ目、道の駅なないろ・ななえの指定管理者

られるかと、それはできないという話になるの

から１００万円寄附されているが、寄附に対する

で、さっきもちょっと言ったのですけれども、Ｊ
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Ｖを増やして、なるべく下位の会社と組ませると

した。

か、そういうことを聞きたいのです。何という表

次に、町長への総括質疑の方法ですけれども、

現がいいでしょうね。一応下位のランクの業者を

今までは、初めに委員長が代表で質疑を行ってお

取り上げる方法について伺いたいという表現でど

りましたが、どのように行ったらよいか、意見を

うでしょうか、皆さん方。（発言する者あり）

いただきたいと思います。

○長谷川委員長

それでは、平松委員、もう一

畑中委員。

度、どのように訂正していきますか。

○畑中委員

○平松委員

いなと思っています。委員長もそのことは考えた

下位のランクの業者を取り上げる方

やはり今までどおりやったほうがい

法について伺いたいと。ちょっとすっと来ないよ

でしょう、大体。

な。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

自分で答えを出さないでくださ

い。

○畑中委員

覚悟しておりました。

覚悟していたでしょう。そうやって

ください。

○平松委員

皆さんのお知恵を。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

副委員長。

○田村副委員長

下位のランクの業者を含めるよ

（「なし」と呼ぶ者あり）

うな方策がないか伺いたい。
○長谷川委員長

○長谷川委員長

今の副委員長の考え方はいかが

委員長の代表質疑の声が多いようですので、委
員長が代表を行うことでよろしいでしょうか。

ろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

（「はい」と呼ぶ者あり）

○長谷川委員長

分かりました。（「含めるよう

な方策がないか伺いたい」と呼ぶ者あり）

ありがとうございます。

それでは、委員長のほうから代表で総括質疑を
行うことといたします。

ほかに。

各委員には、委員長の代表総括質疑が終わって

若山委員。
○若山委員

皆さんが異議なしということで

すね。

でしょうか。よろしいですか。皆さん、それでよ

○長谷川委員長

ほかに。

から、町長への質疑をお願いいたします。町長の

先ほどの５番のところで、男爵ラウ

ンジと、片仮名になっているのですけれども、決

答弁を聞いた後に、各委員にも質疑ができますよ
というお願いですけれども、よろしいですか。

算書のあれでは「ＤＡＮＳＨＡＫＵ」と横文字に

次に進めます。

なっているのですよね。これ、正しくしておかな

お諮りいたします。

いとあれなのかなと思うのですけれども、どうで

本日予定していました審査は全て終了いたしま

しょうか。
○長谷川委員長

した。
事務局長。

○関口議会事務局長

本日はこれをもって終了したいと存じますが、

後で政策推進課のほうで、

出ていたものをそのまま使いますので、確認して

これに御異議ございませんか。（発言する者あ
り）

直します。ありがとうございます。
○長谷川委員長

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

確認して直しますということ

で、よろしいでしょうか。

○関口議会事務局長

（「はい」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

すみません、日程につい

て、町長の日程上、１８日の金曜日に行いたいと

ほかに何かございますか。

思います。ですので、明日、委員会はなく、お休

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

○長谷川委員長 事務局のほうから報告します。

みをして、あさっての総括質疑で、総括質疑が終

なしということで、次に進めま

す。

わりましたら採決という形で、１８日に全部採決
までいきたいと思います。そういう予定ですの

ただいま町長への総括質疑事項が決定いたしま

で。
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以上でございます。
○長谷川委員長

よろしいですか。１８日金曜日

の１０時からでございます。よろしいですか。明
日はお休みになります。
それでは、またお話を戻しまして、本日は、こ
れをもって終了したいと存じますが、御異議ござ
いませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長 異議なしと認めます。
よって、本日はこれをもって終了いたします。
お疲れさまでした。
午後

４時２１分 閉会
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