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午前 ９時５７分 開会

料」という、「管理業務委託料」という表記が不

○横田委員長 おはようございます。

要な部分をそのまま表示しました。この部分を削

委員会の開催前に、お願いがございます。

除した資料と差し替えをお願いするものでござい

町長総括質疑について、本日の審査が全て終了

ます。大変お手数をおかけいたしますが、よろし

してからお諮りいたしますが、本日も遅い時間ま

くお願いいたします。

で決算審査がかかる見通しとなっております。

以上でございます。

そこで、各委員において、町長への総括質疑が

○横田委員長

あると仮定し、質疑事項を文章で事務局へ午後３

これより質疑を行います。

時までに提出していただけたら、事前に事務局で
一覧表を作成しておきたいということですので、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長 質疑を終わります。

御協力よろしくお願いしたいと思います。いかが
でしょうか。

以上で、都市住宅課に対する審査を終了しま
す。

（「はい」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

ありがとうございます。

経済部長、都市住宅課長、御苦労さまでした。

では、３時までに質疑項目を事務

暫時休憩いたします。

局のほうまで提出してください。

午前１０時００分

時間前ですけれども、皆さんそろっていますの

─────────────

で、これより令和２年度決算審査特別委員会第６
回目を開催いたします。

休憩

午前１０時０２分

再開

○横田委員長 休憩前に引き続き、再開します。

直ちに本日の会議を開きます。

これより、教育委員会の聞き取りを行います。

昨日の農林水産課の質疑の中で、中山間地域所

教育次長、学校教育課長、生涯教育課長、お疲

得向上支援事業補助金関係の追加資料がございま

れさまです。

した分について、閲覧用で用意しておりますの
で、後ほど御覧お願いいたします。

決算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし
ます。

また、商工観光課より追加資料の提出がありま
したので、配付しております。

なお、資料は事前に配付されておりますので、
資料の事業決算の具体的内容については、特段の

それでは、初めに都市住宅課より、資料の訂正
と説明がありますので、経済部長と都市住宅課長

説明のない限り、「記載のとおり」でよろしいで
す。

が出席しております。

その前に、マイクをそばにつけてしゃべってく

都市住宅課長、経済部長、よろしくお願いいた
します。
○青山経済部長

れないと、ちょっと言いづらい部分があるので、
お願いいたします。

大変貴重なお時間をいただきま

それでは、学校教育課の審査を行います。

してありがとうございます。

学校教育課長、お願いします。

さて、昨日、審査をいただきました都市住宅課

学校教育課長。

所管の共通様式ナンバー１０において、歳出補正

○俉楼学校教育課長

それでは、学校教育課所管

の説明欄中に不要な表記があったことから、その

の部分について御説明を申し上げます。

部分を削除した資料と差し替えをお願いするもの

まず、共通様式でございます。

でございます。

ナンバーの１、教育委員会費でございます。当

その部分とは、歳出補正の欄の中段にございま

初予算２１０万５,０００円に対しまして、補正

す工事請負費の下、「冬トピア団地（９０棟）長

予算で４９万５,０００円を減額し、予算現額を

寿命化改修工事」とすべきところを、「冬トピア

１６１万円に対しまして、支出済額が１５６万

団地（９０棟）長寿命化改修工事管理業務委託

４,５２０円、不用額は４万５,４８０円で、執行
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率は９７.２％でございます。事業目的は、教育

クールバス運行費でございます。当初予算額が

委員会の円滑な運営執行でございますが、決算内

３,８５４万３,０００円に対しまして、補正予算

容は記載のとおりでございます。

により合わせて５５５万５,０００円を追加し、

続きまして、ナンバーの２、事業決算名が事務

予算現額を４,４０９万８,０００円に対しまし

局費（学校庶務）でございます。当初予算が４０

て、支出済額が４,２４８万９,５９１円、不用額

８万７,０００円に対しまして、３月の整理予算

が１６０万８,４０９円で、執行率は９６.４％で

などで５４万７,０００円を減額し、予算現額を

ございます。事業目的、決算内容は記載のとおり

３５４万円に対しまして、支出済額が３３３万

でございます。

８,０９１円、不用額が２０万１,９０９円で、執

続きまして、ナンバーの７、学校教育公用車管

行率は９４.３％でございます。事業目的は、教

理費でございます。当初予算５０万３,０００円

育委員会事務局の円滑な運営と、教育環境の充実

に対しまして、３月の整理予算により６万９,０

となります。決算内容は記載のとおりでございま

００円を減額し、予算現額を４３万４,０００円

す。

に対しまして、支出済額が３９万４,２３９円、

続きまして、ナンバーの３、事業決算名が対外

不用額が３万９,７６１円で、執行率は９０.８％

競技参加費でございます。当初予算額５００万円

でございます。事業目的、決算内容は記載のとお

に対しまして、６月、３月に補正予算で合わせて

りでございます。

４２１万６,０００円を減額し、予算現額を７８

続きまして、ナンバーの８、教員住宅管理費で

万４,０００円に対しまして、支出済額が７８万

ございます。当初予算２,１９９万９,０００円に

３,０２２円、不用額は９７８円で、執行率は９

対しまして、３月の整理予算により３９４万９,

９.９％でございます。事業目的は、学校教育活

０００円を減額し、予算現額を１,８０５万円に

動としての対外競技の参加による児童生徒の向上

対しまして、支出済額が１,５０８万２,１４５

心や健全な精神の育成となりますが、決算内容は

円、不用額が２９６万７,８５５円で、執行率は

記載のとおりでございます。

８３.６％となってございます。事業目的、決算

続きまして、ナンバーの４、事業決算名が事務

内容は記載のとおりでございます。

局費（学校教育）でございます。当初予算が５４

続きまして、ナンバーの９、事業決算名が学校

６万２,０００円に対しまして、６月、１２月に

情報通信ネットワーク環境整備費でございます。

増額補正、３月に整理予算による減額により、合

この事業については、前年度からの繰り越し事業

わせて５３万３,０００円を減額し、予算現額を

となってございます。前年度繰越額が９,４７０

４９２万９,０００円に対しまして、支出済額が

万９,０００円を予算措置をしてございまして、

３７３万７,３９２円、不用額は１１９万１,６０

支出済額が９,２２６万１,９５０円、不用額が２

８円で、執行率は７５.８％でございます。事業

４４万７,０５０円で、執行率は９７.４％となっ

目的、決算内容は記載のとおりとなってございま

てございます。事業の目的、決算内容は記載のと

す。

おりでございます。

続いて、ナンバーの５、事務局費（教育助成）

続きまして、ナンバーの１０、事業決算名が大

でございます。当初予算が１５３万８,０００円

沼地区小中学校統廃合事業費でございます。こち

に対しまして、３月に整理予算により３５万６,

らも継続事業でございます。前年度繰越額が１,

０００円を減額し、予算現額を１１８万２,００

８０２万８,０００円を予算計上してございまし

０円に対しまして、支出済額が１１７万６,４２

て、支出済額が１,５７２万３,６００円、不用額

３円、不用額が５,５７７円で、執行率は９９.５

が２３０万４,４００円で、執行率は８７.２％で

％でございます。事業目的、決算内容については

ございます。事業目的、決算内容は記載のとおり

記載のとおりでございます。

でございます。

続きまして、ナンバーの６、事業決算名はス
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次に、ナンバーの１１、学校管理費（小学校）

でございます。当初予算が６,９４４万５,０００

ございます。事業目的、決算内容は記載のとおり

円に対しまして、６月以降、何回か補正をしてご

でございます。

ざいますが、合わせて８４９万１,０００円を増

続きまして、ナンバーの１５でございます。学

額し、予算現額を７,７９３万６,０００円に対し

校管理費（中学校）になります。当初予算４,４

まして、支出済額が７,３９３万８,５９１円、不

００万２,０００円に対しまして、補正予算では

用額が３９９万７,４０９円で、執行率は９４.９

６９７万２,０００円を増額し、予算現額を５,０

％でございます。事業目的、決算内容は記載のと

９７万４,０００円に対しまして、支出済額５,０

おりでございます。

７１万６,１７９円、不用額が２５万７,８２１円

続いて、ナンバーの１２、児童保健衛生費でご
ざいます。当初予算が５７０万８,０００円に対

で、執行率は９９.５％でございます。事業の目
的、決算内容は記載のとおりでございます。

しまして、補正予算により合わせて２７万８,０

続きまして、ナンバーの１６、生徒保健衛生費

００円を減額し、予算現額を５４３万円に対しま

でございます。当初予算２３６万円に対しまし

して、支出済額が５４０万６,６８４円、不用額

て、補正予算で１２万６,０００円を減額し、予

は２万３,３１６円で、執行率は９９.６％でござ

算現額を２２３万４,０００円に対しまして、支

います。事業目的、決算内容は記載のとおりでご

出済額が２２２万７,６９３円、不用額が６,３０

ざいます。

７円で、執行率は９９.７％でございます。事業

続きまして、ナンバーの１３、校舎等営繕費

の目的、決算内容は記載のとおりでございます。

（小学校）でございます。当初予算１億２,７１

続いて、ナンバーの１７になります。校舎等営

９万５,０００円に対しまして、補正予算により

繕費（中学校）でございます。当初予算３,１５

５９５万８,０００円を減額し、予算現額を１億

８万３,０００円に対しまして、補正予算により

２,１２３万７,０００円に対しまして、支出済額

１,２４９万３,０００円を増額し、予算現額を

が１億１,９７６万４,３２６円、不用額は１４７

４,４０７万６,０００円に対しまして、支出済額

万２,６７４円で、執行率は９８.８％でございま

が４,３５５万９,０６１円、不用額が５１万６,

す。事業目的、決算内容は記載のとおりでござい

９３９円で、執行率は９８.８％でございます。

ます。

事業の目的、決算内容は記載のとおりでございま

続きまして、ナンバーの１８、事業決算名が教

す。

育振興費（中学校）でございます。当初予算２,

続きまして、ナンバーの１８、教育振興費（中

３８２万６,０００円に対しまして、補正予算で

学校）でございます。当初予算が２,３８２万６,

は３,９２０万円を増額し、予算現額を６,３０２

０００円に対しまして、補正予算額により３,９

万６,０００円に対しまして、支出済額が６,２０

２０万円を増額し、予算現額を６,３０２万６,０

２万３,３３２円、不用額が１００万２,６６８円

００円に対しまして、支出済額が６,２０２万３,

で、執行率は９８.４％でございます。事業の目

３３２円、不用額が１００万２,６６８円で、執

的、決算内容は記載のとおりでございます。（発

行率は９８.４％でございます。事業目的、決算

言する者あり）

内容は記載のとおりでございます。

申し訳ございません。ナンバーの１４でござい
ます。ナンバーの１４、御説明申し上げます。ナ

続きまして、様式の１、令和２年度事務事業予
算全額未執行の状況でございます。

ンバーの１４、教育振興費（小学校）でございま
す。当初予算３,０２７万５,０００円に対しまし

今回、学校教育課としては３件の案件がござい
ます。記載の３件でございます。

て、補正予算により８,１５３万円を増額し、予

次に、様式の２、令和２年度予算流用及び予備

算現額を１億１,０１８万５,０００円に対しまし

費の充用の状況としては、１件、流用がございま

て、支出済額１億９９８万２,５５９円、不用額

す。記載のとおりの内容でございます。

が１８２万２,４４１円で、執行率は９８.４％で
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続きまして、本日、追加資料として提出しまし

た資料について御説明を申し上げます。

○横田委員長

まず、１としまして、令和２年度の各小中学校

では、１０時３０分まで、暫時休

憩いたします。

の燃料費別の単価、使用量の資料でございます。

午前１０時１９分

まず、１ページについては、各学校ごとの燃料

─────────────

別にまとめた総括表となってございます。

午前１０時３０分

２ページから８ページまでが、それぞれ重油、
灯油、プロパン、チップ、電気料をそれぞれ学校

休憩

○横田委員長

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

ごとにまとめた表でございます。

平松委員、御質問ありますか。

続きまして、２番の大中山小学校設計時の電気

平松委員。

暖房の積算内容については、９ページに資料とし

○平松委員

て提出をしてございます。

願いします。

いろいろありますので、よろしくお

一つ飛びまして、４番で、新型コロナウイルス

共通資料のナンバー４、この事業目的７、報償

感染症対応地方創生臨時交付金充当事業に係る財

費の中に、教育支援委員会専門委員会委員という

産の買い入れ契約、８０万円以上及びその他の契

のがあるのですけれども、これ、どういう人が何

約につきましては、ナンバーの１０から１４ペー

人ぐらいいるのか、教えていただきたい。

ジまでに資料を用意してございます。

それから、これは外国語の指導者のことになる

また、参考資料としまして、１５ページから２

と思うのですけれども、１３、住宅借上料という

０ページまでに、新型コロナウイルス感染症対応

ことで計上されていますが、これは町のほうで指

地方創生臨時交付金充当事業により購入した物品

定している、ここに入ってくださいというものな

を、それぞれ事業ごとにまとめてございますの

のかどうかの確認をお願いします。

で、御参照願いたいと思います。

ナンバー６のスクールバスのことをお聞きした

最後に、要求のございました軍川小学校、大沼

かったのですけれども、この追加資料を見ます

小学校、体育館解体工事の積算資料につきまして

と、バスに関しては日精算なのですね。ところ

は、枚数が非常に多かったために、閲覧用として

が、ハイヤーのほうは時間精算となっているの

用意をしてございますので、御確認を願いたいと

で、ちょっとぱっと見ただけなので、この委託料

思います。

の計算の仕方の、ちょっと簡単な説明をお願いし

資料の説明につきましては以上でございます。
○横田委員長

たいと思います。

ありがとうございます。

ナンバー８、この中に、１２の委託料の中に、

これより質疑を行います。

浄化槽の維持管理委託料というのがあるのですけ

平松委員。

れども、これは何件分なのか。

○平松委員

本日、追加資料をいただいて、結構

それから、同じところの１４、教員住宅の解体

ボリュームあるので、少し目を通す時間をいただ

工事というのが計上されていますが、これ、何棟

きたいのですけれども、いかがですか。

を、どこの業者が、どういう方法で、多分、入札

○横田委員長

したと思うのですけれども、すみません、ちょっ

皆さんにお諮りします。

今、平松委員から、追加資料が出たので、若
干、休憩して、中身を見たいということですけれ

と記憶に残っていないので、そこの説明をお願い
したいと思います。

ども、いかがでしょうか。必要ですか。

すみません、ナンバー９の委託料、学校情報通

（「はい」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

信ネットワーク環境整備委託料というのは、こ

どのぐらいですか。（発言する者

あり）

れ、どういうところに、どういう方法で発注した
のか、説明をお願いします。

１０分間でいいですか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

それから、ナンバー１０、１４の工事請負費、
これ、岳陽学校、３億幾らで１回工事したのだけ
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れども、体育館か何かが残っていて、それをやっ

ていただきたい。

た工事だったかな、１,５００万円、これの説明
をちょっとお願いします。

それから、補正で、右側の四角の中ですけれど
も、７月の議会の中で、ドラム式洗濯乾燥機１９

それから、次のナンバー１１、この需用費の中
で、追加資料を見ると分けられると思うのですけ

４万円、これ、どこの学校の分なのかをお願いし
ます。小学校。

れども、その他というのがありますよね。プロパ

続いて、ナンバー１５、これは中学校になりま

ンの金額の次、燃料費、その他２０４万９,００

すけれども、１０の電気料が、七中分はこっちに

０円、これ、その他というのは何なのか教えてい

出ているのですね。これはいいです、こっちに出

ただきたいのと、電気料が、これ、小学校の分と

ていましたから。

して１,９００万円ですけれども、小学校の分が

さっきも聞きましたけれども、１３の教員用の

こっちに出ていましたかね。出ていたから、ここ

パソコンの借上料、これも多分同じ説明になると

はいいのか。これはいいです、すみません。

思うのですけれども、一緒にお願いしたいと思い

それから、１３、使用料、賃借料、教師用のパ

ます。

ソコンの借上料というのがあるのですけれども、

それから、備品の購入、１７ですね。この中

これは個人のパソコンを借りているという意味な

に、指導者用の備品購入費というのが四百幾らあ

のですかね。この説明をお願いしたいと思いま

るのですけれども、これもこっちの表に出ている

す。

やつがそうなのか、ちょっとすみません、うまく

それから、１７の備品購入、指導者用の備品購

照らし合わせができないのですよ。何の分なの

入はこの追加資料に出ているものなのかな。

か。デジタル教科書とか書いているのですけれど

ちょっとすみません、見きれなかったので、説明

も、備品購入というのが何なのかを、分かります

をお願いしたいと思います。

か、それをお願いします。

今のナンバー１１の補正の中に、１２月の議会

続いて、ナンバー１７の１４の工事請負費、各

でコロナ感染予防、換気による燃料費というのが

中学校保健室エアコン設備、これ、つけたのです

２８１万円計上されているのですけれども、こ

けれども、これ、各校ごとに出ていますか。１台

れ、どこに充当した分なのか、ちょっと説明して

ずつ、多分、３か所だと思うのですけれども、学

ください。

校ごとに値段が違うのかどうか、それを確かめた

続いて、ナンバー１３、この中の委託料、こ

いので、割る３なのか、学校ごとに値段が違うの

れ、ほかにも出てきますけれども、１２の委託料

か、エアコン設置工事の内訳をちょっとお願いし

の中に、自家用電気工作定例保安管理業務委託料

ます。

というのがあるのですけれども、これ、できれば

それと、次のナンバー１８、備品購入の中で、

どういうものを学校別に幾らずつという説明を

庁用機具購入費３０４万８,０００円というのが

ちょっと、分かるかな、お願いしたいと思いま

あるのですけれども、これと、次の庁用機具購入

す。

費臨時交付金対象事業３０４万円、ここの２か所

１７の備品購入の中に、１７というのは、今の
ナンバー１３ですよ。１３の中の１７の備品購

の説明を、追加資料のどこなのかを教えてくださ
い。

入、一番最後のところですね。これは４６２万

これで一応一通り聞いたのですけれども、一番

１,０００円の中身をちょっと説明してくださ

最後に、追加資料で、９ページの大中山小学校設

い。表に出ているのかもしれませんが、ちょっと

計時の電気暖房の積算内容ということで作られて

照らし合わせできなかったので、すみません、お

いるのですけれども、これは設計書の中から抽出

願いします。

して作ったように見えるのですよね。これが仕様

それと、次のナンバー１４、これの１３のパソ

書の中にあった分だとはちょっと思えないです。

コンシステムの借上料、これをちょっと説明をし

こういう書き方は、普通、設計屋さんでも何でも
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しませんから、疑うわけではないですけれども、

まず、ナンバーの４の資料に対しまして、教育

これの説明、説明できるのか。例えば、通電容量

支援委員の人数とかの答弁でございます。教育支

というのは、どういったものが入っているのか。

援委員、特別支援の学校の先生だとか、養護教

それから、通電時間は２２時間。前には、何か２

諭、また、保健師で編成しておりまして、合計で

２時間という数字ではなかったと思うのですけど

１０名でございます。特別支援の先生について

ね。使用日数はいい。通電率というのがあるので

は、七小、藤城小学校、大中山小学校、岳陽学

すけれども、この通電率というのは、そもそも使

校、大中山中学校、七中の先生から成ってござい

用した時間で変わる話なのか、ちょっとここの説

ます。

明、お願いしたいなと思います。これは何か二タ

続きまして、その中の使用料及び賃借料で、外

イプあって、どっちかどうなのか、床暖の分と普

国語指導助手住宅の借上料でございます。こち

通の照明という話なのか。

ら、本町の住宅を借り上げしてございまして、１

私が聞きたかったのは、体育館を床暖にした理

名分の方の分でございます。

由なのですよね。例えば、灯油だとか重油だと

次に、ナンバー６、スクールバス運行費の関係

か、そういうものと比較して、炭で回せばほこ

で、バスは日額、タクシーは時間ということの根

りっぽいからとか、のどが乾くからとか、そうい

拠ということでございます。これは陸運局で定め

うこと、それから、避難施設に指定されているの

ている額で契約をさせていただいております。タ

で、床が冷えないように床暖にしたのだとかとい

クシーについては、現在、時間ということで契約

う、その比較、決定した理由というのが欲しかっ

してございますが、借り上げという方法もござい

たのですけれども、これだけ見ても、何かその辺

ますが、時間で借りたほうが安くなるということ

の過程がわからないので、設計時にどういう判断

から、現在の契約となってございます。

でこういう設計になったのか、決定したのかとい
うところを教えていただきたい。

ね。（発言する者あり）大変申し訳ありません。

以上です。
○横田委員長

続いて、ナンバー８の委託料でございました
浄化槽ですね。浄化槽につきましては、岳陽学校

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

が２か所、岳陽学校の前に１棟２軒入る住宅と、

休憩もらっていいですか。

旧東大沼小学校のところに１棟２軒入る教員住宅

ちょっと整理したいと思います。

がございます。その分と、藤城小学校にも１棟２

○横田委員長

軒の教員住宅がありまして、その部分でございま

どのぐらい、時間は。

○俉楼学校教育課長

１５分。

す。

○横田委員長 １５分。
○俉楼学校教育課長
○横田委員長

解体工事でございますね。解体につきまして

はい。

は、令和２年度、七重小学校教員住宅、これはめ

暫時休憩いたします。

ぐみ鮨の下にあった教員住宅でございます。ま

１５分。１１時より再開いたします。
午前１０時４２分

た、大中山小学校の教員住宅と、グラウンドの上

休憩

にあった住宅、それぞれ１棟を解体工事をしてご

─────────────
午前１１時０９分
○横田委員長

ざいます。

再開

解体した業者につきましては、めぐみ鮨の下が

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

函館産業機械と、大中山小学校についてはグリー
ンオオモリの業者でございます。

平松委員に対する答弁から入ります。

続いて、ナンバー９のネットワーク整備に関し

学校教育課長。
○俉楼学校教育課長

て、委託料でございます。こちら、委託について
貴重な時間、費やしてしま

い、大変申し訳ございませんでした。
それでは、順に答弁してまいります。

は、ネットワークの配線等委託事業と、ネット
ワーク構築ということで、大きく二つの委託事業
がございます。ネットワーク配線委託事業につき
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ましては、大沼地区については松田電設株式会社

小学校が５２台、大中山小学校が４６台、峠下小

と、本町地区についても同じく松田電設、大中山

学校が６台、藤城小学校が１８台、岳陽が１３台

地区は三木電気でございます。また、ネットワー

ということでございます。今回、資料を提出しま

ク構築につきましては、エフエスシーの会社で委

したけれども、１５ページの中にそこも記載をし

託を行っているところでございます。

ているところでございますので、御確認をいただ

次に、ナンバーの１０の工事の内容ということ

きたいと思います。

でございます。工事につきましては、岳陽学校の

続いて、ナンバーの１４、パソコンシステムの

ボイラーの改修、同程度の機能のもののボイラー

借上料でございます。これは校務支援システムと

の改修をしてございます。また、国旗掲揚塔の設

いいまして、学校の先生方が児童生徒のデータ管

置工事と、倉庫の増築の工事をしてございます。

理だとか出欠管理だとか、そういうものを行うシ

その３工事でございます。

ステムがあります。その借上料というところでご

続いて、ナンバーの１１、需用費のその他は何

ざいます。

かということでございます。これにつきまして
は、木質チップということでございます。

次は、備品の１５ページ、ドラム式の洗濯機で
ございますが、それも本日提出しました資料の１

次に、１３の使用料及び賃借料の教師用パソコ

５ページの中に、下から大きく三つ目のところ

ンの借上料でございます。こちらは教師用のパソ

に、小学校と中学校の欄がありますが、それぞれ

コンを借り上げをしてございます。１００台、２

台数をここに記載をしてございますので、御確認

か所からリースをしているのですけれども、５年

をいただきたいと思います。

間の契約のもので、５０台、５０台ということ

続いて、ナンバーの１５、教師用パソコン借上

で、ここでは１００台のパソコンを借り上げをし

料でございます。こちらも５０台、教師用のパソ

てございます。

コンということで借り上げをしてございます。期

続いて、備品購入費でございます。備品購入費
につきましては、指導者用備品購入費として、こ

間については５年間のリースということでござい
ます。

れはＧＩＧＡスクール構想で指導者用のタブレッ
トを購入したというものでございます。

続いて、１７の備品購入費について、指導者用
備品購入費につきましては、ＧＩＧＡスクール構

続いて、１１の、申し訳ございません、１２月

想で購入した教師用のタブレット分、これは中学

議会でコロナ感染症予防による燃料費ということ

校ですから、中学校の教師分ということでござい

でございます。これについては、コロナ感染予防

ます。

に対しまして、各学校ごと、窓を開けて換気をす

続いて、ナンバーの１７、工事のエアコンでご

るということですから、暖房が多くかかるだろう

ざいます。詳細は１５ページにもありますけれど

ということで予算措置をしてございます。いろい

も、各中学校の保健室のエアコンということで、

ろな各学校で重油、灯油だとか、ガスだとか使っ

中学校は大中山中学校、七飯中学校、また、岳陽

ておりますので、そこに充当しているというもの

の保健室にエアコンを設置したということでござ

でございます。

います。

続いて、ナンバーの１３の委託料、電気保安の

続いて、１８の備品でございます。庁用機具購

委託料ということでございます。こちらについて

入費と、庁用機具購入費臨時交付金事業の、何を

は、小学校４校、義務教育学校１校、中学校２

購入したかということでございます。まず、庁用

校、全ての学校の工作物を点検をしているという

機具購入費につきましては、生徒用の椅子、机等

ところでございます。

を購入をしてございます。臨時交付金対象事業で

備品、４６２万円の内容というところで、これ

は、洗濯機、ストーブ等を購入をしてございま

もコロナの臨時交付金の対象事業で、扇風機を

す。

買っているのですけれども、内訳でいくと、七重

○横田委員長
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教育次長。

○扇田教育次長

私のほうからは、追加資料で提

よ。前半、灯油が安かったので、まず追加しなく

出しました大中山小学校の設計時の電気暖房の積

ても大丈夫だろうと思うと。窓を開けても、当初

算内容について御説明申し上げます。

予算で間に合うというところがほとんどだったの

まず、この大中山小学校の暖房方式は、蓄熱の

ですけれども、それでも追加したという判断がど

床暖の方式をとらせていただいてございます。そ

うだったのかということで、今、確認をしたかっ

れで、電気料金、通電容量４５キロワットという

たのですけれども、何かこれを充当しなければい

ふうに記載してまずございますけれども、これに

けないという判断材料というか、もし説明できる

つきましては、ホットタイム２２ロングという北

ものがあればお願いをしたいと思います。結果的

電の契約の名称でございまして、４５キロワット

には不用額が大分出ていますから。

の機械が５３基、地下にあります。それと、もう

学校の先生たちのパソコンの借上料というの

一つがホットタイム２２という１０キロワットの

と、今のナンバー１１のところですけれども、例

電気の施設が１２基ございまして、これが同時に

えば１３の使用料で教員のパソコンの使用料とい

暖めるのではなくて、交互に回って暖めていると

うのが３００万円くらい上がっていて、１７では

いうことでございまして、通電時間についても、

備品購入で、指導者用の備品購入費、これが臨時

２４時間のうち２２時間は使えるというような契

交付金の中で６８１万円出ていて、これがタブ

約の内容でございます。

レットだという説明だったのですか、今。ダブっ

それで、通電率というのは、こちらで実際の設
定した２０度については、約３８％の通電で賄え

ていないのかなという疑問がありますので、再
度、そこをお願いします。

るというような計算でございまして、あと、当

ナンバー１３のところで、これはほかのところ

時、この体育館、床暖にした理由でございますけ

でも出てくるのですけれども、１２の委託料の中

れども、教育委員会のほうでは、ガス、灯油、電

に、自家用の電気工作物と、単純に何かこの言葉

気の３方式で、当初、比較をしてございます。そ

からいくと、自家発電だとか、キュービクルだと

れで、この３方式の中で、これからのランニング

か、そういったもののことなのかなと思ったので

コスト等を積算いたしました結果、電気が、避難

すけれども、ちょっとその言葉の説明をもう一度

場所ということで、もしかして急な停電があった

お願いしたいと思います。各学校でそういう工作

としても、蓄熱暖房ということで、３日間ほどは

物がという説明だったので、何なのかをもう１

大丈夫だというような電気暖房になっているとい

回、分かるようにお願いしたいと思います。

うこともありまして、こちらで電気暖房の決定と
いうことにいたしてございます。

を買ったといったら、これは臨時交付金だから金

以上でございます。
○横田委員長
○平松委員

ちょっと二種類、表があるので、例えば扇風機
額は合っていますね。ところが、ナンバー１４の

平松委員。

ところで、ドラム式の洗濯乾燥機というのが１５

１２月の議会で同じようなやりとり

ページに出ていると。これ、足したら合います

したようなことがあったと思うのですけれども、

か。何か金額が合わないような気がするのだけれ

ナンバー１１のところの換気による燃料費の追加

ども、私の計算違いなのですかね。７月議会、ド

ですね、２８１万円を充当したと。だけど、不要

ラム式洗濯乾燥機ほか１９４万２,０００円、こ

費は４００万円くらい出ていると。あの時点で、

れが１５ページで説明されているということなの

この充当費というのが、冬のなりかけの話ですか

ですけれども、金額が合わないと思うのですが、

ら、足りなくなるのだろうと考えたこと自体は間

ちょっとここの確認をお願いしたいと思います。

違いではないのかもしれませんけれども、結局は

それから、同じところで、ナンバー１４です

相当な不要費が出ている。このとき、ちょっとあ

ね。１３項目で、パソコンのシステムの借上料と

ちこちの別の町でこういう充当のことをどうなの

いうことの御説明、今受けたのですけれども、校

だと聞いたら、ほとんど答えは同じだったのです

務支援システム、これの借上料だと。この校務支
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援システムというのは、リモートを前提としたシ

流したとか、それでもこんな金額にならないので

ステム、前提というか、リモートも入っているシ

はないですかね。

ステムではないのですか。その確認をお願いした

というのは、七飯中学校のほうの電気料金、ま

いと思います。リモートがすぐできるような仕組

とめて出してくださいましたけれども、七飯中学

みが内蔵されているものであれば、ちょっと今の

校というのは、体育館も教室も両方電気ですよ

コロナ禍で、対応の仕方が少しどうなのかなと思

ね。それで、卒業式だ何だとやると、ちょっと寒

うものですから、その説明をお願いします。

いので、ジェットヒーターのようなストーブで加

最後の１８のところで、庁用機具、これが３０

熱しながらやっているというふうに聞きましたけ

０万円のほうが椅子とか机ということですか。そ

れども、ここで１,４００万円くらい。だから、

れから、臨時交付金のほうではストーブだとか洗

こういうのと比べても、体育館だけで６００万円

濯機だとかと言ったと思うのですけれども、これ

なのか９００万円なのか、何にしても七中で電気

も何か品物がダブっていないのかなと思うのです

代が高いというのは、前から議会でも話題になっ

けれども、再度、確認をお願いしたいと思いま

ていて、何か機会があったら変えたい、そういう

す。

検討もしたいというような答弁がたしか、次長は

それから、次長のほうの答弁の件なのですけれ

いなかったかもしれませんけれども、されている

ども、停電時に３日ぐらいもつというシステムを

のですよね、昔。それをあえて新築工事で入れた

入れたと。さっきもちょっと言ったのですけれど

根拠が、１６０万円くらいで済むという話が、実

も、基本的に、例えば重油を使った、灯油を使っ

際は全然違うと。これが一番問題なので、もう少

た、電気を使ったと、その出だしに、この蓄熱式

し御答弁をお願いしたいなと思います。

に決めた判断材料というのはないのですね。結

○横田委員長

局、蓄熱式でやるということで、もう最初からス

○俉楼学校教育課長

タートしたということで、考え方としてはまずそ

てまいります。

ういうことでいいのですか。

学校教育課長。
それでは、順番にお答えし

まず、ナンバーの１１で、１２月議会でコロナ

それと、一番大きな問題なのですが、これは通

感染対策のために燃料費を増額したのですけれど

電時間を２０度を保つために２２時間の設計なの

も、３月の現在、不用額が４００万円あるので、

ですよ。２２時間といえば、体育館を開放して、

そのときの判断としてどうだったのかというとこ

一般の方も使うという時間が当然含まれています

ろでございます。他の自治体も照会していただい

よね。２４時間しかないうちの２２時間通電する

たと、そういうことでございますけれども、七飯

という想定ですから。それで、想定年間の電気料

町としては、１２月ですから、その後、寒くなる

金が、当時と少し電気代が違うかもしれませんけ

ことも想定して、当然、予算的には、窓を開けま

れども、１６０万円で間に合うという設計だった

すので、燃料費が、単価の関係もありますけれど

のですよ。

も、足りなくなることを想定したというところ

ところが、実際には、大中山小学校、これ、体

で、増額としてございます。最終的には使わなく

育館の分だけなのかな、９０４万円、これはほか

なって、不用額を出したというところもございま

の教室の分も入っているのかな。どっちにして

すが、そこら辺はもう少し突き詰めて、３月末、

も、全く数字が違いすぎる。私、問題にしたのは

整理していけばよかったというところは反省する

そこなのですよ。どうしてこんなに違うのかなと

ところでございますが、判断としてはそういうこ

いうことなのです。前の定例議会での御説明は、

とで、１２月の判断としては間違っていなかった

想定した運転時間よりも長い、温度が高い、そう

のかなと思ってございます。

いうことを言っていましたね。それにしても違い

続いて、教師用のパソコンの借上料と購入費の

ますよ。その温度を高くしているのが、例えば２

関係でございます。教師用パソコン借上料につき

６度ぐらいに設定して、２２時間びっちり電気を

ましては、普通のというか、今回、ＧＩＧＡス
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クール構想により、タブレット、全体で、小学校

御指摘でございます。これにつきましては、現

児童、中学校生徒、小学校、中学校の先生の分と

実、そのように乖離が見受けられるということで

して、全部で２,３００台を購入をしてございま

ございましたので、先般の民生文教常任委員会の

す。ここに備品購入費としてありますのが、６８

ときに、今年の、来月、再来月から来年の４月ぐ

２万円ということであるのが、これは小学校の先

らいまでの半年間ぐらいで、今の使われ方とか、

生分として、タブレット分でございます。教師用

センサーがどこにあって、どういう反応をしてい

パソコン借上料につきましては、以前から先生た

るだとか、これを設計業者のほうと検証しなが

ちのデータ管理のために使っているパソコンでご

ら、確認をしてまいりたいということで報告をさ

ざいます。それの借上料というところでございま

せていただいてございますので、この結果につき

す。

ましては、今年、寒くなった時期の調査を改めて

洗濯機だとかの合計が合わないのではないかと

見てからの回答になるので、御理解のほどよろし

いうところの話でございます。今回、学校教育課

くお願いいたします。

としても、いろいろな事業メニューで物品を購入

○横田委員長

して、まとめたのがこのナンバー１５、１６でご

○俉楼学校教育課長

ざいます。各事業ごとにそれぞれの項目でまとめ

答弁漏れが２点ほどございましたので、追加して

た結果がこれでございますので、これで誤りがな

答弁してまいりたいと思います。

学校教育課長。
大変申し訳ございません。

いものとしてございます。ただ、ちょっと見にく

まず、自家用電気工作物の保安点検の関係にな

かったかなと思って、反省はしているところでご

りますけれども、工作物は何なのかという問い合

ざいますけれども、この内容を御確認いただけれ

わせでございます。学校ごとにものは違うかもし

ばというところでございます。

れませんけれども、キュービクルだとか、分電盤

以上でございます。
○横田委員長
○扇田教育次長

等の一般的な電気保安の管理に対する委託という

教育次長。

ことでございます。

大中山小学校の体育館の電気暖

また、教師用のパソコンのシステムで、リモー

房の件なのですけれども、質問では、電気暖房あ

トも入っているのかというところでございます。

りきで進んだのではないかという話でしたけれど

これについては、校務支援システムは学校で使う

も、決してそうではございません。３方式を比較

もので、リモートの機能というか、リモートは

しまして、やはり値段が安かったと。また、災害

入ってございません。リモートにつきましては、

時避難所に指定されていることから、急な停電が

今、ＧＩＧＡスクールで購入したタブレット等に

あっても、蓄熱だから３日間はまず大丈夫だと。

はついていますけれども、こちらのパソコンシス

その間に復旧できるという利点がございます。

テム借上料ではリモートは入っていないというも

それと、通電時間、２２時間ということで計上

のでございます。

してございますけれども、これは２２時間、電気

以上でございます。

を使えるというだけで、あくまでも契約の中身で

○横田委員長

平松委員。

ございまして、２２時間フル稼働したということ

○平松委員

ではないのです。それで、使用日数掛ける通電率

ページの資料では小中学校、小学校が１２８万

というのがございまして、ここで３８％、６２％

円、中学校が９６万円、これ、足したら１９４万

減額しているというのは、室温に合わせた使用の

２,０００円にならないのでないかなということ

設定でいくと、この温度に保つには２２時間の３

で聞いているので、ちょっと私の見ているところ

８％やれば大丈夫ですというような考え方でござ

が違うのか、その説明で終わりにしたいと思いま

います。

す。

課長、すみません、洗濯機の、１５

また、当初の、今の実績の電気料、これと、設

それから、次長のほうには、結局、電気ありき

計時の金額があまりにも違うのではないかという

ではないという資料が本当は欲しいのですけれど
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も、結局、ガスだ、灯油だ、電気だ、その比較を

で、共通様式のほうと合ってこないというところ

したとおっしゃっていますよね。したのであれ

でございます。

ば、それが欲しいということなのですよ。なぜこ

以上でございます。

だわるかといったら、例えばこの通電率３８％の

○横田委員長

根拠というのは何だったのですか。学校開放は旧

○扇田教育次長

校舎のときからずっとやっているわけですよ。そ

件ですけれども、ここを、使われ方等、いろいろ

うすると、体育館の使用時間とかというのは、新

詳細の説明等、当時行っていたのかという話でご

しくなったから少し利用者は増えているかもしれ

ざいますけれども、今回、今これから調査に入り

ませんけれども、例えば今まで一団体しか使って

ますので、その辺の具体的な内容等も詰めまし

いなかったのが、５団体に増えたとしても、体育

て、報告をしていきたいと思いますので、御理解

館で使うのは、一団体だろうが５団体だろうが、

のほどよろしくお願いします。

差はないはずなのですよ。その理屈は分かります

○横田委員長

よね。それを２０度の設定で、運動する人たちが

○平松委員

２０度で寒いと言ったから、例えば２５度、２６

た、今回でないですよ、３月の議会だったかな、

度にもしたのか、その辺の説明が、この何百万円

言った後から何も進展していないですよね。勘違

も開きがあるという回答にはなっていないと思う

いなされていたのかもしれないですけれども、結

のですよ。どうなのですかね。だから、設計屋が

局、私は、設計に問題があるのではないのかとい

悪いのか、こっちで、例えば通電率は３８％くら

うことをお聞きしたかったわけですよ。設計屋さ

いですと言ってしまっているならしようがない。

んはこういうふうにはじいたと。ところが、通電

設計屋さんに出したデータというのがどうだった

率が違うから仕方ないのだという話なのか。そ

のか。体育館の使用時間、こういったものを今ま

れ、もう半年くらいたっても、まだこれから調べ

で使っているので、それに見合う設計をしてくだ

ますという話はどうなのかなと思うのですけど

さいということをやるべきだったのですけれど

ね。結局、設計に問題がないという話で答えられ

も、やっていなかったのかなと思うので、しつこ

ているのか、設計を想定したときの数値が違うと

く聞いているのですよ。そこら辺、どうなのです

いう答弁なのか、それを我々に示していただきた

か。

いことなのですよ。だから、これから調べます

○横田委員長

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

教育次長。
大中山小学校の体育館の暖房の

平松委員。
それだったら、全く最初に質問し

と、今答えられないならしようがないけれども、

それでは、再度、答弁して

まいります。

１０万、２０万ぐらいの違いなら、まあまあ、今
までの説明で分かるのですけれども、基本的に何

洗濯機、例えば洗濯機ですけれども、ナンバー

百万円という単位が違って、まだできたばかり

の１４の教育振興費、小学校の中の備品購入費の

で、これから学校は７０年使うとおっしゃってい

中の庁用機具費というので、洗濯機を購入してご

るのですよね。その間にものすごい想定間違いで

ざいます。庁用機具費の臨時交付金対象事業とい

無駄なお金を払う可能性がある。例えば設計が間

うところで、ここに入っているのですけれども、

違っているのだったら、設計屋さんにこの施設を

この中では２０６万６,１５０円ということで、

直させるだとか、基本料金を常に持てだとか、そ

私ども積み上げているのですけれども、この中

ういう瑕疵、求めることができるのではないかな

に、洗濯機だとか、そのほかに除湿器等も入って

と思ったので、しつこく聞いているのですよ。全

おりまして、その積み上げはそことは合わないの

部七飯町でかぶる話が、七飯町が悪かったのか、

ですけれども、今回出した資料の１５について

それとも設計屋さんに頼み方が悪かったのか、も

は、ここの洗濯機のところについては、洗濯機だ

しくは、設計屋さんが単純に想定間違いしたの

け、特にこういう表示をしているので、こことの

か、そこら辺、はっきりしてもらいたいなと思っ

整合性はそういうことで、ほかのも入っているの

ているのですよ。もう一度お願いします。
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○横田委員長
○扇田教育次長

教育次長。

いるのか、教具の備品購入に入っているのか、

これにつきましては、やはり設

どっちに入っているのかをまず教えてください。

計業者はこの計算で当然出していますので、それ

今回、教師用ですけれども、それをやるとなっ

と、我々学校のほうでどういうような使われ方を

たのは、これ、文科省のほうから、いずれこうい

したのか、その辺の検証をやっぱりきちんとして

う本ではなくて、デジタルでやっていく、移行し

いかなければならない。それで、その調査につき

ていくよというような流れでやったものなのか、

ましては、やはり寒くなったときからでないと、

その辺を２点目としてお願いします。

調査はちょっとできませんので、それで今、春先

３点目が、２年度に、４月に１回、算数を契約

はやっていなかったと。この冬で調査をしていき

していまして、それを実際、テスト的な部分で、

たいということでございますので、どちらが悪

実際、事業として行っているのか、やっていない

かったどうのということは、総体的な検証、調査

のか、ちょっとその点が３点目。

しますと出てくるのではないかと思われますの

あと、実際の契約、資料要求でいただいた１０

で、御理解のほどお願いいたします。

ページ、１１ページ、１２ページに、それぞれ指

○横田委員長

導者デジタル教科書と３件契約してあるのですけ

○平松委員

平松委員。

調査されるときの裏づけの資料とし

れども、この契約業者が、これ、名前言ってしま

て、今まで、例えば１月の電気料金、それから使

うとまずいですか。２社、そのうち１社ずつ、１

用量というのが出てくるわけですよね。当然、そ

件、１件ですね。３件目もその中の１社がやって

ういうグラフを書けるわけですから、それと、こ

いるのですけれども、どのような契約、指名競争

の２０度で３８％、２２時間の３８％を基準とし

入札でやっているものなのか、随意契約になって

たグラフと比べればいいわけですから、これが似

いるのか、ちょっとその辺を確認したいです。

たようなラインであって、想定温度だけが高く

あと、この金額ですね、デジタル教科書、算

なっているから、電気代が増えたのだと、こうい

数、社会、国語とかあるのでしょうけれども、単

う説明をするのであれば、相当な温度差が出てく

価が幾らで、何件でこの金額になったというのが

ると思うのですよね。２８度だ、３０度だ、そう

分かれば、ちょっと教えてください。

いうふうにした記録みたいなものがちゃんと出て

あと、今回、３件に分けた理由、１件は４月に

こないと、これはつじつまが合わないと思います

やって、残りが３月の２６日になっているのです

ので、これから調べるのであれば、そこら辺、

けれども、ちょっとその辺の経緯含めてお願いい

はっきりした資料を出していただきたいと思いま

たします。

す。

以上です。

○横田委員長
○扇田教育次長

教育次長。

○横田委員長

当然、調査した結果につきまし

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

ては、資料をつけて、皆さんのほうに御報告をし

○横田委員長

たいというふうに思っております。

○俉楼学校教育課長

以上でございます。
○横田委員長

○横田委員長

あとは。

○川村委員

暫時休憩？

○横田委員長

ちょっと確認のため、質問させてい

はい。

そうしたら、午後から。

○俉楼学校教育課長

川村委員。

時間もらっていいですか。

はい。

午後１時から再開いたします。

暫時休憩します。

ただきます。共通様式のナンバー１４、内容のほ

午前１１時５３分

うにちょっと見えないのですけれども、補正のほ

休憩

─────────────

うに教師用デジタル教科書ほかということで１,

午後

７００万円あるのですけれども、教師用のデジタ

○横田委員長

ル教科書というのが、まず教材備品の中に入って

ます。
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０時５９分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

坂本繁委員から早退の届けがありました。

○横田委員長

川村委員の答弁から入ります。

○俉楼学校教育課長

学校教育課長。

文科省からは、教科書、今、子どもたちについて

○俉楼学校教育課長

それでは、答弁してまいり

ます。

学校教育課長。
大変申し訳ございません。

も、デジタル教科書の流れというのは、文科省の
ほうで、たしか三、四年後にはそれを整備してま

まず、教師用デジタル教科書について、備品購

いるというような方針があったと思います。それ

入の何の項目になっているかというところでござ

に向けて、七飯町としては、今、教師の部分につ

います。こちらについては、教具備品購入費とい

いては整備をしているというところでございま

うことでございます。

す。

授業でやっているのかというところでございま
す。購入後は授業で使ってございます。

以上でございます。
○横田委員長

続いて、資料で、教師用デジタル教科書の契約

○川村委員

川村委員。
それでは、ちょっと契約の関係なの

の方法につきましての答弁でございます。教科書

ですけれども、ちょっとさっきの説明がちょっと

につきましては、これは特殊な図書というところ

分かりづらかったので、大沼地域だけが、大沼の

で、教科書の取り次ぎの供給先というのが決まっ

関係だけが１社で、峠下から大中山の分として１

てございます。それは文科省の流れの中でそうい

社の、２社ということで、その分けがあるよとい

うふうな決定をしているところでございますが、

う再確認と、今回、三つに分けたというのは、例

七飯町においては、大沼の地区の学校を範囲とす

えば２社、そういう区分けで、大沼小学校の部分

る会社が１社、峠下以南の学校を範囲とする取次

だけを契約してください、残りがそれ以外の契約

所が１社ということ、それぞれ１社ずつしか取次

という分けになっているのかなと思ったら、そう

所がありません。指名については、その１社の指

ではないのですよね。そこの整合性が多分とれて

名となってございまして、随意契約となっている

いないと思うのですけれども、ちょっとその点に

ところでございます。

ついて。

続いて、単価など、内容についてでございます

○横田委員長

学校教育課長。

が、今回、何回かに分けて教科書を購入してござ

○俉楼学校教育課長

いますが、令和２年度においては、教科書改訂が

借り入れの８０万円以上というところで、この資

ございまして、国語、算数、理科、社会、全ての

料にのっとると三つと。指導者用デジタル教科

教科書、デジタル教科書を学校ごとに整備をして

書、３回の契約になっていますけれども、この８

いるというところでございます。

０万円以下でも教科書を買っているというところ

単価については、１教科で７万６,０００円、

今回、この資料で、財産の

でございます。

そのほかに、理科の３年生から６年生まで、これ

それで、この中で、ナンバー１、１ページの一

はセットで販売しているのですけれども、その

番最後にあるところでございますが、こちらでい

セットで購入した場合には、理科の３年から６年

うと、ここに契約業者名が書いてございますが、

までが２５万円というセットになってございま

こちら、峠下小学校だとか、七重小学校、大中山

す。

小学校の指導者用デジタル教科書を買っていると

答弁は以上でございます。
○横田委員長
○川村委員

ころでございます。ナンバーの２の一番上にある

川村委員。

ところについては、大沼岳陽学校と、岳陽学校の

答弁漏れがあるのですけれども、文

分校である鈴蘭谷分校の指導者用デジタル教科書

科省からどのような指導が来ているのか、もうこ

をこの業者から買っているというところでござい

ういうふうにデジタル教科書に今後移行するよと

ます。

いう部分、流れになっているのか、ちょっとその
辺、答弁漏れだったと思うので。

ナンバー３にあります、上から二つ目の業者の
分でございますが、これは算数の、峠下小学校だ
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とか七重小学校の算数の教科書をこの会社から購

午後

入しているというところで、大沼地区において

○横田委員長

は、先ほど２回目に答弁しましたトモエ学販とい

ます。

うところが取次所となっているということで、そ

１時１３分

休憩以前に引き続き、再開いたし

川村委員の質問に対する答弁から入っていいの

れ以外の峠下以南については、株式会社函館栄好

かな。もう１回いきますか。

堂が取次所になっているものでございます。

○川村委員

以上でございます。
○横田委員長
○川村委員

再開

確認という意味で、再度、確認なの

で。

川村委員。

○横田委員長

これ、ちょっと名前言うのがまずい

○川村委員

川村委員。
先ほどちょっと確認させていただい

ので、ちょっと質問しづらいのですけれども、こ

たのですが、大沼地区、要は大沼小学校、鈴蘭谷

れ、大沼の小学校と鈴蘭谷の分の、今ちょっと

小学校については、先ほどちょっと業者名出てい

こっちの１７、１８、１９、こっちのほうの

ますので、トモエさんの分で契約しているよと。

ちょっと細かいやつをちょっと見ているのですけ

峠下から大中山小学校の範囲に関しては有限会社

れども、これに、例えば指導者用の社会、５年

トモエ学販七飯営業所さんで契約して、エリアも

が、大中山小学校、何、何、何、七重小学校、

そこで担当しているので、そこと契約しているの

何、何、何とあるのですけれども、これもさっき

で、それがほかの小学校が混じっていることはな

言っていた大沼の分、あとはそれ以外ということ

くて、あくまでもきちっとしたエリア分けをし

ですよね。大沼の小学校の分はどちらか１社で、

て、きちっと契約しているよということでよろし

それ以外がもう１社、そういう区分けになってい

いかどうか、再確認をお願いします。

るでよろしいですか。

○横田委員長

○横田委員長

○俉楼学校教育課長

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

学校教育課長。
そのとおりでございます。

大沼の取次所については１

エリア分けをして、取次所がそれぞれ１社しかご

社しかないので、先ほど申し上げましたトモエ学

ざいませんので、そこの取次所から購入をしてい

販が大沼の取次所で、それ以外が函館栄好堂とい

るものでございます。

うところでございますので、御理解願いたいと思

以上でございます。

います。

○横田委員長

以上です。
○横田委員長
○川村委員

次の方、ありますか。

上野委員。
川村委員。

○上野委員

何点かちょっとお伺いします。

今ちょっと課長のほうから名前が出

まず、ナンバー６のスクールバス運行委託料

ているので、ちょっと私も名前を言わせてもらい

３,０８４万２,９１４円、臨時交付金で１,１０

ますけれども、函館栄好堂さんが峠下から大中山

６万円追加という形で行われておりますが、これ

小学校の分を納入しているよと。残りの大沼のほ

は……。

うがトモエさんですか、トモエ学販七飯営業所と

○横田委員長

いう認識でよろしいのかどうかなのですが、た

いていただけますか。

だ、これ、例えば新しい算数、令和２年５月８

○上野委員

日、函館栄好堂さんの中には、ほかの地域のや

域だとは思うのですけれども、大沼のどのような

つ、含まれていませんか、これ。

地域にどのように配車されているのか。

委員長、すみません、ちょっと暫時休憩、お願
いします。

上野委員、もう少しマイクに近づ
これは基本的にどの地域で、大沼地

また、これ、スクールバスなのですけれども、
タクシーでの利用とか、そういうイレギュラーの

○横田委員長

暫時休憩いたします。

午後

１時０９分

休憩

対応もしているのかどうか、それについてちょっ
とお伺いします。

──────────────

２点目は、扶助費、ナンバー１４です。提出資
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料では、学校給食への準要保護者への支援が出て

ちょっと伺いたいのですけれども、現在、活用さ

おりましたけれども、ここでは小学校、中学校、

れている中身といいますか、大学とか、専門学校

ナンバー１４は小学校における準要保護児童の就

とか、私立大学だとか、高校とか、どのような実

学援助費ということで、６０２万円計上されてお

態になっているのか。その対象人数と、貸し出し

りますが、これは対象人数と、具体的な支援内容

金額といいますか、これが分かったら、交付金も

について、ちょっとお知らせいただきたい。

含めて、ちょっと説明いただきたいと思います。

それから、その下に、特別支援教育就学援助で

以上、お願いしたいと思います。

８５万４,５２２円というふうな計上されており

○横田委員長

学校教育課長。

ますけれども、これも実施の場所、それから対象

○俉楼学校教育課長

人数について、ちょっとお伺いします。

まいります。

それでは、順にお答えして

それから、ナンバー１８、これは中学校での扶

まず、ナンバー２の育英基金の繰出金の関係で

助費で、これは８０１万６,４５３円ということ

ございます。これは繰出金で、基金に積み込みを

ですが、これについても、支援内容と支援の対象

するものでございます。育英基金の運用利子相当

の児童生徒数について、ちょっとお伺いします。

分を積み立てするというものでございます。

それから、その下に特別支援教育、３１万９,

あとは、その基金の関連の御質問でございま

８６８円、これも対象人数と支援が行われている

す。ちょっと細かい、どこの学校にというのは、

場所についてちょっと伺います。

ちょっと今、資料でございませんけれども、今年

その後、提出資料がありまして、燃料関係の提

度というか、令和２年度に貸し付けした件数につ

出資料がありました。重油、灯油、プロパン、

きましては７２万円でございます。貸し付けした

チップ、電気と、いろいろ燃料関係の取り扱いの

件数につきましては３件というところでございま

状況が報告されておりますが、まず、重油、灯

す。

油、プロパンに関しては、単価が統一されている

続きまして、スクールバスについてでございま

のですけれども、この単価統一する、どういうよ

す。スクールバス、ナンバーの６でございます。

うな形で統一された単価になっているのか、入札

スクールバスにつきましては、大沼でスクールバ

等、そういうような形での軽減努力がされていな

スを今出してございます。現状、コロナの交付金

いように思われるのですが、その理由について

を、令和２年度もコロナの交付金を使って、バス

ちょっとお伺いしたいと思います。

については４台、あとはタクシーを使って運用を

それから、電気に関しては、これは北電で単独

してございます。

の取り引きということになっているかなと思いま

続いて、ナンバーの１４、準要保護につきまし

すけれども、ほかに具体的に電気料では、電気の

ては、ナンバーの１４は教育振興費、小学校の部

供給先を検討したことがあるのかどうか、北電以

分ですので、令和２年度の準要保護の人数につき

外に供給するところもありますので、その辺につ

ましては２３１名となってございます。

いてどうなっているのか、ちょっとお伺いしま
す。

準要保護で、どういう経費が対象になっている
かという御質問でございますが、学用品だとか、

それから、ナンバー２、ちょっと前に遡りま
す。奨学金についてです。育英基金繰出金という

修学旅行の費用、また、新入学時の費用等が対象
となってございます。

形で１,１９７円が計上されておりますけれど

続いて、特別支援教育奨励費については、これ

も、この１,１９７円という繰出金というのは、

は小学校では２２名ということでございます。こ

基金への繰り入れなのかどうか、ちょっとその辺

ちらも特別支援教育に係る奨励費ということで、

について、よく分からないので、説明をお願いし

学用品等の一部助成というか奨励というようなも

たいなと。

のでございます。

それから、この育英資金の活用状況について
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続いて、ナンバーの１８、教育振興費の中学校

の部分での準要保護になります。中学校の人数と

きたい、答弁いただきたいと。

しては１３２名でございます。内容は小学校と同
じようなものでございます。

それから、育英資金に関して、今年度は幾らと
いうふうにおっしゃいましたけれども、これまで

特別支援教育の就学奨励費については、こちら
は６名というところでございます。

に貸し出している人数と金額をちょっと伺いた
かったのです。大学だとか専門学校に何人、そう

続いて、本日、追加資料でお出ししました燃料

いう利用者がいるのか、金額はどのぐらいになっ

費の単価についてでございます。重油、灯油、あ

ているのか、そういった数字をちょっと伺いたい

と、大中山小学校以外のプロパンにつきまして

なと。

は、総務財政のほうで、七飯町の公共施設で購入

現在、１億４,１００万円の基金があるわけで

する、そういう今申し上げた燃料につきまして

すけれども、この１億４,１００万円というの

は、単価の設定をしているというところで、それ

は、これから借りられる金額なのか、それとも運

にならって、教育委員会はならっているというも

用している金額であって、貸し出しはこの中から

のでございます。

の一部になるのかとか、その辺について、もう少

続いて、電気料ですね。今、北電ですけれど
も、今までに電気の供給先を検討したのかという

し丁寧な説明をお願いしたいなというふうに思い
ます。

ところでございます。令和２年度に限っては、検

以上です。

討はしていなかったのかなと思ってございます。

○横田委員長

以前には、北電以外の会社もありますので、そう

○俉楼学校教育課長

いうところと供給をするということも検討したと

ります。

学校教育課長。
それでは、お答えしてまい

ころでございますが、その際は、やっぱり北電が

まず、スクールバスの件でございます。スクー

一番信用おけるのではないかと、供給、いきなり

ルバス、大沼地区で乗車しているのが１２０人と

電気がストップすることがないのでないかという

いうところでございます。

ようなことから、引き続き北電の供給というよう
な検討があったかと記憶しております。

気料、令和２年度の決算ですから、令和２年度に

以上でございます。
○横田委員長
○上野委員

続きまして、電気料についてでございます。電
検討したかどうかというのは、先ほど申し上げま

上野委員。

したとおり、検討は令和２年度ではしてございま

大沼のスクールバスの利用に関し

せん。ただ、今後、やっぱり施設での電気料、ど

て、人数がちょっと報告されていませんので、人

ういうメニューでやったほうが安価であるのかと

数、ひとつお願いします。

いうようなところは、検討してまいりたいと思っ

それから、燃料のところなのですけれども、電

てございますので、その中で、北電のメニュープ

気料に関して、北電以外にも検討したことがある

ラスほかの電気供給業者のほうで安価なメニュー

けれども、信用面で不安があるというようなこと

があれば、そこは検討してまいりたいなというふ

で、ストップしたというふうに言われております

うに思ってございます。

けれども、実際、これは私も利用していますの

続いて、育英基金でございます。育英基金、令

で、例えば高圧の２００ボルトでは２％安くなる

和２年度については、先ほど３名で７２万円の貸

と。それから、低圧の１００ボルトでは通常の５

し付けがございましたということでお話をさせて

％安くなるというようなことがありまして、ほか

もらってございます。詳しくということですか

のいろいろな事業所でも、実際に利用している実

ら、申し上げますと、令和元年度末の原資として

態があるわけなので、もう少し真剣に、もう一度

は９３９万１,２０９円で、そこに令和２年中の

この電気料の軽減のために、５％とか安くなると

原資の繰り入れ、先ほど１,１９７円と申し上げ

いうことは非常に有利な方法ではないかと思いま

ましたけれども、これが原資として基金に繰り入

すので、その辺どうか、ちょっと検討していただ

れされます。年度内に貸し付けしたのが、それか
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ら７２万円を貸し付けしてございます。あとは、

ございます。それに対しまして、１,１９７円、

令和２年度中に償還された金額が１４８万９,２

利子相当分を積み上げをして、そこから、今回、

００円ございます。一方、今、貸し出しをしてい

貸し付け金額７２万円、３人について７２万円を

る金額として１,３３７万６,８００円ございます

貸し付けしてございます。一方、償還金額、令和

ので、今の貸し出しできる基金現金の金額とすれ

２年度中に貸し付けしたもので戻ってきたのが１

ば、１,０１６万１,６０６円というところでござ

４８万９,２００円でございます。未償還金額に

います。

ついては１,３３７万６,８００円というところで

なお、今の貸し出しした対象の大学、高校等の
資料は持ち合わせてございません。

る現金として、１,０１６万１,６０６円ございま

以上でございます。
○横田委員長
○上野委員

ございます。今、現状の現金として貸し出しでき
すが、基金の総額としては２,３５３万８,４０６

上野委員。

円ということでございます。

資料、今すぐ出せないのでしたら、

後でよろしいので、ちょっと出していただければ

以上でございます。
○横田委員長

と思います。

よろしいですか。

上野委員。

それで、貸し出し可能な１,０１６万円という

○上野委員

基金そのものは大きな金額はあるの

ことですけれども、これはちょっと運用上、非常

ですけれども、貸し出し可能な金額が１,０１６

にきつい数字ではないかというふうに思いますけ

万円というのは、ちょっと基金の活用上は厳しい

れども、基金の残高が１億４,１００万円という

のではないかという、そういう感覚にとられるの

数字が基金としてありますよという数字が決算の

ですけれども、その辺について、どういうことな

上で載っているわけですけれども、実際、貸し出

のか、ちょっと分かるように説明してください。

しできるのが１,０１６万円というのは、ちょっ

○横田委員長

とこの基金との関係がちょっと分かりませんの

○俉楼学校教育課長

で、もうちょっと分かるように説明してくださ

きましては３件、７２万円の貸し付け状況でござ

い。

います。令和元年度については５件で１２０万円

○横田委員長

学校教育課長。
それでは、令和２年度につ

ずれているな。先ほど言ったのは

の貸し付けでございます。平成３０年度について

社会教育施設整備基金というやつが１億４,１０

は３名で７２万円の貸し付けでございます。ここ

０万円。参考資料の１２ページのところにある数

３年では、３件から５件の間で貸し付けの推移と

字でいけば、育英基金は２,３５３万８,４０６

なってございますので、今持っている現金１,０

円、社会教育施設整備基金は１億４,１００万円

００万円くらいで運用できるだろうというところ

になっている。そこのところ、暫時休憩して、学

で考えてございます。ただし、ここについては、

校教育課長、説明してきてください。

貸し付け件数が多くなった際には、ここの現金、

暫時休憩します。
午後

足りなくなる予想もされますので、その際には、

１時３２分

休憩

基金を積み上げていかなければならないと思って

──────────────
午後
○横田委員長

１時３４分

ございます。

再開

以上でございます。

休憩以前に引き続き、再開いたし

○横田委員長

ます。

あとありますか。

田村委員。

上野委員の質問への答弁をお願いします。

○田村委員

学校教育課長。

かせていただきたいと思います。

○俉楼学校教育課長

それでは、何点かちょっとお話を聞

それでは、基金の状況につ

まず、８番、教員住宅の関係でございますけれ

いて、再度申し上げたいと思います。令和元年度

ども、先ほど同僚議員が質問しておりましたけれ

末の原資としましては、９３９万１,２０９円で

ども、まず、１３番目の使用料、教員住宅の借り
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上げでございますけれども、これは何軒分なの

一つ二つ、具体的なものを教えていただきたいと

か、教えていただきたいと思います。

思います。

それから、次、１０番、これは未執行の部分に

以上です。

も出ていますけれども、これ、確認ですけれど

○横田委員長

も、実際、倉庫等、これはでき上がって、要は委

○俉楼学校教育課長

託料、工事管理委託料、これは使いませんでした

してもよろしいでしょうか。

よという考え方でいいのかどうか。ということ

○横田委員長

は、大沼岳陽学校の改修工事の中に、倉庫増築等

○俉楼学校教育課長

工事、こういったようなものが含まれて、設計委

うのは、どこの項目の件で。

託も必要なかったという、そういう理解でいいの

○田村委員

かどうか。

そこの学校、学校で、子どもたちに対してどう

学校教育課長。
すみません、最後の、確認

はい。
最後の具体的な使い方とい

どこの項目というよりも、要はそこ

それから、同じ流用の関係ですけれども、１６

いったような、タブレットであるとか、タブレッ

万２,０００円、これ、消耗品、予算不足という

トに向かっているこういう教材、こういうものを

ことですけれども、これは何なのかということで

取り込んで子どもたちに指導しているかというの

す。何を指しているのか教えていただきたい。

を教えていただきたい。特に最近、大中山小学校

それから、財産の借り入れの追加資料の８０万

の部分については、やはり非常に深刻だと思うの

円の関係ですけれども、確認したいのは、まず、

ですけれども、そこら辺で、すぐ、どのぐらい、

委員長に確認したいのは、ここに記載されている

一番近いところではどのぐらいの時間、使ってい

業者名、これは出しても構わない。

るのか、あるいは、学級閉鎖などしていれば、１

○横田委員長

出ても。

日、子どもたちに何時間ぐらい、そういうタブ

構わない。

レットを出して、そしてどういったような授業の

○田村委員

○横田委員長
○田村委員

はい。

展開をしていったのか、いるのかというか、そこ

まず、函館栄好堂とトモエ学販、こ

ら辺のことをちょっとお聞かせ願いたいと思いま

の部分で分けているというような考え方ですけれ

す。

ども、これは教科書に準じて分けているという考

○横田委員長

え方でいいのか、単なる参考資料というのです

○俉楼学校教育課長

か、そんな押さえの中で、教育委員会が適当に分

た。理解しました。

学校教育課長。
申し訳ございませんでし

けているという、そういう考え方なのか、ちょっ

まず、１０ページの大沼地区の小中学校の統廃

と教えていただきたい。教科書が分けられている

合事業費の中にある委託料が使用しなかった件と

という話であれば、そういう分け方について、業

いうことでございます。委託料の中の設計費７５

者との契約の中の明文化されたものがあるのかど

万６,０００円が、これは未執行ということでご

うか、それを教えていただきたい。実際、これも

ざいます。この件につきましては、倉庫の増築に

結構いろいろ買っていますけれども、実際、この

関わって、設計が必要だろうということで予算化

間も函館新聞にも研修会をやっているという話も

したものでございますが、実際は、倉庫増築とい

記事になっていましたけれども、実際、これら、

うことで、工事は行ってございますが、スーパー

かなりの量ですけれども、具体的に子どもたちに

ハウスでの建築ということにしてございます。そ

向かってどのぐらい指導というのですか、使い方

のため、スーパーハウスになったものですから、

というのですか、こういうふうになるよというよ

設計が必要なかったということでございます。

うなことで、教育課程の中に入れないにしても、

続きまして、ナンバー１５の流用、１６万２,

学校の授業の中に組み込みながら、実際、具体的

０００円が流用になった理由というところでござ

にどういうふうな使い方をされているのか。こ

います。この学校管理費、中学校の中で、各学校

れ、かなりいろいろなものがあるものですから、

に消耗品とかを割り付けといいますか、予算を配
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当して、その中で学校で消耗品とかを購入してい

ために、非常にパソコン、タブレットの使い方を

ただくことになってございますが、各学校での消

今研修をして、覚えている。それで、授業に生か

耗品費に予算不足があったことから、合わせると

すということで、この間、聞いたら、１コマ、例

１６万２,０００円となっていますが、そういう

えば１時間の授業をやるのに、２倍も３倍も、そ

ところで、各学校での消耗品に予算不足があった

の資料をつくるのにかかるのだよとは言っていた

ということが理由でございます。

のですけれども、それがだんだん早く円滑に使え

続いて、本日、資料を提出しました、財産の買
い入れ契約の８０万円以上の中のデジタル教科書

るようにしていくというところで考えているとこ
ろでございます。

についてでございます。これは、デジタル教科書

あと、ナンバーの８、教員住宅管理費の借り上

については、教科書ですから、教科書の取次所と

げの軒数というお問い合わせでございました。こ

いうところで、それは私どもが決めているのでは

れについては、令和２年度、１０軒の借り上げを

なくて、そういう教科書の取り次ぎ協会のような

しているというところでございます。

ところがございまして、そこで各地区の取次所を

以上でございます。

決定しているというところで、それについて、大

○横田委員長

田村委員。

沼地区についてはここ、大沼地区以外のところに

○田村委員

ついてはここというような業者の決定をしている

か。そうしますと、１４０万円に対して１０軒と

というところでございます。

いうようなことで、単純に割ると１万４,０００

教員住宅は１０軒ということです

続いて、コロナ対策等でいろいろな備品等を購

円という考えで、これはこれでよろしいのです

入している、それの活用状況というところでござ

ね。ということで、１０軒を借りているというこ

います。皆さん、一番注目しているというか、タ

とで、これは教育委員会が……（発言する者あ

ブレットの関係が一番あれだと思います。タブ

り）

レットは、令和２年度、購入してございますが、

○横田委員長

大体子どもたちが使い始めたのが１月、２月ぐら

○俉楼学校教育課長

いから少しずつということでございます。令和２

借上料ですね。申し訳ございません。借り上げし

年度の決算ですから、ちょっと３月末の状況なの

ている件数については２軒でございます。申し訳

かもしれませんけれども、ちょっと私の分かって

ございません。

いる範囲で、今の状況としてお伝えしたほうがい

○横田委員長

いかなと思って、それでお知らせしますけれど

○田村委員

も、今、各学校でも、例えば朝、ホームルームす

はどことどこなのでしょう。２軒ということは、

るときに、それをクラスで見ながら、学校段階で

これは将来的に教員住宅をなくする話なのか、ど

そういうクラスルームというような、今、七飯町

ういう考え方で、こういうアパートを借りたりし

が購入したタブレットがグーグルを使ったやつな

ながら、こういうことをやる。昔は学校の敷地内

のですけれども、グーグルのクラスルームという

に教員住宅、校長、教頭を置いて、学校を管理し

ものを使って、子どもたち同士、先生と、クラス

ながら、地域の社会教育にも参加してもらうとい

の中でそういうやりとりができるというものを

う、そういう流れの中できましたけれども、今は

使ってやっているだとか、あと、勉強でも、その

全く関係なく、借り上げ住宅を借りたりしながら

中にテキストというか、勉強のテストみたいなも

やっていますけれども、そうすると、この２軒と

のを入れて、それでテストで学習をする、そうい

いうのは、どこかちょっと分からないですけれど

うものをタブレットで使用しているところでござ

も、教えていただいて、あと、中学校だとか、ほ

います。

かの小学校だとか、そういう部分はどういうふう

学校教育課長。
大変申し訳ございません。

田村委員。
２軒ということですけれども、これ

あとは、その使い方については、子どもたちも

になっているのか。そして、この１４０万円につ

そうなのですけれども、先生方が、当然、教える

いて、例えば家賃がどのぐらいなのかわからない
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ですけれども、これは全て教育委員会が持ってい

ぐらいは個人負担で、７割は町負担というような

るという考え方でよろしいですね。お願いしま

考え方になろうかと思います。

す。
○横田委員長

以上でございます。
学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

○横田委員長

答弁してまいります。

○田村委員

田村委員。
ちょっと分からないですけれども、

まず、教員住宅の今後のあり方というところだ

七飯中だとか大中山中の校長さん、あるいは藤

と思います。現状、借り上げをしている教員住宅

城、峠下、そこら辺もありますけれども、実際の

につきましては、大中山小学校の校長と七重小学

ところ、私、聞きたいのは、借り上げというより

校の校長、現在というか、令和２年度の実績とし

も、教育委員会が今まで言ってきたのは何かとい

てはそういうことでございます。

うと、プロパンもそうですけれども、何かあった

大中山小学校についても、先ほど田村委員も

ときにすぐ対応できるのだという話であれば、や

おっしゃっていたとおり、学校の敷地内に校長住

はり当然、敷地内のどこかに建てるべきではない

宅がありましたけれども、なくなった段階で、当

かと思うのですよ。理屈に合わないですよ、こう

然、地域のほうからすると、近くに校長先生が住

いうことをやられれば。やっぱりきちっと災害の

んでいたほうが、学校経営上も、学校に何かが

ときにすぐ対応できるのだ、だから近くがいいの

あった際にも素早く対応できるという観点から、

だという、そういう考え方であれば、敷地内、校

近くに借り上げ住宅を求めたところでございま

舎の面積の中に、たくさんあるわけですから、今

す。

だって七小だってあいていますよ。やっぱりそう

今後は、今、令和２年度としては２軒なのです

いうきちっとした考え方に基づいた教員住宅の配

けれども、そのうちの１軒、七重小学校の校長に

置、住宅料もそうですけれども、逆に言えば、岳

ついては、令和２年、退職した時点で借り上げを

陽学校に新しく２軒建ちましたよね。１棟２戸で

やめてございます。今、令和３年度、１軒なので

すかね。あそこの家賃は幾らなのですか。やはり

すけれども、そこについても、今年度、退職する

そういう、あそこは学校の共済のお金で建てたの

校長でございまして、その際に、そこの教員住宅

かな。そこら辺、どういう融資制度で建てたか分

をどうするかというところで、そこは地域との協

かりませんけれども、あそこの家賃はどのぐらい

議をして、合意に向けて協議をしていかなければ

負担しているのかな、一般教員。そこら辺との兼

なりませんけれども、今、学校では機械警備、夜

ね合いだとか、大中山小学校は６万円ですか。七

間の警備等も入ってございますので、そこら辺を

重小学校は幾らになるのですか、月額。それの大

勘案して、校長先生が住んでいるところがどこな

体３割を本人が負担して、７割を教育委員会が持

のか、函館市内であっても、すぐに学校に来れる

つという、そういう考え方でいいのですね。

ような状況があれば、そこら辺、地域の方と協議

○横田委員長

をして、借り上げを解消していくことも検討して

○扇田教育次長

まいりたいなと、今のところは思っているところ

は、以前は議員のおっしゃるとおり、やはり近く

でございます。

にあって、すぐ対応できるということで進めてお

教育次長。
教員住宅の考え方につきまして

あと、借り上げ住宅の算定なのですけれども、

りました。ところが、やはり昨今の交通事情等考

大体想定家賃の、民間のアパートの家賃の想定と

えますと、やはり近郊、函館、北斗、この辺であ

して、例えば６万円とした場合に、教職員が住居

れば、３０分もかからないですぐ来れるという状

手当としてもらえる可能性があるのが２万７,０

況でございますので、今後、教員住宅を新しく建

００円なのですよね。そうすると、自己負担が３

てるということは、教育委員会としては考えてご

万３,０００円となるということから、これの半

ざいません。そこで、やっぱり地域事情、保護

分を貸付料として町は個人の先生からもらってい

者、地域の人たちのやっぱり意見を聞いて、そう

るというところでございます。なので、大体３割

いう合意に達したところから、順次、自宅からの
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通勤を考えていると。それでもなおかつ話がおさ

以上でございます。

まらないところについては、地元の民間住宅に

○横田委員長

入っていただくということでございます。考え方

○田村委員

は以上でございます。
○横田委員長

分かりました。

そして、岳陽学校の物品庫ですけれども、スー

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

田村委員。

パーハウスにしたからいいのだという話であれ

それでは、岳陽学校の新し

ば、最初からそういう検討の余地なかったのです

く建てたところの家賃ということですので、申し

か。７５万６,０００円も繰り越しておいてです

上げたいと思います。家賃は、岳陽学校について

よ。ちょっとおかしいですよね、考え方が。

は１万８,７９０円が家賃でございます。

それから、率直に聞きますけれども、令和２年

以上でございます。
○横田委員長
○田村委員

度に様々コロナ関係に関連しながら買っています

田村委員。

けれども、実際、大中山小学校で、こういう教材

そうすると、岳陽学校については、

を使って、何時間、大中山小学校の５年生、何時

２戸ありますけれども、２戸とも１万８,７９０

間、実際やったのか。それの時間数、ちょっと教

円ということでよろしいですね。

えてください。

そして、将来的には教員住宅というものを、地

○横田委員長

暫時休憩？

域の理解を得ながら、なくしていくのだという考

すか。（発言する者あり）

え方だと思うのですけれども、今、実際、町内の

暫時休憩いたします。

小中学校の中で、校長さんについて、自宅から

午後

通っているのはどことどこなのでしょうか。

資料なし、休憩しま

２時０３分

休憩

──────────────

それから、学校管理は機械管理だという話で、

午後

侵入があれば、セコムかどこかで対応するのだろ

○横田委員長

うという、今、そういう状況でないかと思います

ます。

２時０５分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

けれども、そこら辺の校長さんの自宅から通って

田村委員に対する答弁より入ります。

いる、何名いるのか、それをちょっと教えていた

教育次長。

だきたいと。
○横田委員長

○扇田教育次長
学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

すみません、どうも、貴重なお

時間を費やしました。

現在、自宅から通っている

２年度の契約の状況ということで、ＧＩＧＡス

のは、藤城小学校と七飯中学校の校長、２名でご

クールサポーター配置事業等はやってございま

ざいます。（「暫時休憩お願いします」と呼ぶ者

す。これは令和２年度で、学校の教員等、やはり

あり）

初めての事業なものですから、いろいろな専門の

○横田委員長

暫時休憩いたします。

午後

２時００分

業者からのサポートを受けて、使い方とか、そう

休憩

いうのを教員がまずきちっと把握をしていくとい

──────────────
午後
○横田委員長

２時０１分

うことでございまして、これが今どうなっている

再開

かということになれば、現在、まだそれを活用し

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

て授業をきっちりやれるという段階ではまだござ
いません。それで、この間の休校、今のなってい

学校教育課長の答弁から入ります。

るところにつきましては、試験的に、まず家庭環

学校教育課長。

境がどうかということで、１人ずつに持たせて、

○俉楼学校教育課長

大変申し訳ございません。

試験的にまだ動かしているということでございま

再度繰り返しますけれども、今、自宅から通って

すので、授業の内容等、まだそこまではいってい

いる校長先生については、藤城小学校と七飯中学

ないということで、御理解していただきたいと思

校、２名でございます。

います。
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以上でございます。
○横田委員長

か、やっているのかどうか、そこのところを

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

ちょっと分かる範囲で、ほかの同僚議員の質問と

それでは、私のほうから、

岳陽学校の物品庫がスーパーハウスで施工したの

ダブる可能性はありますけれども、ちょっと教え
てください。

を、以前から分かっていれば未執行になることは

それと、共通様式のナンバー１０のところで、

なかったのではないかというところでございま

予算額が特定財源で４７６万６,０００円だった

す。委員のおっしゃるところはもっともでござい

のが、決算額で４１７万５,０００円になったと

まして、設計時にもう少し突き詰めた設計をして

いうのは、これは執行額が減ったので、補助率と

いけば、このような未執行がないと、予算を的確

いうか、交付金の額が、計算すると２６％ぐらい

に使っていくということができたというのは、そ

なのですかね、２５％の交付金のあれなのです

のとおりだと思います。今後、そのようなことが

ね。それで減ったのだということでよろしいわけ

ないように執行してまいりたいと思います。

ですね、この特定財源の、特定財源でない、歳入

以上でございます。
○横田委員長

の予算額と決算額のずれですね、そこのところを

あとありますか。

ちょっと教えてください。

若山委員。
○若山委員

あとは、共通様式のナンバー１３で、工事請負

時間が長くなっていて、細かい質問

費として、軍川小学校及び大沼小学校体育館解体

しづらい雰囲気なのですけれども、ちょっと確認

工事ということで、７,２３８万円ということで

のために、質問、何点かさせてください。

上がっていて、追加資料として、その７,２００

まず、共通様式のナンバー３のところで、対外

万円の内訳の資料みたいなものを出してもらった

競技等参加補助金７８万３,０２２円あるのです

のですけれども、この軍川小学校及び大沼小学校

けれども、コロナ禍でほとんど中止になっている

の体育館というのは、アスベストとか、そういう

中で、どのような競技、何人ぐらいとか、どこに

ものは使用していたのかどうか、そこのところの

とか、その辺のところを、いつとか、分かる範囲

ちょっと確認と、当初、これはちょっとしたやり

で構いませんので、ちょっと教えていただければ

とりの中で、二つ合わせたら４,０００万円だと

なというふうに思います。

いうような予算のものだったのが、８,０００万

それと、細かいところは飛ばしていきます。

円ぐらいですよということになって、入札した結

次は、ナンバー９のところで、学校情報通信

果、七千幾らに下がってあれなのだということな

ネットワーク環境整備費ということで、前年度繰

のですけれども、そこの経緯のところを、資料を

越額９,４７０万９,０００円の予算で、ほぼ９７

出してもらったのですけれども、よく分からない

％使っている形になっているのですけれども、こ

ので、もう１回、その辺のところを教えていただ

れ、去年の決算資料の共通様式を見たらちょっと

ければなと思います。

載っていなくて、ちょっと確認しようと思ったの

それと、同じページのナンバー１４で、教育振

ですけれども、分からないのですけれども、要は

興費の小学校のところで、学校図書購入費という

これは学校情報通信ネットワーク環境整備費委託

ことで９９万８,８５３円と上がっているのです

料９,２２６万１,９５０円を委託料の支出済みに

けれども、学校の統廃合があるので、去年の額に

なっているのですけれども、これによって何がで

比べたら下がっているのですけれども、小学校、

きるようになって、これでもう全て目標としてい

中学校、義務教育学校合わせて、学校図書購入費

る整備が完了なのかどうか、まだほかにいろいろ

というのは、ほかのところにも出てくるので、

なことをしないと、実際、やろうとしていること

ちょっと増減が分からないのですけれども、全体

ができないのかどうか、そこのところで、この委

として図書の購入が下がっているとか、そういう

託料を支払ってやったことによって、何ができる

ことはない、子どもたちに毎年一定の図書を与え

ようになって、実際、それはもうできているの

るということで、その費用については下がってい
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ないのかどうかをちょっと確認させていただけれ
ばと思います。

まず、ナンバー３の対外競技参加費の令和２年
度の実績ということだと思います。種目別に言い

あと、一番最後の様式１のところで、スクール

ますと、野球で２校、陸上で延べ７校、管楽器で

ロイヤー制度関係報償費ということで１０万円、

大会が３校、バスケットが３校ということで、全

案件がなかったため、使用していないということ

部で１５の学校について、この補助金を使ってい

なのですけれども、スクールロイヤーって、顧問

るというところでございます。

契約をして弁護士に委託するのではなくて、ある

次に、ナンバーの９になります。学校情報通信

事件が起きたら、その都度頼むということで、頼

ネットワーク整備事業で、これで何ができたのか

む先生とかというのはもうリストアップされて決

ということでございます。これにつきましては、

まっているのか、最初から頼んでおかなくて、機

令和２年の３月の定例会、そのときに、繰り越し

動的にできるのかどうか、そこのところの仕組

とするということで予算としたものだということ

み、これが導入されたときにいろいろ議論された

でございまして、この中の委託で、二つのものを

と思うのですけれども、未執行というのがあっ

やっておりますが、学校内のＬＡＮケーブルの敷

て、スクールロイヤー制度の、これについて大丈

設、それに伴う電源の確保、収納箱の取り付けだ

夫なのかなというところで、ちょっと御答弁いた

とか、中継機器の取り付けを行っているものでご

だければなと思います。

ざいます。また、児童生徒用のタブレットをしま

それと、今日、追加資料として出してもらった

うキャビネットなどをこの事業で行っているもの

１２ページ、１３ページのところで、物品の名称

でございます。また、校内ＬＡＮを構築するため

が扇風機なのですけれども、３社からそれぞれ分

の設計をこの事業で行ってございます。この校内

かれて購入して、随意契約のようなのですけれど

ＬＡＮができたおかげで、そのタブレットが、児

も、この理由が、第５号になっているので、緊急

童生徒のほうで授業で使うことができるというも

のために随意契約にしたというふうに捉えている

のでございます。

のですけれども、その緊急度合い、扇風機を買う

続いて、ナンバーの９、大沼地区小中学校統廃

のに、その緊急度合いというのですか、ほかだ

合事業費の中の予算、学校施設環境改善交付金が

と、この３社でいろいろ見積り、洗濯機とか、見

予算額の４７６万６,０００円から、決算額４１

積りでない、入札しているようなのですけれど

７万５,０００円になった理由というところでご

も、そこのところの考え方、ちょっと教えていた

ざいます。これはこの事業の中で幾つか工事は

だければと思います。

やっておりますが、この交付金の対象となってい

以上です。
○横田委員長

る事業が、ボイラー改修の事業でございまして、
暫時休憩です。暫時休憩いたしま

す。

ボイラーを新しいものに入れ替えた事業でござい
ます。その経費に対しての交付金ということにな

２時３０分、再開いたします。
午後

２時１５分

りますので、ボイラー事業の実績に伴って決算額

休憩

となってございます。

──────────────
午後
○横田委員長

２時２９分

続いて、すみません、ボイラーはナンバー１０

再開

の統廃合事業費でございました。大変申し訳ござ

休憩以前に引き続き、再開いたし

いません。

ます。

続いて、ナンバーの１３、校舎等営繕費、小学

若山委員に対する答弁から入ります。

校の、軍川小学校、大沼小学校の体育館の解体の

学校教育課長。

関係でございます。当初、４,０００万円といい

○俉楼学校教育課長

貴重な時間を費やしてしま

い、大変申し訳ございませんでした。
それでは、順に答弁してまいります。

ますのは、国のほうに補助金を申請する際に、ま
だ設計も十分でなかったために、道内の同種同規
模の施設の解体した際の実績として４,０００万
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円程度ということでございまして、それを補助申

の決めの中で、それぞれの地区で１社随契という

請の際に使ったというものでございます。その

ようなことで進めさせていただいたというところ

後、詳細な設計をした際に、予算的には８,００

でございます。

０万円程度ということでございます。実際、先ほ

以上でございます。

ど若山委員おっしゃっていたとおり、軍川小学校

○横田委員長

若山委員。

のほうには、軒天、屋根の部分にアスベスト等も

○若山委員

ございまして、その処理のために経費がかさんで

れですけれども、思いつくままにあれしますけれ

いるというところでございます。

ども、まず、スクールロイヤー制度の関係でいく

ちょっと順不同になってしまってあ

次に、ナンバーの１４、教育振興費、小学校の

と、今のようなやり方だと、スクールロイヤー制

学校図書購入費の予算の推移というところの御質

度と言わないで、単に弁護士を頼むというだけの

問でございます。予算としては、例年、とってい

話で、スクールロイヤー制度の意味というのです

るところでございますけれども、いかんせん、学

か、先生たちへの安心感とか、そういうものとい

校図書は図書室の容量だとか、いろいろな問題が

うか、そういうふだんから何か相談できるという

あって、図書室の状況に合わせて予算化をしてい

ようなものだと思っていたのですけれども、その

るということでございます。また、寄附を受けて

辺については、当初からそういう設計だったのか

いるというところもございまして、それらをかみ

どうか。僕自身、余り詳しくないのですけれど

合わせて予算化しているというところでございま

も、スクールロイヤーというのは、そういう一般

す。

的に言われているものは、いつでも相談できると

次に、資料の１の事務事業未執行の中のスクー

いうものではないのかなと思っているのですけれ

ルロイヤー制度関係報償費というところでござい

ども、そこのところをもう一度お願いしたいなと

ます。このスクールロイヤー制度、学校で何か弁

思います。

護士対応が必要なトラブル等があった場合に、弁

それと、随意契約の、これ、緊急ということ

護士に対応をお任せするというものでございます

で、扇風機、６月なので、本当に急いで入れると

けれども、弁護士の考え方として、顧問弁護士と

いうことはあったのかもしれないですけれども、

するだとかというものも当然ございますが、案件

これは緊急だということで、説明、十分通るとい

が特に今のところないために、顧問料として弁護

うことで、通常、入札、指名競争入札をするべき

士に支払いをするよりも、随時、お支払いをした

案件なのかなと思うのですけれども、三つに均等

ほうが安価であると、対応が可能であるというと

に分担されているような状況で、ちょっと余りよ

ころでございます。特に今のところは、弁護士に

ろしくないのかなという感じはするのですけれど

ついては取り決めをしてございませんが、弁護士

も、その辺の緊急度合いの説明、もう在庫がどこ

協会のほうとも、そこら辺については相談をして

にもないのだというようなことだったのか、そこ

もらって、窓口になってもらって、案件が出た場

のところを、いつも電気製品を入れる３社の、そ

合には、そこで弁護士協会のほうから紹介をいた

の上のページのほうに指名競争入札で３社上がっ

だいた弁護士を採用して、対応に当たってまいり

ていて、そこに分けて発注しているような感じに

たいというところで考えているところでございま

なっておりまして、その辺のところで大丈夫なの

す。

かなというのをもう一度確認したいなというふう

最後、本日お出しした財産の買い入れ契約の扇

に思います。

風機の法令のところで、扇風機に緊急性があった

それと、軍川小学校と大沼小学校の体育館の話

のだろうかというところでございます。今回の扇

のあれですけれども、これ、軍川小学校だけです

風機、夏場のコロナ対策、換気を十分にしなけれ

か、アスベスト。大沼小学校にもアスベストはな

ばならないというところで、コロナ対策というこ

いのでしょうか。その確認と、なぜかというと、

ともありまして、緊急対応が必要だというところ

見積書の中に、アスベスト養生費として、軍川小
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学校は三百何十万円、大沼小学校は四百何十万円

まず、校舎等の営繕費の体育館の解体工事につ

と計上されておりまして、ともにアスベストが

いてでございます。大変申し訳ございません。再

あったからそういうことになっているのか、それ

度、設計図書を見直しましたら、大沼小学校にも

とも、アスベストはないのだけれども、見積書の

アスベストがあるということでございます。それ

中にそういう金額を入れるということなのか、

は、調査の結果、アスベストがあったので、その

ちゃんとその辺、やっているのかどうかというと

対策のために囲い込みをして対策をしているとい

ころを聞きたかったわけです。

うことでございます。

それとあわせて、アスベストがあるとすれば、

続いて、すみません、私も順不同になってしま

子どもたちが運動とかするような場所で、アスベ

うかもしれませんけれども、スクールロイヤー制

ストがあって、きちっと今まで、もう既にないと

度についてでございます。若山委員おっしゃると

ころなので、言ってもしようがないかもしれない

おり、いつでも先生が何かあったら相談できるよ

ですけれども、きちっとアスベスト被害にないよ

うな関係にあれば一番いいのかもしれません。た

うな対応というか、覆いをするとか、そういうよ

だ、今現在はそういう状況になくて、何かあった

うなことができていたのかどうか、その辺が

ときに対応をお願いするというようなもので、

ちょっと心配になりまして、４,０００万円から

今、運用をしているところでございます。そこら

８,０００万円に上がったというよりも、それも

辺は、今後、あるべき姿というのもあるでしょう

非常にどうなのかなと思うところはありますけれ

から、ちょっと検証していきたいなということで

ども、そこのところをちょっともう一度確認させ

考えてございます。

てください。

続いて、図書費についてでございます。図書費

それと、学校図書費で確認したかったのは、小

については、私、先ほど申し上げたとおり、図書

学校、中学校の統廃合とかあったりするので、あ

室の関係もあって、そこの年度ごとに学校に入れ

るところでは、小学校のところは減っているけれ

る図書なんかも、学校間でやりくりをしていると

ども、岳陽学校の部分で増えていますよというこ

いうことが一つございます。図書費の総体とした

とで、トータルで図書費の購入費とか、そういう

ら、少し今年度については、シーリングの対象に

ものについては減っていませんよということを

なっているものですから、去年から見ると、やっ

ちょっと確認したかったのです。これを全部足し

ぱり図書費というのも少し落ちているというのは

て、去年の数字と比較するのかどうかあれだった

事実でございます。

のですけれども、小学校だけ見ると、ちょっと大

続いて、扇風機の関係でございます。夏場の期

幅に減っているような数字だったものですから、

間に、コロナ対策のために必要であるということ

全体として図書費については横ばいで予算は推移

で、速やかに発注をして、速やかに納品してもら

しているというようなことでいいのかどうか、そ

うということが、現実、必要であったことから、

このところを確認したかったので、再度、スペー

多くの扇風機を１社で時間をかけて購入するより

スに合わせて購入するとか、いろいろ何かそうい

も、分けて、少しずつ速やかに購入をしてまいっ

う考え方はあるのかもしれないのですけれども、

たほうが、緊急対応として、学校側、子どもたち

実際、予算として、全体として、図書費はきちっ

にとってもコロナ対策になるという観点から、今

と確保されていますよ、あるいはこういう理由で

回についてはこのように実施をしているというと

全体としてこれだけ減っていますよとか、そこの

ころでございます。

ところを確認したかったので、お願いします。

以上でございます。

以上です。
○横田委員長

○横田委員長
学校教育課長。

○俉楼学校教育課長
ます。

あとありませんか。

川村委員。

それでは、答弁してまいり

○川村委員

すみません、ちょっと先ほどの

ちょっと私の質問の中で、確認したいことがあっ
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たので、ちょっと質問させてほしいのですけれど

では、今もデジタル教科書、各教室段階で先生た

も、先ほど私の質問の中で、デジタル教科書、授

ちが使っているというものでございます。

業で使っているのですかという話で、使っていま

以上です。

すという話だったと思うのですよ、課長の答弁。

○横田委員長

先ほど同僚議員の田村委員が質問したときに、タ
ブレットとかそういった教材、授業で使っている

あとございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長 質疑を終わります。

のですかという話をしたときには、まだ準備中で

すみません。中川委員。

やっていませんという話がたしか出たと思うので

○中川委員

すけれども、ちょっとその辺の整合性とれないな

関係だったのですけれども、弁護士さんとの使用

と思って、今、再度確認ということで、ちょっと

する案件がなかったというのは分かるのですけれ

質問させてもらったのですけれども、デジタル教

ども、これ、制度上のことで、トラブルがあって

科書、多分、先生が使っている教科書については

から弁護士さんを頼むというだけのことではない

タブレットで随時授業の中では使っているという

ので、先ほど同僚議員もちょっとありましたけれ

答弁なのか、ちょっとその辺、再度ちょっと確認

ども、トラブル回避のための研修だとか、先生だ

させてください。

とか保護者との関係のものを、弁護士さんと、い

○横田委員長

ろいろなトラブルが起こる前の事前のそういった

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

答弁してまいります。

１点だけ、スクールロイヤー制度の

ものの講習会だとか、そういう意味でのスクール

デジタル教科書については、令和２年度の４月

ロイヤーの制度がメインなはずで、それで始めて

にも購入していますし、最終的には２月にも購入

いただいたと思うので、今回はもうなかったとい

してございますが、パソコンの中で、先生が指導

うことなのですけれども、次年度からはゼロとい

するためのもので購入してございまして、例えば

うことにはならないと思うので、その辺、もう

教室の中で、スクリーンに教科書の中身を映し

ちょっと考えていっていただいたほうがいいと思

て、絵とかをそこで映して見せるだとか、子ども

うのですけれども。

たちも教科書あるので、見れるのですけれども、

○横田委員長

スクリーンでそういうもので、目線を一緒にして

○俉楼学校教育課長

学校教育課長。
お答えしてまいります。

同じところを見てやるだとか、デジタル教科書の

最終的には、令和２年度も弁護士対応になるよ

中で、少し動くようなものも見れるということな

うな案件はなかったのは事実でございますが、非

ものですから、そういうものでデジタル教科書は

常に学校側でも問題については年々多くなってい

活用しているというものでございます。

る状況を踏まえまして、先生たちに対するそうい

以上でございます。
○横田委員長
○川村委員

う法律的な研修も必要ではないかというものに対

川村委員。

しては、今、令和３年度途中でございますが、検

今の段階では、教材として授業の中

討してまいって、今年度、できるかどうか分かり

で使っているよということでいいのか。先ほど同

ませんけれども、そういうような制度に立ち返っ

僚議員が言ったのは、例えば生徒さんたちがタブ

て、制度を運用していきたいと思います。

レットを使って、教師と生徒がタブレットを使っ
ての、そういう授業の体制がまだ整っていないと

以上でございます。
○横田委員長

いう話でいいのか、ちょっとそこ、もう１回確認

あとありませんか。

させてください。
○横田委員長

（「なし」と呼ぶ者あり）

学校教育課長。

○俉楼学校教育課長

よろしいですか。

○横田委員長 質疑を終わります。

この指導者用デジタル教科

書は、指導者が使うもので、タブレットはまた別

以上で、学校教育課に対する質疑を終了しま
す。

な話になってくるのですけれども、そういう意味
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学校教育課長、御苦労さまでした。

次に、生涯教育課の審査を行います。

もの及び事業目的、主な支出につきましては記載

生涯教育課長、決算書及び提出資料に基づき、

のとおりとなってございます。

説明をお願いします。

続きまして、ナンバー６、事業決算名、文化講

生涯教育課長。
○竹内生涯教育課長

座事業費は、当初予算額２３５万６,０００円、
それでは、令和２年度生涯

教育課の決算状況を説明いたします。

補正予算マイナス１１７万６,０００円、予算現
額１１８万円、支出済額は１１０万３,９３８

共通様式ナンバー１、事業決算名、社会教育総

円、不用額７万６,０６２円、執行率は９３.６％

務費は、当初予算額３７万６,０００円、補正予

でございます。補正の主なもの及び事業目的、支

算額マイナス１５１万円、予算現額２２万５,０

出の状況につきましては記載のとおりとなってご

００円で、支出済額１８万３,４０６円、不用額

ざいます。

は４万１,５９４円、執行率は８１.５％でござい

次に、ナンバー７、事業決算名、文化祭開催事

ます。補正予算の主なもの及び事業目的、支出の

業費につきましては、新型コロナウイルス感染防

状況につきましては記載のとおりでございます。

止を図るため、事業を中止したことから、全額を

続きまして、ナンバー２、事業決算名、生涯学

減額しておりますので、支出もないことから、決

習事業費は、当初予算額１８７万１,０００円、

算書には記載はされておりません。

補正予算額マイナス１０５万８,０００円、予算

続きまして、ナンバー８、事業決算名、図書室

現額８１万３,０００円、支出済額７４万７,８４

管理費は、当初予算額７９万１,０００円、補正

２円、不用額６万５,１５８円、執行率は９２％

予算額マイナス２,０００円、予算現額は７８万

でございます。補正の主なもの及び事業目的、支

９,０００円、支出済額が７８万１,３０７円、不

出の状況につきましては記載のとおりとなってご

用額７,６９３円で、執行率は９９％でございま

ざいます。

す。補正の主なもの及び事業目的、支出の状況に

次に、ナンバー３、事業決算名、町内会館振興

つきましては記載のとおりでございます。

費は、当初予算額１５０万円、補正予算額３万

次のページです。

９,０００円、予算現額１５３万９,０００円、支

ナンバー９、事業決算名、公民館管理費は、当

出済額は１５３万９,０００円、不用額はなく、

初予算額４０２万４,０００円、補正予算額４２

執行率は１００％でございます。補正の主なもの

万３,０００円で、予算現額は４４４万７,０００

及び事業目的、支出の状況につきましては記載の

円、支出済額は４２５万１,１３４円、不用額は

とおりでございます。

１９万５,８６６円で、執行率は９５.６％でござ

続きまして、ナンバー４、事業決算名、生涯教
育公用車管理費は、当初予算額８１万円、補正予

います。補正の主なもの及び事業目的、支出の状
況につきましては記載のとおりでございます。

算額マイナス１４万６,０００円で、当初予算額

続きまして、ナンバー１０、事業決算名、文化

は６６万４,０００円、支出済額６３万５,２９０

センター管理費は、当初予算額６,６１４万３,０

円、不用額は２万８,７１０円、執行率９５.７％

００円で、補正予算額マイナス８３万２,０００

でございます。補正の主なもの及び事業目的、支

円、予算現額は６,５３１万１,０００円で、支出

出の状況につきましては記載のとおりとなってご

済額は６,４２４万５,４０２円、不用額は１０６

ざいます。

万５,５９８円で、執行率は９８.４％でございま

それでは、次のページになります。

す。補正の主なもの及び事業目的、支出の状況に

ナンバー５、事業決算名、文化振興費、当初予

つきましては記載のとおりとなってございます。

算額２１０万８,０００円、補正予算額マイナス

次のページです。

２０７万２,０００円、予算現額３万６,０００

ナンバー１１、事業名、大中山コモン管理費

円、支出済額３万５,８７２円、不用額１２８

は、当初予算額１,３８５万８,０００円、補正予

円、執行率９９.６％でございます。支出の主な

算額７２万２,０００円、予算現額は１,４５８万
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円、支出済額は１,４２６万２,０９５円、不用額

平松委員。

は３１万７,９０５円で、執行率は９７.８％でご

○平松委員

共通様式ナンバー１０、１２の委託

ざいます。補正の主なもの及び事業目的、支出の

料、この中の真ん中あたりですが、設備運転管理

状況につきましては記載のとおりとなってござい

委託業務１,１００万円、これを受けている業

ます。

者。次の舞台等管理業務委託料、これの受けてい

続きまして、ナンバー１２、事業決算名、大沼

る業者。それから、舞台吊りもの機構保安点検、

婦人会館管理費は、当初予算額９７４万６,００

これも受けている業者。それと、一つ飛んで、自

０円、補正予算額マイナス４９万８,０００円

家用電気工作物、これの委託料の業者。大分おり

で、予算現額は９２４万８,０００円、支出済額

て、大小ホール舞台音響設備保守点検、これの業

は８２２万３,０２３円で、不用額は１０２万４,

者。その下の照明の業者、教えていただきたい。

９７７円、執行率は８８.９％でございます。補

それから、一番最後に、備品購入、文化セン

正の主なもの及び事業目的、支出の状況につきま

ター用備品購入費ということで９,８００万円あ

しては記載のとおりとなってございます。

ります。これ、何でしたか、ちょっと説明をお願

次のページです。

いしたい。

ナンバー１３、事業決算名、社会教育施設管理

次のページにいって、ナンバー１１、大中山コ

費でございます。当初予算額９３８万２,０００

モンの保守点検、ナンバー１２の委託料の中に、

円、補正予算額９４万７,０００円、予算現額は

先ほどから聞いている電気工作物の保安委託料、

１,０３２万９,０００円、支出済額が９４１万

これも同じ業者なのかどうか、業者を聞きたい。

１,２０９円、不用額は９１万７,７９１円で、執

というのは、３年前のブラックアウトのときに、

行率９１.１％でございます。補正の主なもの及

非常用の発電機、たしか動かなかったと思うので

び事業目的、支出の状況につきましては記載のと

すけれども、ちゃんとそういったものまで点検し

おりとなってございます。

ているのかどうかだけを聞きたいので、業者と、

続きまして、ナンバー１４、事業決算名、文化
財保護費につきましては、当初予算額１１７万

非常用の発電機も点検項目に入っているのかどう
か、確認をお願いしたいと思います。

円、補正予算額マイナス１３万４,０００円で、

ナンバー１２、これは１０の需用費の施設修繕

予算現額は１０３万６,０００円、支出済額は８

料が１７４万２,０００円とありますが、何の修

６万９,９８６円、不用額は１６万６,０１４円

繕なのか教えてください。

で、執行率８４％でございます。補正の主なもの

以上です。

及び事業目的、支出の状況につきましては記載の

○横田委員長

とおりとなってございます。

○竹内生涯教育課長

続きまして、ナンバー１５、事業決算名、歴史

生涯教育課長。
それでは、ただいまの平松

委員の質問に対してお答えをしてまいります。

館管理費は、当初予算額１,０４０万円、補正予

まず、ナンバー１０の委託料の関係でございま

算額が６９万２,０００円で、予算現額は１,１０

すけれども、まず、施設設備の運転管理業務等委

９万２,０００円、支出済額は１,０２４万５,４

託料という、こちらの受託業者はということでご

６７円、不用額は８４万６,５３３円で、執行率

ざいますけれども、こちらにつきましては、マル

は９２.４％でございます。補正の主なもの及び

ゼンシステムズさん、こちらが受託をしておりま

事業目的、支出の状況につきましては記載のとお

す。

りとなってございます。

続きまして、舞台等管理業務、こちらの委託で

生涯教育課の決算状況の説明については以上で
ございます。
○横田委員長

ございますけれども、こちらにつきましてはワタ
ナベ電器さん、こちらが受託をしております。

ありがとうございます。

それでは、質疑を行います。

続きまして、舞台の吊りもの、こちらの保守点
検でございますけれども、こちらにつきまして
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は、ちょっと恵庭のほうの業者になりますけれど

と、カセットデッキ、あと、マイクスタンドのほ

も、小林舞台システム、こちらのほうに委託をし

か、インカムといって、会話できるイヤホンと

ております。

しゃべるマイクと一緒になっているインカムとい

続きまして、自家用電気工作物、こちらの保安

うようなものを購入をしております。

業務でございますけれども、こちらにつきまして

次に、ナンバー１１のコモンの電気工作物の業

は、トーショウビルサービス、こちらで受託をし

者というところですけれども、こちら、先ほど申

ておりまして、こちらの契約につきましては、私

したとおり、文化センターと同じ業者でございま

どもの生涯教育課の施設だけではなくて、学校教

す。内容も、先ほど申しましたとおり、ちょっと

育の管理している学校、そのほかの施設、一括し

資料を持ち合わせていないので、ちょっと詳しい

て総務課で契約をしておりますので、契約の中身

内容については御答弁できないということで、御

については、ちょっと資料が手元にないのですけ

理解いただきたいというふうに思います。

れども、基本的には、キュービクルですとか電装

また、ナンバー１２の大沼婦人会館の修繕料、

関係、絶縁関係が低くなっているかというような

こちらの中身はということですけれども、こちら

通電関係の保守点検を行っていると思いますけれ

については、特段、これといったものは、大きい

ども、ちょっと詳細については、資料が今手元に

ものはなくて、本当に日常の修繕の積み重ねとい

ないので、ちょっとお答えできないということ

うようなもので１７０万円というような支出と

で、御理解いただきたいと思います。

なってございます。一番ちょっと金額的に大きい

続きまして、大小ホールの舞台の音響ですね。

のは、消防用設備の部分で、ちょっと故障箇所が

すみません、ちょっと休憩もらっていいですか。

あったので、そちらを直している金額がちょっと

○横田委員長

高いのかなというふうに思いますけれども、それ

暫時休憩いたします。

午後

３時０５分

休憩

以外も、いろいろと施設修繕、いろいろなものが

──────────────
午後
○横田委員長

３時０８分

積み重なって１７０万円というような状況となっ

再開

てございます。

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

以上です。
○横田委員長

平松委員。

生涯教育課長の答弁から入ります。

○平松委員

生涯教育課長。

て、これで果たしてうまくいっているのかどうか

○竹内生涯教育課長

貴重な時間を費やしてしま

い、大変申し訳ございません。

何かいっぱいいろいろな業者があっ

というのが一つ疑問なのですが、令和元年です
か、文化センターはスピーカーの入れ替え、何千

それでは、答弁の続きに入らせていただきま
す。

万円という工事が多分やっていると思うのですけ
れども、この大小ホールの舞台音響施設の保守点

文化センターの大小ホールの舞台音響設備の保

検、これは札幌の業者と、２社ともやっているの

守点検業務の受託業者でございますけれども、こ

ですけれども、今、何か壊れていて、利用してい

ちらにつきましては、札幌の映音という会社でご

る方が、小ホールの緞帳、いかないとか何か、ス

ざいます。（発言する者あり）映音という会社で

ピーカーが鳴らないとか言っているのですよ。今

す。映音です。

でも同じ業者がやっているのですかね。この保守

次に、舞台の照明の設備の保守点検業務委託の

点検というのは、例えば札幌から月に１回ぐらい

受託業者は、札幌市の池下電設という会社でござ

来て、それで対応していますというような話なの

います。

か、ちょっとその確認と、多分、これの前の年な

次に、文化センターの備品、こちら、何を買っ

のですけれども、大ホールのスピーカーを取り替

たかというところでございますけれども、こちら

えたと思ったのですが、取り替えていても、何か

は、買った備品につきましては、ハンドマイク

また壊れているみたいな話なので、ちょっとそこ
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が詳しい情報がないものですから、もし説明でき

が行っているので、問題ないというふうに担当課

るなら、そこを説明していただきたい。１番は、

としては捉えております。

ここに関しては、こんなに業者がたくさんいて、

以上でございます。

果たしてうまく対応できているのかどうかという

○横田委員長

平松委員。

のがちょっと心配だということで、もう一度答弁

○平松委員

をお願いしたいと思います。

構な額なのですよね。だから、これを払う立場と

この委託の料金を足していくと、結

婦人会館はいろいろあると。分かりました。

して言わせていただければ、何か壊れたらすぐ対

以上です。

応してもらうべきお金は払っているのかなと思う

○横田委員長

生涯教育課長。

○竹内生涯教育課長

のですけれども、今の御説明では、１年間に１回

それでは、今の質問に対し

てお答えしてまいりたいと思います。

の点検と。ただ、管理業務の委託料で１,０００
万円クラスのは、それもやっぱり１年に１回とい

まず、今の文化センターの小ホールの部分で、

うことではないですよね。これはもっと点検回数

故障があるのではないかというところなのですけ

は多いと思うのですけれども、お聞きしたいの

れども、ちょっと現在、小ホールの吊りものを上

は、スピーカーが壊れているかどうかは、確かめ

げ下げする舞台袖のちょっと操作盤が、故障とい

るだけの資料を持っていないのです。持っていな

うのですかね、動かないということで、こちらに

いのですけれども、昨年、取り替えていて、もし

ついては、今、基盤を業者に持っていってもらい

本当にそうであれば、これは瑕疵になると思うの

まして、オーバーホールが可能なのかどうかとい

ですけれども、昨年取り替えた業者さんね。言わ

うのは、ちょっと点検をしてもらっている最中で

れているように、スピーカーが壊れているという

ございます。操作状況とか、その辺はちょっと分

ことがもし正しければ、点検で、壊れているとか

からないので、ちょっと詳しくは申し上げられな

壊れていないとかというのが分かっているのか分

いのですけれども、今現在、動いていないという

かっていないのか。素人が耳で聞いて、何か壊れ

ようなことは事実でございます。

ているなという話ではないと思うので、お金を

あと、大ホールのスピーカーですね、直したの

払ってやっていますから、その辺の確認体制とい

に壊れているのではないかというお話でございま

うのはどうなっているのか。何千万円もお金をか

すけれども、こちらにつきましては、ちょっと確

けた後にそういう話が出てきているというのは、

認してみないと分からないのですけれども、日

これはおかしいと思いますので、そこの答弁をお

常、管理業務している上で、壊れて音が出ないと

願いしたいと思います。

いうようなお話は伺っておりません。今、大ホー

○横田委員長

ルでも、先日も子ども向けのファミリーのイベン

○竹内生涯教育課長

トもありましたし、この先も、ちょっと今月、コ

ただきます。

ンサートもありますけれども、特段、スピーカー
に支障があるというのは伺っていません。

生涯教育課長。
それでは、答弁をさせてい

まず、舞台管理の委託につきましては、こちら
は年１回とかではなくて、こちらの舞台管理の委

あと、保守点検の業者がたくさんいて、大丈夫

託につきましては、文化センターで大ホール、小

なのかというお話でございますけれども、こちら

ホール、あと、いろいろ大会議室等もありますけ

の保守の部分につきましては、それぞれ音響は音

れども、舞台設備、また、音響、照明設備をいろ

響、照明は照明、そして舞台装置もそれぞれ専門

いろと使った貸し館もございます。そういった貸

でやっている業者、または文化センターの開設当

し館に対応するために、専門の業者にオペレー

初に納入した業者も含まれていますけれども、そ

ト、もしくはセットのお願いをしている、これが

うした専門業者が保守をしていただいています。

舞台等管理業務委託ということで、こちらについ

こちらの保守点検につきましては、年に１回、保

ては、通年の委託業務となってございます。

守点検をそれぞれ行っておりますので、専門業者
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あと、スピーカーの件でございますけれども、

こちら、ちょっと令和元年度に何か整備して直し

と。これ、変わっているのか変わっていないの

たというようなちょっとお話でございますけれど

か、ちょっと確かめないとまた駄目かもしれませ

も、当然、年１回、保守点検をしている際に、壊

んけれども、相当大きい金額のものが、言われて

れていれば、当然、報告書のほうには、壊れてい

いる話は、何か壊れているということであれば、

る、もしくは不具合があるということで、報告

これはやった業者が、まず瑕疵担保を持っている

は、音響の点検をした際の不具合があれば、それ

からやらなければいけないと思うのですけれど

は当然、報告書に上がってくるということになり

も、何かそこにいろいろな業者がいて、どうも何

ます。ただ、入れたスピーカーがすぐもし壊れて

かすっきりしないなと思うので、しつこく聞いて

いるということであれば、それは調査も必要です

いました。分かる範囲でもう一度お願いします。

し、原因も究明しなければならないと思うのです

○横田委員長

けれども、今のところ、報告書を確認して、手元

○竹内生涯教育課長

にもないですし、ちょっと確認がとれていないの

元年の資料、手元にないので、ちょっと分かる範

で、こちらについてはちょっと確認させていただ

囲で、記憶の中でのちょっと答弁が混じると思う

きたいのですけれども、ただ、管理している上

ので、御容赦ください。

生涯教育課長。
すみません、ちょっと令和

で、そのようなお話でスピーカーを直さなければ

まず、スピーカーでございますけれども、こち

ならないとかということで、予算立てしなければ

らは、取り替えたスピーカーにつきましては、文

ならないとか、そういう話については聞いていな

化センターが会館オープンしているのが平成８年

いので、そちらについてはないものというふうに

でございます。その当時から使っているスピー

担当としては存じ上げております。

カーですので、当然、２０年以上使用しているス

あと、これら瑕疵の部分ですけれども、そちら

ピーカーですので、壊れたのが問題あるかという

については、詳細が分からないので、壊れてい

と、これは経年劣化で壊れるというようなものだ

て、当然、メーカー補償の部分も、当然、備品と

と思っていますので、壊れたことに対して、どこ

して購入したものであればあると思いますので、

が悪いというものではないかというふうには思い

そういったもので対応できるものかどうかという

ます。

のは検討する必要があると思います。

ただ、その令和元年度で取り替えたときに、保

以上でございます。
○横田委員長
○平松委員

守管理していたところというのは、ここは令和元

平松委員。

年度につきましても、令和２年度と同じ映音さん

令和２年度の決算審査ですから、そ

というところが保守点検を行っていますので、舞

の前に遡って言うのはちょっと好ましくないと

台の日常管理している業者とは別の業者が保守点

いったら好ましくないのですが、私の記憶では、

検を行っているということですので、日常的に点

大ホールのスピーカーは、地元の、今、この舞台

検をしている業者に問題があるかというと、そう

装置を維持管理している業者さんが受注をされ

いうことではないというふうには思います。た

て、取り替えたというふうに記憶をしています。

だ、令和元年度に入れたスピーカーが壊れている

今は違う業者が委託を受けてやっていると、ス

ということであれば、その辺は、まだ入れて１

ピーカーの関してはですよ、大ホールのスピー

年、２年のお話ですから、そこは、もし壊れてい

カー。なぜそうなるのかなと思うのですけれど

るようであれば確認をしなければならないと思う

も、くどい質問にはなるかもしれませんけれど

のですが、今のところ壊れているというようなお

も、取り替えるという、その根拠が果たして正し

話は伺っていませんので、その辺については御答

かったのかどうかですよ。本当にあのスピーカー

弁できないかなというふうに思います。

が壊れていて取り替えたのだと。取り替えた業者

以上です。

がそのまま今も委託業務を受けているならまだ話

○横田委員長

は分かるのですけれども、なぜ変わったのかな
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あとは。なし。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○横田委員長

それでは、生涯教育課に対する審

査を終了します。

す。また、需用費の施設ごとの内訳と施設全体の
内訳も記載してございます。

生涯教育課長、御苦労さまでした。

続きまして、ナンバー５になります。事業名は

次に、スポーツ振興課の審査を行います。

パークゴルフ場指定管理費でございます。当初予

スポーツ振興課長、決算書及び提出資料に基づ

算８０１万２,０００円、補正はございません

き、説明をお願いします。

で、予算現額は同額の８０１万２,０００円、支

スポーツ振興課長。
○川崎スポーツ振興課長

出済額も同額で、執行率１００％となります。事
それでは、令和２年

度、スポーツ振興課の決算状況について御説明申

業目的、主な支出は記載のとおりというふうにな
ります。

し上げます。

共通様式の説明は以上となります。

共通様式ナンバー１になります。事業名がス

続きまして、様式１になります。予算未執行、

ポーツ振興総務費でございます。当初予算８５５

細節５万円以上の状況になりますが、スポーツ振

万７,０００円、補正予算額マイナス５３１万２,

興総務費の報償費１０万円が未執行となっており

０００円で、予算現額３２４万５,０００円、支

ます。理由につきましては、学校開放事業に対す

出済額は３１３万６,７８６円、不用額は１０万

る報償費を見直ししたためでございます。以前か

８,２１４円となります。執行率は９６.７％でご

ら町の行政改革の対象となっておりまして、これ

ざいます。補正予算、それから事業目的、主な支

まで学校を開放した日数に応じて学校へ報償費を

出については記載のとおりというふうになってお

支出しておりましたが、これまでどおり学校開放

ります。

は行っていきますけれども、報償費は支出しない

続きまして、ナンバー２、事業名、スポーツ合

というふうに改めたものでございます。このた

宿事業費でございます。当初予算額２３９万３,

め、学校と利用団体との調整をしてきたのです

０００円、補正予算額は９万７,０００円で、予

が、３月に入ってから調整がついたために、３月

算現額２４９万円でございます。支出済額は２４

議会に間に合わず、やむを得ず未執行の不用額と

３万８,０８３円、不用額５万１,９１７円、執行

したものでございます。

率は９７.９％となります。補正予算歳入、それ

説明については以上となります。

から事業目的、主な支出については記載のとおり

○横田委員長 ありがとうございます。

となっております。

これより審議を行います。

続きまして、ナンバー３になります。事業名は

ありますか。

体育施設公用車管理費でございます。当初予算８

若山委員。

６万円、補正はございませんで、予算現額８６万

○若山委員

まず１点目、共通様式２のスポーツ

円で、支出済額は７２万６,０１９円、不用額は

合宿誘致の推進というところで、この合宿の件数

１３万３,９８１円となります。執行率は８４.４

というのですか、どこが幾らで何人来たのかとい

％となります。事業目的、主な支出は記載のとお

う、そういうところの成果をちょっと教えていた

りというふうになります。

だきたいなというふうに思います。

続きまして、ナンバー４になります。事業名、

それと、共通様式ナンバー４についてですけれ

体育施設管理費でございます。当初予算４,５５

ども、これは非常に去年の資料に比べて、需用費

０万６,０００円、補正予算額はマイナス２５９

の内訳だとか、施設別の内訳だとか、詳しくして

万５,０００円で、予算現額４,２９１万１,００

いただきまして、本当にありがとうございます。

０円、支出済額は４,２２０万２０円、不用額は

分かりやすい資料になったなというふうに思いま

７１万９８０円となりまして、執行率は９８.３

す。

％となります。補正予算、それから歳入、事業目

そこで、ここに載っている資料の中のパークゴ

的、主な支出は記載のとおりというふうになりま

ルフ場というのは、これはパークゴルフ場、こち
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らの参考資料を見ると、何か複数あるようで、こ

は、そこまで詳しく聞いていませんでしたので、

れ、複数まとめてあるということでいいのかどう

すみませんでした。要は陸上が７チーム来たとい

かと、東大沼多目的グラウンドというのが施設名

う、それが去年の実績だということでよろしいわ

で載っていて、こっちの資料にですね。これはこ

けですね。そこだけ確認です。

ことの関係ではどういうふうになるのか、費用は

○横田委員長 スポーツ振興課長。

係らないのか、トルナーレのことですか。そこの

○川崎スポーツ振興課長

ところでちょっと、これで全てだというところを

チーム、令和２年度は７チームということでござ

分かるように教えていただければなというふうに

います。

思います。

○横田委員長

以上です。

はい、実績としては７

あとありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○横田委員長 スポーツ振興課長。
○川崎スポーツ振興課長

○横田委員長

まず、ただいまの質問

で、スポーツ合宿の実績ということでございます

質疑を終わります。

以上で、スポーツ振興課に対する審査を終了し
ます。

が、令和２年度は７チーム来てございます。名前

スポーツ振興課長、御苦労さまでした。

を言いますと、ユニバーサルエンターテイメン

暫時休憩いたします。４０分まで休憩。

ト、デンソー女子陸上部、エディオン女子陸上

午後

部、それからノーリツ女子陸上競技部、積水化学

休憩

──────────────

女子陸上競技部、ＧＭＯアスリーツ、それからＤ

午後

ｅＮＡランニングクラブということで、来ていた

○横田委員長

だいております。

ます。

人数のほうは、ちょっと今、その前に、人数は
ちょっと待ってもらって、その前に、パークゴル

３時３４分
３時３４分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

次は、スポーツ振興課の審査を行います。（発
言する者あり）ごめんなさい。

フ場の状況は、これ、何個かあるのかというこ

次に、学校給食センターの審査を行います。

と、複数かということなのですが、まず、七飯町

教育次長、決算書及び提出資料に基づき、説明

パークゴルフ場七飯コースというのが本町に一つ

をお願いします。

ございまして、それから、大中山コースというの

教育次長。

が大中山の高速道路のインターチェンジのところ

○扇田教育次長

に１か所ということで、町内には２か所のパーク

説明を行います。

ゴルフ場がございます。

それでは、学校給食センターの

決算事業名は学校給食センター運営費でござい

それと、トルナーレの関係だったのですが、中

ます。当初予算額１億６,３０６万７,０００円、

と一致しない部分もありますが、トルナーレは東

補正予算額が６７３万３,０００円、予算現額は

大沼多目的グラウンドというものが正式な名称と

１億６,９８０万円、支出済額が１億６,６７７万

いうことになります。

６３０円、不用額が３０２万９,３７０円、執行

あと、人数のほうなのですが、ちょっと今、正

率は９８.２％でございます。

確な数字が、ちょっと今、見当たらないのです
が、大体選手と、それからスタッフ入れまして、

補正の主なもの、歳入と事業目的、支出済額に
つきましては記載のとおりでございます。

トータルでいけば１００人前後と、例年、このぐ

それと、追加資料で配りました２枚ものです。

らいの人数になっております。

１枚目は、準要保護児童生徒の給食扶助費の各

回答がもしこれでよければ、以上で終了いたし

学校ごとの調定額を記載してございます。

ます。

もう１枚は、多子世帯児童生徒の給食扶助費、

○横田委員長
○若山委員

若山委員。

これも学校ごとに毎月の金額を計上してございま

ありがとうございます。合宿の人数

す。
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簡単ですけれども、説明は以上でございます。
○横田委員長 ありがとうございます。

使いたいということでやっていますけれども、
ちょっと回数については、詳細、ちょっと今、把

これより質疑を行います。

握してございませんので、最低でも月２回はやっ

若山委員。

ているということで御承知おき願いたいと思いま

○若山委員

すみません、眼目は１点なのですけ

す。

れども、何点かになると思いますけれども、ま

また、準要保護につきましては、この生徒数な

ず、この中にある賄い材料費、地産地消用食材購

のですけれども、これは生活保護の基準に準じた

入費ということで、９９３万７,９６２円が計上

計算をしてございまして、これの大体３割増しぐ

されていて、毎年これは地産地消のあれで、食育

らいの人を準要保護対象ということでやってござ

というのですか、そういうような形で入れていま

いますので、そういう基準でやっています。

すけれども、この金額の分で何回分の給食になる

以上でございます。

のかなということで、ちょっと確認したいので

○横田委員長

若山委員。

す。１回分ということはないのかなと思うのです

○若山委員

けれども、何回、月に１回やるとか、そのような

とかという数字のあれなのですけれども、これは

ところで、何回でこの金額を購入するものなの

そうすると、通常の給食の原材料よりも、これを

か。それと、この中にはどのようなものが含まれ

使ったときの原材料というのは、やっぱりちょっ

ているのかどうかということをちょっと確認した

と高めになるという、そういうことでこの金額が

いなというふうに思います。

あるということになるのでしょうか。例えば通常

この地産地消の食材購入費で２４回

要は、持論なのですけれども、給食費は無料に

のほかの日の給食が１００円だとすると、このと

していきたいなというような自分の考えがありま

きのやつについては１回２００円になるよとか、

して、こういう金額も含めて見直しをしていけば

その辺のところはどういう感じというかバランス

あれなのかなと思うのですけれども、そこのとこ

になるのでしょうか。地元のものだから安く買え

ろをちょっとお願いしたいなというふうに思いま

ているのか、地元のものだから高くなるのか、そ

す。

このところで、あえてこの地元のものを、高いも

それと、追加資料で出してもらった、この扶助

のを購入して生徒に出すよりも、この分の金額を

費の関係なのですけれども、準要保護児童生徒給

生徒の給食費を免除するような形のほうに回した

食扶助費を見ていきますと、各学校、それぞれ何

ほうが、１,０００万円、有効に使えるのではな

人かずつ増えていて、トータルも増えている状況

いかなという、そういう、今回の決算とは関係な

でございまして、これについては基準は何も変

いのですけれども、思いがありまして、そこのと

わっていないと思うので、疲弊している家庭とい

ころで、ちょっともし分かれば教えていただきた

うのですかね、何かその辺のところの状況につい

いなというふうに思います。

て、情報があればちょっと教えていただきたいな

○横田委員長

と思います。

○扇田教育次長

教育次長。
地産地消の食材につきまして

多子世帯児童生徒給食費扶助費については、そ

は、やはりちょっと若干高い、通常の市場価格よ

れほど変わらないというか、いう状況なのかなと

りも町内のものについては高めに推移しているの

思うのですけれども、そこのところ、２点だけお

が実態でございます。

願いします。
○横田委員長
○扇田教育次長

ただ、この事業につきまして、議員おっしゃら
教育次長。

れるとおり、これをやめて、一般の給食費を減額

地産地消の関係でございますけ

するという考え方は、我々教育委員会としまして

れども、これにつきましては、プレミアムななえ

は、やっぱり食育というのは非常に大事で、地元

デーが月２回ございます。ですから、年間では最

のやっぱり食材をきちっと小さいうちから、七飯

低で２４回、それプラス、なるべく地元の食材を

ではこういうものを作っているのですよというこ
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とで、食育の発展にもつながってまいりますの

教育次長、御苦労さまでした。

で、そこに力を入れてまいりますので、この食材

暫時休憩いたします。

費につきましては、このまま推移していく考えで

午後

ございます。

午後

あとありませんか。

○横田委員長

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

休憩

──────────────

以上でございます。
○横田委員長

３時４５分
３時５４分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

では、私のほうから一つ、お願い

します。

次に、総務財政課長より追加説明がありますの
で、副町長、総務財政課長が出席しております。

私が民生文教にいたころに、学校給食センター

それでは、総務財政課長、お願いいたします。

の会計を今の私会計から公会計にするよという話

総務財政課長。

が、たしか平成３４年を目当てにというふうに記

○青山総務財政課長

憶していたのですけれども、その話はどうなった

員会で受けた御質問について、その場で即答でき

のかどうか、ちょっと教育次長、お願いしたいと

ず、また、時間をちょうだいし、調査させていた

思います。

だいたことにつきまして、大変失礼いたしまし

教育次長。
○扇田教育次長

それでは、決算審査特別委

た。改めてお詫びいたします。
公会計への移行ですね。これに

それでは、田村議員から質問を４点受けており

つきましては、当初、平成３４年ですから令和４

ますので、その内容について、順次お答えいたし

年、来年度からやろうということで、いろいろ準

ます。

備を進めてきたところでございます。今現在、

最初に、１点目の、３６協定の締結はしている

やっていませんけれども、その障がいというの

か、また、会計年度任用職員もその協定に含まれ

は、やはりシステムに１,０００万円近くの費用

ているのかという御質問ですが、初めに、会計年

がかかるということと、あと、公会計にしたこと

度任用職員を含む一般の地方公務員の勤務時間、

によって、事務の事業が非常に煩雑になります。

時間外労働及び休日労働について説明させていた

毎月給食センターについては食材の入札等、やら

だきたいのですが、一般の地方公務員の場合の勤

なければなりませんので、これについて、今の私

務時間、時間外労働及び休日労働については、国

会計を公会計にしますと、いろいろな人件費、人

の人事院規則に準拠し、町の規則においてこれを

が足りないだとか、事務量が増えていくことで、

定めており、働き方改革を推進するための関係法

それへの対策も図っていかなければならないとい

律の整備に関する法律の施行に伴い、町の規則も

う障がいがございますので、現在のところは、

時間外労働の上限時間の設定などを平成３１年４

今、検討中ということで、御理解をしていただき

月に改正しております。

たいというところでございます。会計の安定して

一方、労働基準法第３２条では、民間企業の労

からという話もございましたけれども、そこにつ

働者の労働時間について、１日８時間、週４０時

いては、給食費の値上げも行いまして、現在は安

間を超えて労働させてはならないと定めており、

定しているところでございますが、公会計に向け

これの例外規定として、労働基準法第３６条に、

てのいろいろな弊害があるというところで、今、

使用者は、当該事業所について、当該労働組合と

検討中ということで御理解していただきたいと思

の協定により、法定労働時間を超えて業務を行わ

います。

せることができるとした規定となっております。

以上です。
○横田委員長

労働基準法は、原則、地方公務員も適用される法
ありがとうございます。

律となりますが、地方公務員法第５８条におい

以上で、学校給食センターに対する審査を終了
します。

て、一部の適用を除外しているものがあり、一般
の会計年度任用職員を含む地方公務員は、職員の
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時間外労働及び休日労働については、町の規則に

間、１年間の最高時間では７２２時間の時間外勤

おいてこれを定めるものとなっております。

務の状況となっており、これについては、町の規

それでは、町の３６協定の内容についてお答え
いたします。

則で定めた上限時間を超えていることから、令和
３年度はこのような状況を是正するため、各所属

町は、昭和５６年４月１日に、職員労働組合

の担当課長には、職員の時間外勤務の状況を把握

と、当時、３６協定に該当する事業所として、町

させることとし、各課において必要な勤務体制の

立保育所、塵芥処理場、給食センター、養護老人

整備と、職員の健康管理の取り組みを強化したい

ホーム、ユートピア大沼、水道事業、冬期間の除

と考えております。

雪業務に従事する職員の７事業所を指定し、職員

次に、３点目の、管理職の法定外労働時間の把

の時間外労働及び休日労働に関する事項を定めた

握はどうしているかという御質問になりますが、

協定を締結しております。

これまで管理職の労働時間の把握については、時

その協定の中で、延長労働時間の限度は１日３

間外勤務の対象とはなっていないため、その実態

時間、１か月３０時間、１年間で２００時間とす

を調査したことはなく、通常の一般災害の対応や

る時間外勤務の上限を定めたほか、休日等労働時

選挙事務の従事、各課で行われる休日等を含む諸

間、延長労働時間の制限の特例について定め、協

行事の開催に対して、管理職員特別勤務手当が支

定の有効期間を１年間とし、期間満了前までに当

給されることから、その対応した時間の把握にと

事者のいずれからも異議または変更の申し出がな

どまっているのが現状であります。

い場合は、さらに１年間更新することとし、以後

しかしながら、国の働き方改革の一環として、

も同様とするとした協定内容となっております。

労働安全衛生法の改正が行われ、平成３１年４月

この間、双方いずれからも異議や変更の申し出が

から、一般職のほか、管理監督者である管理職の

ないまま、３６協定の内容が見直されず、今日に

労働時間の把握も必要となり、この改正に伴い、

至っているものであります。

町の職員の労働時間の把握が一元的に管理された

町と職員労働組合との間で締結した３６協定

内容での把握が必要となっております。現在、町

は、事業所単位で延長労働時間の限度、休日等労

では、タイムカードによる記録、または出勤簿の

働時間、延長労働時間の制限の特例について定め

記録により、職員の出勤、退庁を確認することは

たもので、事業所に勤務する職員、これは正職

できますが、今後は、さらにこの内容を容易に確

員、会計年度任用職員問わず、全ての職員に当て

認、管理することができる方法を検討してまいり

はまるものとなります。

たいと思いますので、その点について御理解願い

しかしながら、当時の事業所は、現在、委託に

ます。

より、町の職員がいない、または廃止により存在

最後に、４点目の、労働安全衛生委員会の開催

しない事業所もあり、それにかわり、新たな事業

状況を御質問されていますが、これまでの委員会

所がその後新設されたこと、また、３６協定を定

の開催状況については、過去５年間で、平成２８

めた労働基準法も、平成３１年４月１日に改正さ

年度、平成２９年度、令和元年度に各１回開催し

れたことから、改正後の労働基準法第３６条の趣

ておりますが、平成３０年度、令和２年度は開催

旨にのっとって、３６協定の締結対象となる職場

できずにおり、委員会を開催した際の議題につい

については、改めて労働組合と協議をし、上限規

ては、いずれの年度も職員のストレスチェックの

制の範囲内で３６協定を速やかに締結したいと考

結果、次年度のストレスチェックの実施について

えております。

議論しており、令和元年度は、健康増進法の一部

次に、２点目の、最高で月何時間、年間で何時

改正に伴う受動喫煙対策について委員会を開催し

間かと御質問されておりますが、令和２年度の時

ております。委員会の開催状況としてはまだまだ

間外勤務の対象となる職員の勤務状況を集約した

不十分であると認識していますので、今後は定期

結果、職員が行った一月での最高時間は１４３時

的に開催し、議員からの質問や、今回、改めて追
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加要求資料でありました職員の時間外労働、職員

年、２年については、ストレスチェック、分かり

健康診断の結果、検証などを議題に含め、職員の

ますけれども、まず３６協定のきちっとした労働

安全と健康を確保するための効果的な安全衛生委

条件の整備というのが、まず私は必要でないかと

員会を開催したいと考えておりますので、御理解

思うのですね。やはり職員の働く環境と、プラス

願います。

職員の健康、自ら健康管理も大事ですけれども、

また、追加要求資料としまして、新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業に

職場環境をきちっとするというのは、やはり町長
の責任だと思うのですよね。

係る財産の買い入れ契約８０万円以上及びその他

そういう意味では、今の説明では、なかなか見

の契約８０万円以上で、総務財政課の資料では、

直しや、それから時間外労働１４３時間、年間で

この財産買い入れ契約８０万円以上の状況の３件

７２２時間というような、基準を超えているよう

となっております。

な、端的に言えば法令違反しているような働かせ

以上、説明となります。
○横田委員長

方、こういったようなものは、やはり早急に是正

ありがとうございます。

していかなければ、やはり根源は公務災害に私は

質疑はありますか。

なるのではないかと。極端に言えば、多くの職員

田村委員。

がその犠牲になってきたのではないかと言われて

○田村委員

今、説明いただきましたけれども、

も否定はできないのではないかと思うのですよ

これは３６協定については、昭和５６年、町内の

ね。そういう意味では、もう一度そこら辺のき

役場の関連の事業所７事業所とやっている。そし

ちっとしたあるべき姿の考え方といいますかね、

て、当時は臨時職員という名称でしたけれども、

そこら辺をもう一度お願いいたします。

現在の、去年あたりでしたかね、会計年度任用職

○横田委員長 総務財政課長。

員という名称が変わってきている。こういう名称

○青山総務財政課長

が変わって、見直しが、そうすると、今はしてい

えられる部分についてお答えいたします。

それでは、私のほうから答

ない、現行、見直し、毎年更新という話でしたけ

１点目の、３６協定の見直しはきちんとされて

れども、きちっとした見直しがされているかどう

いるのかというのは、こちらは先ほど説明したと

か、まず１点。

おり、今は法律が変わっておりますので、これは

それから、二つ目の、時間外の時間数でありま

今後、きちんと毎年度、見直ししていかなければ

すけれども、これ、率直に言えば、法令違反とい

ならないものとなっておりますので、それについ

う話になってしまうと思うのですけれども、そこ

ては、今後、見直ししていきたいと、また、その

ら辺の見解をお願いしたいと思います。

準備も進めていることから、これはそういう体制

それから、管理職の把握ですけれども、これに

に向けて整備していきたいと思っています。

ついても、今まで心疾患だとか、あるいはその他

また、会計年度任用職員については、その事業

の疾病、あるいは亡くなられたという、そういう

所単位で指定するものですから、国は職員、会計

中で、これ、もし公務災害という話であれば、把

年度任用職員問わず、その事業所について、その

握していない中では、受けて立てないというか、

人数、その人数が、今までは３６協定でうたって

そこら辺の、これからやりますは分かるのですけ

いた人数と、ちょっと大幅にずれておりますの

れども、これであれば、やはり役場に勤務してい

で、その内容の人数も見直ししたりして、新たな

る職員の労働環境というのは非常に問題がある、

３６協定を労働組合と協議して締結してまいりた

一部法令も違反している。こういう中で進めてい

いなと思っています。

るというのは非常に大きな問題になるのではない
かと思うのです。

また、２点目の、時間外時間数で法令違反にな
るのではないかという中でありましたけれども、

安全衛生委員会、これについても、５年間の中

１点目の、一月につき１４３時間、町の規則では

で、２８年、２９年、元年については１回、３０

超えているということになりますけれども、これ
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については、町の規則でも、一般の一般職につい

りたいなと考えているところでございます。

ては年間で３６０時間、一月４５時間で、二つ目

４点目については、労働安全衛生委員会の関係

に、他律的業務といいまして、自分の業務はもう

ですけれども、これは議員が御指摘したとおり、

決まっている、自分の中では、これを素早く解決

これについては、今まできちんとされていなかっ

しなければならないような業務については、さら

たというのが現状ですので、速やかにこれも題材

に時間数が延長されまして、月１００時間、ま

を決めて定期的に開催できるような形で、検討と

た、年間７２０時間、またさらに、これの特例業

いうか、すぐにでもやりたいと思っておりますの

務としまして、例えばこれは大規模災害の対応や

で、この点について御理解いただきたいと思いま

重要な法令の立案、公務の運営上に真にやむを得

す。

ないと認められるものについては、それを超えて
行うことができるということになります。

以上です。
○横田委員長 よろしいですか。

この１４３時間については、前年度、特別定額

副町長。

給付金の給付事業がありまして、５月中に、早く

○宮田副町長

るる、今、総務財政課長のほうか

申請者に対して現金というか給付金を支給したい

ら、実態としての報告といいましょうか、申し述

ということで、この時間、月のみだけ、その人数

べさせていただきましたけれども、私はトータル

が重なってしまったということになります。

というような、今後の考え方として、まず、いず

また、年間のほうについては、２時間超えてお

れにしても、公務災害につながるような長時間の

りますけれども、これについては速やかに是正し

勤務といいましょうか、時間外というのについて

たいと思いますので、これはその質問を受けてか

は、それについては否定できないなと。実態とし

ら、所属の担当課長と協議して、これは改める方

て、探したら、やはりそれだけのちょっと過酷な

向で、今現在、見直しというか、もう既にその見

労働時間をしているところというのを、現実問

直しを進めていきたいと考えております。

題、目の当たりにいたしまして、今後、それにつ

３点目の、管理職の公務災害となった場合、こ

いては改めていかなければ駄目だなと。

れまでは確認していないということですけれど

その点を踏まえまして、今後の方向というよう

も、今現在、管理職については、時間外という

なことでございますけれども、まず一つは、労働

か、そういう把握は、今までの法律であれば、し

安全衛生委員会というのは、必ずつくらなければ

なくてもいいと言ったら変ですけれども、望まし

駄目だというようなことがございます。そこの部

いというような内容の整備だったものですから、

分で、実態把握にまず努めていくというような

今後、平成３１年４月の法改正に基づいて、次は

形、職員の意見を、できるだけその職場の意見と

管理職も含めた全ての職員について、実際の労働

いいましょうか、問題点だとか、そういうものを

時間数を把握しなければならないことになりまし

お聞きして、改善をしていくというような、それ

たので、今の状況では、タイムカードの記録や出

を定期的に、年何回というのは、ちょっと今現在

勤簿の整理だけでは簡単に、容易にちょっと把握

のところ、なかなかお知らせできませんが、数

しづらいものですから、これを簡単に、容易に確

回、開いていくような形の中で進めていきたいな

認もしくは管理できるようなことを検討してまい

と思っています。その中で、今の時間の部分だと

りたいなと思っております。これについても、今

か、例えば職員数の配置の問題だとか、どのくら

は、例えばパソコンとか、いろいろな方法があり

い負担になっているのかとか、そういうのをトー

ますけれども、職員一人一人に、例えばカードを

タルして改めてまいりたいなと思ってございま

持たせて、ＩＣカードを持たせたりして行う管理

す。

システムや、そういうものの提案も受けておりま

まず第１点に、労働安全衛生委員会のほうにつ

すので、これで実際の出退管理というのですか、

いては、まず職場環境の部分について改善をして

これにできるのかどうかというのを検討してまい

いかないと駄目だというような部分もあります
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し、それに伴って、職員の健康管理もしていかな

をして、１か月後に締めて、時間外手当の申請を

ければ駄目だと。そのためには、当然、時間外、

するというような、そういう形なのか、その辺の

労働時間については重要な問題になってきますの

ところ、どうなのでしょうか。会社によっては、

で、そこを通じて、前に前に進んでいきたいとい

時間外をするということで、許可をもらって、そ

うのかな、職員を守っていきたいと考えておりま

れで時間外をするとかという厳密なところもあっ

すので、その点、御理解いただきたいなと。

たり、課長が先に帰らないとか帰るとか、何かい

一つ、また今、私もこういう問題を受けて考え

ろいろあったりするのですけれども、今現在、時

たと言ったら、もうちょっと遅いのではないかと

間外をするとかというのは、何か特別な手続とい

いう話になりますけれども、先ほどの働き方改革

うか、そういうものなく、やった分だけ時間外手

の中で問われた問題は、民間企業のブラック企業

当を払うという、ただそれだけのものになってい

というようなものが背景にあって、働き方改革が

るということなのですか。そこのところ、実態を

改善になってきた。そのときに、そのあたりをぴ

ちょっと教えてください。

んときて、私どもも対策をとればよかったのです

○横田委員長 総務財政課長。

が、言われて初めて実態を把握してというような

○青山総務財政課長

部分、十分反省をしているところでございます。

つきましては、まず、どういうような業務につい

それに伴って、今後の話の部分として、具体的

て時間外手当ができるというような形の、まずそ

な話としまして、まず一つは、３６協定に関して

の業務が定められているものと、また別にそれを

は、現業職はもちろん締結していきながら見直し

対応しなければならない業務、新たな業務という

をしていかなければ駄目なのが一つです。あと、

ものもありますし、また、時期的に決まってい

公務員の一般職と会計年度任用職員についても、

る、例えば賦課の時期とか、確定申告の時期、も

その労働の環境を改善するために、できれば、

しくは、財政でいうと決算の時期というような時

ちょっと組合との協議になりますけれども、包括

期というようなときに決まっているものですか

的な協定の仕方もできるのではないかというよう

ら、それを計画的に、例えば１週間単位で、この

な形のもので、ちょっと検討をしてございます。

週で、この日からこの日まで、何時から何時まで

その上で、法的のやってくると、職員も安心して

というような計画書というのですか、時間外計画

働ける、安心してこういう問題を提言できるとい

書をまず所属の担当課長のほうに出して、その内

うような形の、そういうような言いやすい空気と

容について審査して、審査というか、定型的に行

いいましょうか、そういう申し述べることができ

われるものもありますから、その内容と時間につ

るような雰囲気をこれからも努めていきたいなと

いて許可し、それが総務財政課のほうに回ってき

思ってございますので、そのように改善をしてい

て、それを承認するというような一連の流れの手

きたいということで、御理解をお願いしたいと思

続で行われております。ですので、それの集約結

います。

果については、最終的には総務財政課に集まりま

私のほうから以上でございます。
○横田委員長

すけれども、年間、その職員が何時間やったかと

あとございますか。（発言する者

あり）

いうものについては、その職員に、例えば給料と
いう形で出てくる、その明細書の中に時間数とか

若山委員。
○若山委員

職員の時間外手当の申請に

も明記されておりますので、そのような形で、職

見直しをされるということで、よろ

員が行った時間、もしくは職員が行おうとする時

しくお願いしたいなと思いますけれども、現在の

間については、あらかじめ確認と承認が行われる

職員の時間外対応の仕事の仕方について、例えば

というような形になります。

今日、１時間、時間外しますとかという、課長に

以上です。

報告するとか、どういう形で時間外するような形

○横田委員長

になっているのかなと。ただ好きなように時間外

○若山委員
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若山委員。
すみません、ちょっと詳し過ぎてよ

く分からなかったので、要は時間外をするときに

から、非接触測定カメラ、これが１５番で５６１

は、時間外をしますよと、１週間分も、この日、

万円と出ているので、だから①の分が出てきたの

こういう仕事があるので、時間外しますよという

だけれども、数字が合わないということの説明を

ことで申請して、それに基づいてやっているとい

お願いしたい。

うようなことでよろしいのかどうか、お願いしま

それと、物品納入業者だということで、課長の

す。

説明では、いろいろ聞いたけれども、入れられる

○横田委員長 総務財政課長。

業者がここしかなくて、ここに頼んだという、た

○青山総務財政課長

しか答弁だったと思うのですけれども、選考業者

○横田委員長

そのとおりでございます。

あとありませんか。

のところは１社しかない。でも、これは後になっ

平松委員。
○平松委員

ていますけれども、ほかは３社ぐらいに声をかけ

委員長にお尋ねしますけれども、月

た中で、どうやったのか知らないですけれども、

曜日の聞き取りのときに、大中山小学校にプロパ

入札なのか見積りなのか、そういうやり方をして

ンを納入している件で、今回、答弁することに

いると。この辺が、何か説明をもう少しするよう

なっていたと私は思っていたのですけれども、そ

に伺っていたと私は思っていましたけれども、そ

れは入っていないのですか。教育委員会と、何か

こら辺の説明はないのですかね、今日。

答弁がちょっと違ったので、何かまたその件、答

○横田委員長 総務財政課長。

弁すると言ったような気がしたのですけれども、

○青山総務財政課長

違いましたっけ。委員長、どうでしたっけ。
○横田委員長

こちらの、議員さんがお手元に持っているもの

ちょっと暫時休憩します。

午後

４時２０分

について、説明といいますか、聞かれたときに、

休憩

これにかわる資料の要求として、今、提出しまし

──────────────
午後
○横田委員長

４時２２分

お答えいたします。

た、総務財政課で提出した財産の買い入れ契約、

再開

８０万円以上を出すということになったという経

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

過でございます。これを１件１件ということでは
なくて、財産の買い入れ契約については８０万円

質疑ありますか。

以上で、その他の契約については８０万円以上と

平松委員。

いうことなので、これが１件ずつの契約について

○平松委員

追加資料いただきました。月曜日に

提出したものがこの資料で、この１番について

パーティションのことでお尋ねをした、そのこと

は、等になっていますので、何点かまとめて、こ

だと思うのですけれども、結局、地方創生臨時交

の１４４万４,０００円ですか、をまとめて、何

付金の明細の中に、総務財政課の中で１７項目

点かをまとめたものが、この１番の記載されてい

あって、これのほかにまた追加が出てきたと思う

るということになります。

のですけれども、お尋ねします。前にいただいて

以上です。

いた資料の①がこのパーティション等、２１４万

○横田委員長

９,０００円、これの契約が令和２年の７月６日

○平松委員

契約と。今出てきたスクリーンパネルというの

ことなのでしょう。だから、最初にもらっている

は、これまたパーティションとは違うということ

資料の、交付金の実績表に載っかっているのが

なのですね。金額も違うし。ただ、日付は一緒な

トータルの数字ということですよね。これはその

のですけれども、これはどう見たらいいのです

うち１４４万円が、ほかというものが入っている

か。ちょっとこの説明をお願いしたいなと思いま

という説明ということでいいのですか。

す。結局、⑩の部分、９６万５,０００円と書い

○横田委員長 総務財政課長。

ていますよね。これが２番目のところの透明パー

○青山総務財政課長

ティションのことだと思うのですけれども、それ

ます。この２１４万９,０００円の中には、細か
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平松委員。
何点かまとめて、業者は同じという

はい、そのとおりでござい

く７点程度含まれておりまして、これはそれぞれ

○横田委員長

１０万円に達しないものとして、そういう金額が

ます。

休憩以前に引き続き、再開いたし

含まれておりますので、そちらのほうに固めて記

あとありますか。

載しているということになります。なので、業者

田村委員。

についても、これは１社ではなくて、複数業者と

○田村委員

いうことになります。

ちょっと分からなくなったのですけれども、この

○横田委員長

財産の関係で、ちょっと確認したいのですけれど

○平松委員

平松委員。

今のやりとり聞いていて、私、

前回、月曜日に説明受けたときに

も、置き型透明スクリーンパネルとありますけれ

は、２１４万９,０００円が七飯ガスさんだとい

ども、１４４万４,３００円、このスクリーンパ

う説明ではなかったということですか。中川ガス

ネル、何枚か分かりませんけれども、このスク

さんのほかにも２１４万９,０００円の差額分を

リーンパネルだけで１４４万円の金額がかかった

入れた８０万円以下の業者さんがいるという説明

という、そういう解釈でいいですね。

を今したということですか。確認です。

それと、もう１点は、このスクリーンパネルは

○横田委員長 総務財政課長。

どこに設置したか、ちょっと参考までに教えてい

○青山総務財政課長

ただきたいのですけれども。

そのとおりでございます。

２１４万９,０００円の中に８業者ありまして、

○横田委員長 総務財政課長。

これで今回、すみません、８というか複数ありま

○青山総務財政課長

して、今回、２１４万９,０００円の内訳の中か

ルの購入枚数は、起立時使用タイプで５２個、着

ら、８０万円以上に該当する購入契約として、こ

席時使用タイプで２６の、合計７８枚で、各庁

の一つが抽出されて、ここに記載されたというこ

舎、１階、２階のカウンターなどに、もしくは会

とになります。

議用のテーブルなどに置かれているものと思いま

以上です。
○横田委員長
○平松委員

この置き型スクリーンパネ

す。
平松委員。

以上です。

社名からいくと、なかなか物品の納

○横田委員長 総務財政課長。

入業者であることには間違いないのでしょうけれ

○青山総務財政課長

具体的な場所でいきます

ども、ガスに関わらないものを入れるということ

と、総務財政課の執務室、税務課、確定申告関

に対して、この間も、例えばサッシ屋さんとか大

係、住民課、大沼出張所、大中山出張所、環境生

工さんとか、そういうところから見積りをとるべ

活課、福祉課、健康センター、アップル温泉、子

きでないかという質問をしましたら、とにかく、

育て健康支援センター、保健センター、あと、商

聞いたら、ここしか入れれないのだという、簡単

工観光課、農林水産課のカウンターなど、そうい

に言えばそういう御答弁だったと思うのですよ

うところで、大きいものについては５２か所、小

ね。そういうふうになってくると、普通のものを

さいものについては税務課の、もしくは確定申告

入れるときというのは、こういうものを入れても

関係で使うもの、出張所の座るところ、福祉課、

らいたいという条件を出して、それで相手からそ

子育て健康支援課なども含めて、トータルで２６

れに対する見積りだとか何とかをもらった上で、

枚ということになります。

判断をするはずですよね。だから、それが出せま

以上です。

せんかという話も、たしか私、したと思うのです

○横田委員長

けれども、それ、残ってないですか。

○田村委員

○横田委員長

でしょうけれども、要するに合計１３０枚でなく

暫時休憩。

午後

４時２９分

休憩

──────────────
午後

４時３５分

再開

田村委員。
私、聞きたかったのは、大小あるの

て、７８枚と２６枚。
○横田委員長 ５２と７８。
○田村委員
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５２と７８。（発言する者あり）

合計で７８ということね。なるほど、分かりま
した。同じ、大小あるかも分からないけれども、

○横田委員長

分かりました。ありがとうござい

ます。

同じスクリーンパネルだということなのですね。

あとございませんね。

そういうことですね。分かりました。

若山委員。

○横田委員長
○田村委員

よろしいですか。

○若山委員

いいです。

今、追加資料で出てきたのが、置き型透明スク

○横田委員長 あとありますか。

リーンパネルで１４４万円なのですけれども、政

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

すみません、ちょっと確認です。

策推進課が作った総務財政課のパーティション等

そうしたら、私のほうからちょっ

２１４万９,０００円、窓口パーティション８３

と。この財産の買い入れ契約のところで、ちょっ

枚ということで、契約、７月６日、納品、７月２

と分からないので教えてほしいのですけれども、

８日になっていて、この１４４万円のほかにも、

３社ともあるのですけれども、納期というのは、

パーティションを購入しているところがあるとい

契約したときの納期のことをいうのか、それか

うことですか。ここ以外で購入できないとか何か

ら、契約は契約日、検収はものを納めた日をもっ

言っていたような気がするのですけれども、その

て検収というふうなのか、支払い命令はあくまで

辺の、この資料との数字の差額はどうなるのです

もお金を払った日という考え方でいいのですか。

かね。

総務財政課長。
○青山総務財政課長

○横田委員長 総務財政課長。
こちら、納期については、

まず契約書に記載された納期でございます。

○青山総務財政課長

この窓口パーティション８

３枚、こちらの検収のほうでは７８枚で、残り５

次に、下に検収年月日が入っていますけれど

枚については、議場についているそのパーティ

も、こちらは実際に納品されて、検収確認をした

ションになります。あと、窓口仕切りパネル１０

確認日ということになりますので、実際に入った

枚、これはほかの業者、すみません、間仕切り

のは７月２７日というか、検収年月日をされた日

パーティション、これは大型のパーティション

以前か、その日ぐらいだと思います。

で、別に納入されたものになります。

以上です。
○横田委員長

以上です。
ということは、もう１回、そうし

○横田委員長

若山委員。

たら、当然、納期の前に皆さん納めているから、

○若山委員

こういう納めた日ということで書いていて、中に

ろがあったということですか。大きさによって

は納品して検収した日にすぐ支払い命令を起こし

売っているところが違うとか、何かここにあると

ているということでいいのですよね。

おり、随契で、ここしかないという、そういうよ

総務財政課長。
○青山総務財政課長

そうすると、何か所か購入するとこ

うなことでこの説明をされていたのだけれども、
ちょっとこちらで今確認し

ほかからも購入するのがあるということであれ

ましたら、ナンバー２の透明パーティションの日

ば、当初の説明と食い違わないのかなという、説

付が全部何か納期も、いいのです、ごめんなさ

明がちょっと違うのではないかなという気がする

い、すみませんでした。納期については、契約書

のですけれども、どうでしょうか。ほかからも同

に書かれた納期の年月日で、検収年月日について

じ日に買っているというか、契約しているという

は、実際にものが入って、検収確認をした日にな

ようなのがあるのですけれども。

ります。その後に支出命令が行われますので、例

○横田委員長 総務財政課長。

えば２番目については、検収されてすぐに支出命

○青山総務財政課長

令を行った、もしくは３番目についても支出命令

０円としてまとめさせていただいたのですけれど

を行ったというような日付の扱いになります。

も、この中には、５品目程度含まれて、これはこ

以上です。

こちら、２１４万９,００

の用紙の関係上、まとめて記載されたということ
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になって、その下の、例えば間仕切りパネルとい

ます。

うものについては、大型の防炎のパネルで、普通
の既製品と言ったら変ですけれども、よく移動型

この会議、延長させていただきたいと思いま
す。よろしいですか。

のこういう仕切りのＦＫＥパネルみたいなものの

（「はい」と呼ぶ者あり）

購入になっております。ですので、この記載の仕

○横田委員長

方では、まとめてこちらのほうに記載させていた

て終了しました。

だいているものですから、内容についてはまた別
なものとなっております。

これより、町長への総括質疑を行うかどうかを
決めたいと思います。

以上です。
○横田委員長
○若山委員

以上で、各課の聞き取り調査は全

皆さんの御協力により、事前に総括質疑の一覧
若山委員。

が作成できております。この一覧を拝見します

何度もすみません。この窓口パー

ティション８３枚となって、さっき７８枚とか

と、総括質疑は行うということでよろしいでしょ
うか。

と、５枚の差があって、だからそれは別なところ

（「はい」と呼ぶ者あり）

から買っていて、売っているところが複数あると

○横田委員長

いうことにならないのかなということですけれど

か。

何か御意見ありませんでしょう

も、確かに何々等と言っているので、別なものも

では、行うということで進めたいと思います。

一緒にこの金額に入っているのかもしれないの

それでは、町長への総括質疑事項について、確

で、ちょっとこれだけでは何とも言えないのです

認していきたいと思います。

けれども、購入する場所が複数存在したのではな
いかなというのがこれでうかがえるのですけれど

皆さんのところに出ていると思いますけれど
も、全部で結構出てきています。

も、それは間違いなく急いで買うにはその１社し

まず、峠下２号線について、温浴施設の建設を

か手配できなかったのだということで、そういう

前提に改良工事が進められた峠下２号線である

説明で間違いないわけですか。

が、温浴施設の着工が大幅に遅れている。時期を

○横田委員長 総務財政課長。

誤ったのではないか。

○青山総務財政課長

置き型スクリーンパネルに

次に、ふるさと納税について、返礼品等のヒア

ついては７８枚、残りの５枚につきましては、

リングを行ったが、今年度は３倍に増額するとは

今、先ほど言いましたように、それについている

思えない。

５枚で、これについては同じ業者から購入してお

３番目、道の駅の借地契約について、土地の購

ります、このパーティション。（発言する者あ

入を交渉しているということで、交渉記録の提出

り）

を求めたが、応じてもらえなかった。これでは本

○横田委員長

よろしいですか。

当に交渉しているかどうかを確認できない。

あとありませんか。

４番、道の駅の指定管理者及び隣接のレストラ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

ンの決算内容等について、指定管理者に対して売

以上をもって質疑を終わります。

り上げ等の内容についてのヒアリングが弱いので

以上で、総務財政課に対する審査を終了しま

はないか。委託内容にないので、細かい売り上げ

す。

の内容や経費の内訳について確認できないとのこ

副町長、総務財政課長、御苦労さまでした。

とであった。隣接のレストランについては、決算

暫時休憩いたします。

内容を把握しようともしていない。これで道の駅

午後

４時４６分

休憩

地区の連携した運営が可能なのか。

──────────────
午後
○横田委員長

４時４７分

次、裏のページにいきます。

再開

５番目、大中山小学校の暖房について、方式の

休憩以前に引き続き、再開いたし

決定過程に疑義があり、当初の見込み金額と差が
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大きいことへの対応がなされていない。プロパン

くかということですが、まず最初の峠下２号線に

購入に関して、随時契約を見直していない。

ついて、温浴施設の建設を前提に改良工事が進め

６番目、道の駅借地について、オープン当時か

られた峠下２号線であるが、温浴施設の着工が大

ら町長は借地契約をできるだけ早く解消したい旨

幅に遅れている。時期を誤ったのでないか。これ

を述べているが、対応過程を開示していない。

についていかがですか。いいですか。

７番目、コロナ対策の備品購入について、納品

（「はい」と呼ぶ者あり）

方式を決めた理由が、納入の可否を上げ、随意契

○澤出委員

ただ、１点、ちょっと気になるの

約とした。発注情報が事前に出ていることは問題

が、課長のほうでも説明あったとおり、あくまで

だ。

も理事者側は、改良工事が進められたのは温浴施

次のページ。

設が前提ではないということを述べているので、

８番目、用地購入について、必要だと購入した

ここを追っていくのは、本当に繰り言になってし

土地がいつまでも未整備なのは問題だ。

まうのではないかなと思っていますけれども、た

９番目、非常に残念であるが、職員の心疾患等

だ、着工が遅れたということに関しての、時期を

の傷病や、（発言する者あり）疾病、すみませ

誤ったというのは追えるのですけれども、この一

ん。や、死亡が続いているが、職員の勤務状態や

文の中で、前提に改良工事というのは、もう否定

健康管理について、どのように把握し、指導して

しているので、この辺のところ、どうなのでしょ

いるのか。

うかということ。

１０番目、実質単年度収支が５年以上赤字が続

○横田委員長

ただいま澤出委員から、前提とい

いているが、これは基金のカット（取り崩し）が

うのは違うのではないかというふうに出ているの

原因なのは明らかである。身の丈に合った財政運

ですが、いかがですか。

営というものをどう理解しているのか。

若山委員。

１１番目、昨年の決算委員会に指摘したが、平

○若山委員

これは予算審査委員会の中とかで、

成２７年度の道路整備完了について、１６件買収

明確に温浴施設ができるということで進めるとい

し、工事完了は１件、１５件は未完了である。本

うような話があったように記憶しています。だか

年度もこの状況は進んでいない。町民の税金で買

ら、その後の説明が、別に温浴施設関係なく、交

収し、地域の福祉向上に６年も完了していないの

通事故が何件あったとか、そういう話になってき

はなぜか。

ているのですけれども、明らかに峠下２号線のと

最後、庁内の各担当各課によって、同じＬＰガ

きの温浴施設がどうだとかということを前提に説

スの購入方式が異なっている。大中山小学校では

明した上で、この事業をやるのだという説明をさ

ＣＰＭＢ連動価格を採用し、大中山出張所、大中

れていたと思うのですけれども、その後、説明は

山学童保育の複合施設は２か月に一度、消費者協

変わっていますよ。温浴施設関係なく、道路を見

会が出している参考価格をもとに決定する方式を

直すのだというようなことでしたけれども、予算

採用している。庁内ではマニュアル化する考えは

審査のときは、温浴施設を前提に、それを説明し

ないか。また、大中山小学校のＬＰガス購入を随

た上で、その出入りに道路をという話があったの

意契約で行うのは無理である。今後どのようにす

で、間違いではないとは思うのですけれども。

る考えがあるか。

○横田委員長

ただいま若山委員からは、予算委

以上であります。

員会とかのときにそういうふうにお話ししている

ここに付箋が８枚ついていますが、大体似たよ

のだから、よろしいのでないかというのですけれ

うなところがついているので、その辺をまとめて

ども、いかがですか。

もよろしいですね。

そうしたら、そういうふうな書き方のほうが、

（「はい」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

予算委員会等でも、当初は、どこに当初を入れる

では、どういうふうにまとめてい

のですか。一番最初に。
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今、暫時休憩中。
暫時休憩いたします。
午後

４時５７分

休憩

──────────────
午後
○横田委員長

５時５３分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。
町長総括につきましては、先ほど言ったよう
に、４番以外は、皆さんと協議した結果、それで
意見が合いましたので、４番については、委員
長、副委員長、事務局で対処させていただきたい
と思います。
お諮りいたします。
本日予定していた審査は全て……。（「委員
長、よろしいですか」と呼ぶ者あり）
田村委員。
○田村委員

今回、資料要求、商工観光課の所管

分、要求して、上がってきたのですけれども、新
しい生活様式対応補助金一覧表、上がってきたの
ですけれども、これについて、事業所名が黒く塗
られているということで、事業所名もはっきりし
たものを私は要求したいのですが、よろしくお願
いします。
○横田委員長

ただいま田村委員から、商工観光

課からいただいた書類に事業所名が入っていない
ということで、事業所名の入ったものに差し替え
ていただくということでよろしいですか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

よろしいということで、ではそ

れ、あした提出するようにお話しします。
本日、これをもって終了したいと存じますが、
これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長 御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。
次回の委員会は、１７日、金曜日の１０時か
ら、町長への総括質疑を行います。
御苦労さまでした。
午後

５時５６分 散会
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