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令和３年度予算審査特別委員会（第６回） 

 
令和３年３月１１日（木曜日）午後 １時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第２号 令和３年度七飯町一般会計予算 

 議案第３号 令和３年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第４号 令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第５号 令和３年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第６号 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計予算 

 議案第７号 令和３年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第８号 令和３年度七飯町下水道事業会計予算 

 １．各課の聴取について 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１５名） 

   委 員 長   川 村 主 税      副委員長   稲 垣 明 美 

   委  員   横 田 有 一      委  員   神 﨑 和 枝 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   池 田 誠 悦 

   委  員   田 村 敏 郎      委  員   畑 中 静 一 

   委  員   長谷川 生 人      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   坂 本   繁      委  員   澤 出 明 宏 

   委  員   中 島 勝 也      委  員   若 山 雅 行 

   委  員   青 山 金 助 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（２名） 

   委  員   中 川 友 規      委  員   川 上 弘 一 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（７名） 

   経 済 部 長           青 山 芳 弘   教育次長兼学校教育課長           扇 田   誠 

   経済部都市住宅課長           川 島 篤 実   経済部上下水道課長           笠 原 泰 之 

   生 涯 教 育 課 長           竹 内 圭 介   スポーツ振興課長           川 崎   元 

   学校給食センター長           柴 田   憲 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  関 口 順 子       書       記  妹 尾 洋 兵 
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午後 １時００分 開議 

○川村委員長 定時になりましたので、ただいま

より、令和３年度予算審査特別委員会第６回目の

委員会を開催いたします。 

 川上弘一委員と中川友規委員より、欠席の届出

がありましたので御報告いたします。 

 初めに、学校教育課の審査から始まる予定です

が、昨日の都市住宅課及び上下水道課より、田村

委員と畑中委員の追加での説明の申出がございま

したので、説明のほうお願いいたします。 

 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、昨日の委員会の

中で、２点ほど質問に対して御説明できなかった

部分について改めて御説明いたします。 

 まず最初に、共通様式１０の関係で、社会資本

整備交付金の部分の金額が違う違わないの部分に

ついてですけれども、これについては、本来であ

れば項目ごとに分けて金額記載すべきところでし

たが、全体表示というのですか、全体金額を記載

したことで、修正願いたいと思います。 

 それで、改めてお配りした共通様式９と１０に

ついてなのですけれども、改めて説明いたしま

す。 

 当初記載していた８,９７５万６,０００円につ

いてですが、この部分については、長寿命化建設

分と住宅家賃についての低廉化の部分の事業の部

分を合算して記載したことで、今回改めて、ナン

バー９については、家賃の低廉化分として、事業

費に対して４５％、１,４４０万円を計上させて

いただきたいと思います。 

 ナンバー１０については、長寿命化の分とし

て、冬トピア９１の１棟に対しての建設事業費分

の４５％、７,５３５万６,０００円を修正させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、総合公園の実際の事業としての完

了、また、１００メートルのトラックについてで

すけれども、これについては、お配りしましたＡ

３サイズのあかまつ公園の資料になりますけれど

も、場所が国道から旧国道上がって、農産セン

ターに上がっていく手前の部分、本当の境界側に

１２０メーターほどの陸上走路として、平成２３

年度工事で事業を進めて完了しております。構造

としては、実際には草というか、種子散布で事業

を終えております。直線は１２０メートルで、高

低差なしで１２０メートルを確保している形で設

計完了を終えております。公園自体の供用開始

は、平成２４年度で全体の供用開始をしておりま

す。 

 以上であります。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 平松委員。 

○平松委員 １００メートルの走路の図面を見ま

すと、クレイ系といって、要は上に舗装する図面

になっていますけれども、それはやっていないと

いうことなのでしょうか。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 平松委員のクレイ系の部分

については、この部分の路面排水溝ということ

で、クレイ系舗装という部分については、その下

の園路についてこのような施工をして、実際には

上の色で囲ってある陸上走路の構造で１２０メー

トルの陸上走路を整備しております。 

 以上です。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 今、草ぼうぼうということ、これ。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 毎年これについては委託し

て、公園全体を草刈り委託をかけておりますの

で、今年度については、改めて現場を見ながら、

区別できるものであれば、その辺を修正して委託

をかけていきたいと思っております。 

 以上であります。 

○川村委員長 ほかに質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 なければ、都市住宅課の質疑を終

わります。 

 続きまして、上下水道課長、お願いいたしま

す。 

○笠原上下水道課長 それでは、昨日の委員会の

御質問についてお答えできなかった点について回

答させていただきます。 

 当町の水道管路全体に対する老朽管の割合につ

いてということでございましたが、法定耐用年
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数、これは地方公営企業法施行規則に定められた

減価償却期間の４０年以上を超えたものの割合で

算出しているもので、現在把握しているものであ

り、今後、調査の結果で変わる可能性もございま

すが、地区別で、七飯地区で１７.８％、藤城地

区で１４.３％、大沼地区で１７.５％、町全体で

１６.９％の老朽管の耐用年数を過ぎているもの

の割合となってございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 畑中委員、よろしいですか。皆さんもよろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 経済部長、都市住宅課長、上下水道課長、御苦

労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時０７分 休憩 

───────────── 

午後 １時０９分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 学校教育課の審査を行います。 

 審査が始まる前に、差し替えが３枚ほど来てい

ますので、こちらのほうの対応をお願いいたしま

す。 

 それでは、教育次長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほうをお

願いいたします。 

 教育次長。 

○扇田教育次長 ただいま委員長からありました

とおり、３枚ほど訂正をお願いしたいと思いま

す。大変御迷惑かけまして申し訳ございませんけ

れども、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、令和３年度の学校教育課予算を説明

いたします。 

 共通様式ナンバー１の事業予算名、教育委員会

費は、本年度予算額２００万６,０００円、増減

は９万９,０００円の減で、主な増減の理由は記

載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業予算名、事務局

費、学校庶務は、本年度予算額４６７万円で、増

減は５８万３,０００円の増です。歳入の特定財

源は記載のとおりとなっておりまして、主な増減

の理由は、需用費の事務用消耗品で３５万円の

減、また、負担金、補助及び交付金で、渡島教育

研究所負担金が前年度より１１１万５,０００円

の増によるものでございます。 

 続きまして、次のページになります。ナンバー

３、事業予算名、事務局費（学校教育）は、本年

度予算額３,４５３万４,０００円、増減は２,９

０７万２,０００円の増で、増減の主な理由は、

前年度、総務財政課で所管しておりました会計年

度任用職員、学校特別支援員の報酬や共済費など

の人件費が学校教育課所管となったため、増額と

なってございます。 

 続きまして、次のページ、ナンバー４、事業予

算名、対外競技参加費は、本年度予算額はゼロ

で、増減は、５００万円の減、皆減となってござ

います。皆減の理由につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により対外競技が実施され

るかどうか不明なため、実施された場合には補正

予算での対応とするものでございます。 

 続きまして、ナンバー５、事業予算名、事務局

費（教育助成）は、本年度予算額１２３万７,０

００円、増減は３０万１,０００円の減で、減額

の主な理由は、峠下地区生徒通学定期券購入が、

生徒数の減によりまして減額となるものでござい

ます。 

 続きまして、ナンバー６、事業予算名、スクー

ルバス運行費は、本年度予算額３,８５４万２,０

００円、増減は１,０００円の減となってござい

ます。主な増減の理由は記載のとおりでございま

す。 

 続きまして、次のページのナンバー７、事業予

算名、学校教育公用車管理費については、本年度

予算額３８万９,０００円、増減は１１万４,００

０円の減で、減額の主な理由は、学校教育課で管

理している公用車のうち小型乗用車１台が前年度

車検でしたが、本年度は車検なしにより減額と

なったものでございます。 

 続きまして、ナンバー８、事業予算名、教員住

宅管理費は、本年度予算額６５６万４,０００

円、増減は１,５４３万５,０００円の減で、歳入
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の特定財源については記載のとおりです。減額の

主な理由については、教育住宅借上料が借り上げ

戸数の減により４４４万２,０００円の減、ま

た、工事請負費では、峠下小学校校長住宅改修工

事が、工事完了により１３０万円の減、教員住宅

の解体工事で９５７万９,０００円の減によるも

のでございます。 

 続きまして、ナンバー９、事業予算名、ＰＣＢ

廃棄物処分事業費は、新規事業で、本年度予算額

１,８５０万円の皆増となってございます。皆増

の理由につきましては、ＰＣＢ廃棄物処理委託

料、学校及び教育施設から撤去済みであるＰＣＢ

の安定器等については、文化センターで現在保管

しておりますが、令和４年３月３１日をもって室

蘭の処分場が受入れ終了するということによりま

して、令和３年度中に処分を行わなければならな

くなったため、一括して計上したものでございま

す。 

 続きまして、次のページのナンバー１０、事業

予算名、学校管理費（小学校）は、本年度予算額

６,７０６万４,０００円、増減は２３８万１,０

００円の減で、歳入の特定財源は記載のとおりで

す。増減の主な理由については、需用費で２６９

万６,０００円の減、使用料及び賃借料で４０８

万７,０００円の増、備品購入費で２８５万２,０

００円の減となってございます。 

 続きまして、ナンバー１１、事業予算名、児童

保健衛生費は、本年度予算額５５８万８,０００

円、増減は１２万円の減額で、減額の主な理由に

つきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、次のページのナンバー１２、事業

予算名、校舎等営繕費（小学校）は、本年度予算

額３,５０３万１,０００円、増減は９,２１６万

４,０００円の減で、減額の主な理由について

は、学校用務員１名分の人数の減が２４４万２,

０００円、工事請負費では、旧軍川小と旧大沼小

の体育館解体工事が完了となりましたことにより

まして８,８６０万円が減となったことによるも

のでございます。 

 続きまして、ナンバー１３、事業予算名、教育

振興費（小学校）は、本年度予算額１,７６９万

６,０００円、増減は１,２５７万９,０００円の

減額で、歳入の特定財源は記載のとおりで、減額

の主な理由は、備品購入費の教材備品が、昨年度

に小学校で新学習指導要領が実施されましたこと

で、教師用の新たな教科書が必要でしたが、本年

度はこれが不要となったため１,０１８万６,００

０円の減となってございます。 

 続きまして、次のページのナンバー１４、事業

予算名、学校管理費（中学校）は、本年度予算額

４,０７５万７,０００円、増減は３２４万５,０

００円の減。歳入の特定財源は記載のとおりで、

減額の主な理由については、需用費の燃料費（重

油）が単価減により１４５万１,０００円の減、

備品購入費では１６２万７,０００円の減となっ

ております。 

 続いて、ナンバー１５、事業予算名、生徒保健

衛生費は、本年度予算額２３４万１,０００円、

増減は１万９,０００円の減で、主な増減の理由

は記載のとおりでございます。 

 続きまして、次のページのナンバー１６、事業

予算名、校舎等営繕費（中学校）は、本年度予算

額２,７６５万７,０００円、増減は３９２万６,

０００円の減となっております。減額の主な理由

については、学校用務員１名分の人数の減が２４

４万２,０００円の減、七飯中学校支障木撤去完

了により７９万円の減、ワックス塗布委託料が９

３万４,０００円の減となってございます。 

 続いて、ナンバー１７、事業予算名、教育振興

費（中学校）は、本年度予算額２,２３５万４,０

００円、増減は１４７万２,０００円の減額で、

歳入の特定財源は記載のとおりでございます。主

な増額の理由につきましては、備品購入費で、教

材備品が、中学校で新学習要領が実施されること

によりまして、教師用の新たな教科書が必要なた

め５５４万２,０００円の増、それ以外の備品購

入費は、必要備品の精査によりまして減額となっ

てございます。 

 以上で、学校教育課の共通様式の説明は終わり

ます。 

 続きまして、追加資料の説明をいたします。 

 別にＡ４版で、６ページにまたがる資料が出て

おりますので、そちらを御覧願いたいと思いま

す。 



－ 5 － 

 学校教育課分につきましては、４ページの資料

２を御覧いただきたいと思います。 

 これは、学習支援員、特別支援員の令和３年度

の配置予定となってございます。学習支援員が１

１名で、それぞれ記載のとおりの設置予定でござ

います。特別支援員の教育支援員は１０名を配置

予定してございます。これは、支援が必要な児童

生徒による変動する場合もございますが、現在

は、表のとおりの員数の配置を考えてございま

す。 

 続いて、資料３、大中山小学校の電気、体育館

の暖房の令和３年度の積算根拠でございますけれ

ども、これは令和元年度及び令和２年度は、国の

緊急事態宣言による休校期間がございまして、過

去３年間の実績の最高額であった平成３０年度の

実績額を用いて積算をしてございます。３０年度

の実績は４９９万４,６４８円でしたので、令和

３年度の計上額は５００万円で計上してございま

す。 

 最後のページです。６ページ目、資料５を御覧

願います。これは、教職員の住宅の状況でござい

ます。現在の状況でございまして、左の連番１か

ら８までについては、町で建設した教員住宅を記

載してございます。９番と１０番については、民

間アパートを借り上げて使用しているという状況

でございます。それぞれの棟番号が同じ、上から

二つ目２、２となっていますけれども、これは同

じ棟の建物で、孫番１、２というのは１棟２戸と

いうことで理解していただければといいと思いま

す。それが、上軍川、東大沼、峠下、藤城と大中

山中の校長ということで見ていただきたいと思い

ます。あとは、七重小学校と大中山小学校は民間

のアパート住宅を今借りているという状況でござ

います。 

 学校教育課の説明は、以上で終わらせていただ

きます。 

〇川村委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 平松委員。 

〇平松委員 追加資料を要求しまして、資料３、

私がこの資料の要求をしたのですけれども、私

は、設計根拠の資料を要求したのです。実績はも

う分かっていますので。一般質問で、小学校の体

育館の電気代の一番最初の数字というのは１４６

万円というのがあったのです。それが、あのとき

の説明では、一般開放で思った以上に時間、それ

から設定温度、そういうものが変わったので３倍

以上高くなったのだという説明だったのですけれ

ども、今回出てきた資料というのは、結局実績を

ただ認めているだけの話ですから、設計となぜ違

うのかというのを知りたかったのですけれども、

それは出ないのでしょうか。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 設計時の積算根拠につきまして

は、資料の提出の項目に斜線が振っていまして、

積算根拠は要らないということで、今回、私のほ

うでは資料では出してございません。ただ、積算

時のものが必要だというのであれば、今現在、資

料は用意していませんけれども、どうしましょう

か。 

〇川村委員長 平松委員。 

〇平松委員 委員長、副委員長、事務局に追加資

料のことはお任せしたので、そこで線が引かれて

いたということで用意しなかったということです

が、今、手元にあるのですか。帰らないと分から

ないのでしょう。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 金額は一般質問でも答弁したと

おり１３８万円ということなのです。それの計算

が必要だということですか、１３８万円に至っ

た、どうでしょうか。 

〇川村委員長 平松委員。 

〇平松委員 ３倍以上も違うということですか

ら、なぜ違うのかという説明が欲しいということ

なのです。３０年間こういう経費でいきますとい

うことで、方式を取り入れて、それでスタート時

点は百何十万円かの電気代の設定でスタートした

けれども、動き出した途端に４００万円だ５００

万円だと、お金がかかっていると。だから、それ

ベースの話ではなくて、最初の設計と四百何十万

円になったものの違いを説明してもらわないと、

それを知りたかったのですけれども、委員長、副

委員長のほうで、それは必要ないという判断だっ

たのですか。線が引いてあるということは。 
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〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 今の比較しなければ質問のしよ

うもないということはよく分かります。それで、

一般質問のときに同じような質問もございまし

て、それで、今の設計業者のほうと、やはり乖離

が大きいということで話をしまして、その原因が

何かというのを今後、設計業者のほうと設置した

業者に一緒に調査を今後していくということで、

今、調整していますので、厳密に原因は何かと言

われると、今現在ではちょっと分かりませんの

で、その調査をした後、報告したいというふうに

思っていますけれども、それでいかがでしょう

か。 

〇川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 １時２７分 休憩 

───────────── 

午後 １時３１分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 資料要求に関しては、事前に委員長、副委員長

に任せるということで、皆さんから了解いただい

ていましたので、そういうことで、今回出ていな

いということになっております。 

 先ほどの教育次長の答弁のほうでは、後日、分

かり次第、皆さんに報告するということで、とり

あえずこの件に関してはよろしいでしょうか。 

 それでは、引き続き質疑のほうに入ります。 

 田村委員。 

〇田村委員 それでは、何点か、よろしくお願い

します。 

 まず、会計年度の職員報酬、増えていますけれ

ども、これは２１名分ということで理解して構わ

ないと思います。学習支援員が１１名、特別支援

教育、これが１０名ということだと思うのです

が、この人方の健康診断、これはどういうふうに

なっているのか。ここの欄を見ますと、教職員の

健康診断は出ていますけれども、この人方の健康

診断、相当な額になるのではないかと思うのです

けれども、どういうふうな処理をしているのかと

いうことと。 

 それから、ナンバー３の使用料及び賃借料、こ

の中で住宅借上料６６万円、これはコロナ関係で

補正対応というけれども、どういう具体的な内容

なのか分かれば教えていただきたい。 

 ただ、こういう借り上げについては、やはり急

を要するから、対応を待って補正するということ

が可能、採用の関係もあるかと思いますけれど

も、そこら辺ちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

 それから、対外競技の負担金ゼロでスタート

と。ただ、これはどういうあれか分かりませんけ

れども、中体連の大会というのは６月が本番です

よね。そういう中で、全く対外競技参加費をゼロ

にする。これ遠征のお金だけではなくて、参加だ

とか登録だとか、様々な形の中でお金がかかって

いくと思うのですけれども、こういう対応で本当

に大丈夫なのかどうか、これお聞きしたいと思い

ます。 

 それから、次のナンバー５、研究指定校補助金

ゼロになっていますけれども、どうして廃止にし

たのか。こういう自主的な研究活動というのは、

言われたことをやるというより、自ら学ぶとい

う、そういう視点の中で、私は大事だと思うので

すけれども、どういうふうに廃止に至ったのか、

それちょっと教えていただきたい。 

 それから、教員住宅、これ出していただきまし

て、分かりました。ナンバー８の中に教育住宅の

解体工事４９０万円、これはこの中のうちのどれ

を壊していくのか、恐らく資料５は、いつ現在で

言っているのか、一番直近だとは思うのですけれ

ども、この部分のどれを壊した、そして結果的に

教員住宅というものをどういうふうにするのか、

そこら辺の考え方をお聞きしたいと。 

 七小、大中山小の校長住宅、アパート借り上げ

でありますけれども、教育委員会が借り上げて、

そして家賃を設定して貸し出しているのか、ここ

ら辺の借り上げが校長本人がやっているのか、そ

こら辺の関係を教えていただきたいと思います。 

 それから、ナンバー１２、工事請負費がゼロに

なりました。８,８６０万円減ですということ

で、体育館の解体ですけれども、これで大体小学

校の解体計画というのですか、まだほかに計画が

あるのかどうか、それを教えていただきたいと思

います。 
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 それから、ナンバー１３、学校図書の購入、今

年５０万円、前回は１００万円で、５０万円減と

いう、これ教育行政方針にも載っていましたけれ

ども、今、研究段階ですが、地域に開放するのだ

というようなことです。小学校それぞれあるので

すが、どういう形になるかちょっと分からないの

ですけれども、地域に開放しようという考え方を

持ちながら、学校図書の予算を半分にする。必要

学校図書精査により減と、こういうことを書くこ

と自体が、地域に開放するという中で、ちょっと

理解できませんので、そこら辺をもう少し説明を

お願いしたい。 

 しかも、国の交付税に算入されていると思うの

です。図書は幾らですということで。交付税です

から、それは買っても買わなくてもいいといえば

それまでの話ですけれども、国も図書問題につい

ては、やはり力を入れたい、読む力を子どもたち

につけさせたいという立場の中で交付税算入して

いるわけですから、やはりこういったような、１

００万円を５０万円に減らして、なおかつ、地域

に開放していきますという、何か一見矛盾したよ

うな対応をしていると思うので、ここら辺につい

ても説明をお願いしたいと思います。 

 それから、ナンバー１４、これについては、備

品購入費１６２万７０００円減額です。学校用備

品購入費はゼロで、８２万５０００円、備品購入

しないためというふうに書いています。そして、

今日のコロナの説明の中では、具体的には言わな

いですけれども、例えば１３番のコロナの感染対

策等の学校教育活動継続支援事業の中に、児童生

徒の学びの保障ということで、家庭学習用教材３

２０万円、こういうことをやりながら、補正でこ

うやって持ってくる。基本的な予算では、備品購

入しないためとうたいながら、こっちのほうで

は、こういうふうに概算事業として、児童生徒の

学びの保障がいろいろ書いています。挙げればそ

れなりに出てくるのですけれども、何かちぐはぐ

なことをやるということは、子どもたちに対して

非常に失礼極まりないというか、やはりきちっと

した、一貫した教育的な考え方でもって進めなけ

れば私はならないのではないかと思うのです。そ

ういう意味では、非常にこの部分については説明

をお願いしたいと思います。 

 それから、ナンバー１７です。これも同じで

す。２２万円、中学校ですけれども、図書購入。

これも前回１００万円あったものが７８万円減額

で、必要学校図書精査により減。これも当然交付

税算入の対象です。 

 そういうことを考えれば、一見、令和３年度の

予算編成の留意事項に沿ったやり方でやっていま

すけれども、予算編成はやっていますけれども、

今度、コロナ対策になるとそういうものが平気で

出てくるという、何か矛盾したような考え方とし

て私は捉えるのですけれども、そこら辺の考え方

を教えていただきたいと思います。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 まず、会計年度任用職員の人件

費の関係です。これについては、委員おっしゃる

とおり２１名分の学習支援員分でございます。 

 健康診断につきましては、教職員の健康診断分

に入ってございません。これについては、健康診

断は行っていないという状況でございます。 

 それと、住宅借上料の関係でございます。これ

については、住宅借上料ゼロということで、これ

については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より補正対応ということでございます。これにつ

いては、記載のとおり補正対応で住宅のほうは

やっていきたいというふうに思ってございます。 

 あと、対外競技につきましては、６月から中体

連大会が始まってまいります。それで、これにつ

きましても、当初ゼロということで、補正対応と

しています。これにつきましては、４月、５月中

に臨時会が開催されるという話を私ども聞いてご

ざいますので、そのときに大会が開催されるとい

うことが決定いたしましたら、そのときに補正の

ほうで対応してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。参加費とかについては、４月、５月の

予定されている臨時会で大丈夫だと考えてござい

ます。 

 ４点目、研究指定校がゼロとなった理由でござ

います。これにつきましては、今まで各学校を指

定して、こちらで研究をやってくれということで

１０万円の予算をつけていただいてございました

が、これについては、学校それぞれ一通り全部終
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わって、ある程度形が見えたということで、来年

度はこれを廃止をしたいということで、学校のほ

うと協議しまして、廃止というふうに決定してご

ざいます。 

 ５点目が、解体工事です。今回取り壊す住宅に

ついては、今すぐ思い浮かばないので調べさせて

ください。申し訳ございません。 

 今後の取扱いと、アパート借り上げは町が払う

のかどうかという質問でしたけれども、今後の教

員住宅につきましては、現在使用しているところ

はそのまま使っていくと。基本的に、人事異動等

で大中山小中、七重小中、この大規模校につきま

しては、基本的に、今、交通事情が大分よくなり

ましたので、自宅から通ってもそれほど時間はか

からないということで、基本的に町営住宅のほう

を利用しないで、自宅からの通勤にしていくとい

う方針でございます。そして現在、アパート、民

間のほうの借り上げについては、一度町が家賃を

不動産業者に支払いをします。築年数で、教員住

宅に入っている校長、教頭についても月額を決め

てお金をもらっているところですけれども、築年

数とかを勘案して、民間アパート借り上げの家賃

に対してもそれ相当の金額を支払いをしてもらっ

ているというところでございます。 

 次は、６点目、ナンバー１２の小学校解体の関

係です。これにつきましては、これで体育館２棟

を壊したことによりまして、耐震率も１００％に

なりましたので、これで一応全部解体は終了とい

うことでございます。 

 ナンバー１３の図書購入費ゼロ、地域開放をう

たっているのは、ちょっと矛盾しているのではな

いかということでございます。これにつきまして

は、地域開放を研究していくということで、地域

の異年齢の児童の交流だとか、生涯教育の大人の

交流の場を目指してやっていますので、蔵書の減

については、特に今のところは十分といいます

か、足りているのではないかというふうに教育委

員会は押さえてございますので、これについて

は、そういう理由で今年度は購入しないというふ

うに判断してございますけれども、地域に開放す

るという部分については推し進めてまいりたいと

いうふうに思ってございます。 

 そして、８点目です。ナンバー１４、これも備

品購入をしないと言って、補正で今回出している

のではないかということでございますけれども、

それはそのとおりでございまして、やはり財源を

国のほうで、コロナに関係する備品についても交

付金の対象となるということで、この備品につい

ては、今回、学校からの要求の備品を精査しまし

て、そちらのほうに補正で、コロナ対応で財源を

補うということで対応してございます。 

 ナンバー１７も同じ、中学校の図書についても

同じような考えで減額したというところでござい

ます。 

 あと、先ほど取り壊す教員住宅につきまして

は、今年は七重小学校の校庭、敷地内にある、

今、教頭が住んでいました住宅を取り壊すという

計画でございます。 

 これで、答弁は終わります。 

〇川村委員長 田村委員。 

〇田村委員 任用職員の健康診断はしていないと

いう話なのですが、雇用する側は義務化されてい

るのではないでしょうか。私も詳しい話は分から

ないですけれども、そういう厚生事業というもの

は、雇う側としてはしっかりと、年１回とか、

ドックを受けなさいとか、そういうものがあっ

て、一方では、教員についてはやっているとい

う、やはり同じ職場の中でやっていないというよ

りも、むしろやるべきではないかと思うのですけ

れども、そこら辺についての考え方を教えてくだ

さい。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 それは雇う側で当然皆さんの健

康は管理しなければならないというのはもちろん

でございますので、これらについては、予算内で

何とか精査して、工面をしながら健康診断をさせ

てまいりたいというふうに思いますので、どうか

よろしくお願いしたいと思います。 

〇川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 上野委員。 

〇上野委員 それでは、予算書のほうでページを

言いまして、質問させていただきます。 

 一般の１１７ページになります。上のほうの報

償費です。教育委員会点検評価有識者会議委員の
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報償費ということで２万９,０００円という金額

が計上されておりますけれども、教育委員会の点

検評価有識者会議というのはどんな活動をされて

いるのか。 

 それで、有識者会議というので、かなり複数の

人数で運営されているというふうに思うわけなの

ですけれども、何人でこの会議が開催されてい

て、どんなことをされているのか、初めて出てき

たように思いますので、ちょっと知らせていただ

きたいなと。 

 それから、二つ目ですけれども、一般の１２５

ページと１２７ページに、小学校と中学校の準要

保護児童就学援助費と、それから特別支援教育就

学奨励費という形で予算計上されております。こ

れ基本的に、こういった子どもたちへの経済的な

支援の内容かというふうに思いますが、これで十

分なのかというのが一つありますので、何人に対

してこの金額が予算化されたのか。それでいきま

すと１人当たり年間幾らの支援になっているの

か、それについてお願いいたします。 

 以上です。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 まず、１点目の点検評価委員の

関係でございます。これにつきましては、共通様

式ナンバー２の報償費２万９,０００円というふ

うに書いてございます。これにつきましては、１

年分の教育委員会で行った事業について、我々が

どういうことに対してどういう事業を実施した

か、教育行政方針でうたった内容を項目として、

それに対して委員会、それぞれの課でどういう事

業を実施したかというものを、ＰＤＣＡサイクル

といいますか、それで点検の中身を有識者が２名

でその内容を見まして、それに対して意見を申し

述べるというようなことで、それを基に次年度以

降どういうふうにしていくかというふうにやって

いく事業でございます。 

 それと、準要保護でございます。これについて

は、ちょっとお待ちください。 

〇川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 １時５９分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１１分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 教育次長の答弁から始めます。 

 教育次長。 

〇扇田教育次長 大変貴重な時間を費やしまして

申し訳ございません。 

 先ほどの保護の人員でございますけれども、そ

れぞれの学用品で人数が異なってくることから、

延べ人数になりますけれども、まず、小学校につ

きましては、準要保護が３３４名分、そして特別

支援教育就学奨励費については１３４名分。中学

校費につきましては、準要保護が２３４名、特別

支援教育就学奨励費は５２名というふうになって

ございます。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 上野委員。 

〇上野委員 １人当たり幾らになるかというふう

にも聞いておりましたけれども、私も計算機がな

いのですぐは答えられないのですけれども、それ

でいきますとどうなりますか。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 １人当たりで、なかなか計算が

出ないのです。それぞれの学用品の単価が違いま

すので。例えば学用品費につきましては１万２,

２２０円だとか、それぞれの項目、修学旅行では

１人幾らだとか、そういうことになっていますの

で、１人幾らというのは、それぞれの該当する項

目も違いますし、単純に１人幾らという計算では

ちょっと出ないと思います。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 上野委員。 

〇上野委員 基本的に、概算でよろしいのですけ

れども、例えば３３５人で、金額的には５１８万

１,０００円というようなことで、割れば幾らか

ということは出てくることは出てくるのですけれ

ども、今言いましたような、例えば１人１万２,

０００円とか、５,０００円とか６,０００円と

か、そういう金額の範囲なのかなということにな

りますと、本当にそれで今の状況の中で十分なの

かということの判断がちょっとつかないですね、

今の答弁では。そういった点、もう少し答えてい

ただきたかったなというふうに思うのですが。 
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 特に今、昨年からのコロナの状況の中で、こう

いう生活上の困窮を来す家族が増えてきていると

思うのです。そういう中で、この数字というの

は、変動を十分把握して、反映したものになって

いるのかどうか、その辺についてちょっとお伺い

したいのですが、例えばコロナ前の準要保護の対

象者の人数と比べて、昨年、今年度、そういう人

数が増えているのかどうかというのは、やはりそ

ういう変動に対して十分対応するようなやり方を

しないと、十分支援が行き届かないということに

なりますので、その辺についてお答えいただきた

い。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 今年度のコロナの影響につきま

しては、所得の申告が今やっている最中でござい

ますので、これが分かってからでないと実態が判

明しないということでございますので、予算につ

きましては、今までの実績に基づいた数字で計上

しているところでございます。 

 それと、先ほどの予算の１人当たりの金額につ

きましては、令和２年度の実績でよければ出ます

けれども、よろしいでしょうか。令和２年度につ

きましては、小学校で、１人当たり約３万１,０

００円の助成です。それと中学校につきましては

５万９,０００円ぐらい、１人当たりに直します

と、そのぐらいの金額になります。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 上野委員。 

〇上野委員 今年度については、今、確定申告の

最中だということで、まだ反映されていないとい

うことなのです。これ確定申告が終わった段階

で、そういった情報に基づいた対応はするという

ことになるのでしょうか。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 所得の申告に基づいて、国の基

準を満たしているかどうかの判定をしますので、

当然コロナで収入が減れば、準要保護に該当され

る方も出てくるのではないかというふうに思いま

す。 

 以上です。 

〇川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

〇若山委員 共通様式の番号に従って確認させて

いただきます。 

 ナンバー３のところの、先ほど説明あったかも

しれないのですけれども、報償費の中で、学校Ｉ

ＣＴ教育推進委員会委員報償費ということで、Ｉ

ＣＴ支援委員の創設とあって、この働きという

か、その内容について教えていただきたいと思い

ます。 

 同じように、一番最後の負担金、補助金のとこ

ろで、事業目的、公衆送信補償金ということで、

補償金創設という形になっているので、この考え

方についてもう少し詳しく教えていただきたいと

思います。 

 それと、同じナンバー３の中で、使用料、賃借

料で、スキー場施設使用料、これも新型コロナウ

イルス感染症の影響により補正対応ということで

１７万８,０００円減、同じように、先ほど同僚

委員からあった住宅借上料６６万円減、これも新

型コロナウイルス感染症により補正対応となって

いるのですけれども、総務財政課から新型コロナ

ウイルス感染症に係る補正予算計上予定事業一覧

ということで、資料をもらっているのですけれど

も、スキー学校開催費１７万８,０００円につい

ては載っているのですけれども、住宅借上料６６

万円というのは載っていないのですけれども、こ

れは、教育委員会のほうではコロナ対策だと言っ

ているのだけれども、総務課のほうでは認めてい

なくて、予算減額というか、駄目だということな

のかどうか、そこのところを。 

 同じように、ナンバー４の対外競技参加費５０

０万円についても、昨年１００万円、削って５０

０万円なのですけれども、これも総務財政課がつ

くったリストには載っていないのです。新型コロ

ナウイルス感染症の影響により補正対応となって

いるのだけれども、教育委員会のほうは補正で

やってもらえると思っていても、総務財政課のほ

うでは対象から外しているということなのか、単

なる総務財政課のリストが不手際で漏れているの

か、そこのところをちょっと教えていただきたい

なというふうに思います。 

 それと、ナンバー９のＰＣＢ廃棄物処分事業費

なのですけれども、これは今まで毎年少しずつ処
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分していたのを、施設がなくなるので一括で全部

処分して、これですっきりきれいになってしまう

ということと考えていいのかどうか、説明を少し

していただければというふうに思います。 

 それとナンバー１０のところで、学校プール管

理等報償費で、これも新型コロナになっていま

す。資料では皆減になっていて、幾ら減るのかよ

く分かっていないのだけれども、学校プール管理

費で８４万６,０００円が、総務財政課のつくっ

た一覧表には載っているので、その金額がいいの

かどうかの確認をお願いしたいというふうに思い

ます。 

 それとナンバー１２の委託料の中のプール管理

等委託料ゼロ円で、皆減となっていて、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により補正対応と。幾ら

減っているのかここではよく分からないのだけれ

ども、去年の資料を見ると２４０万２,０００円

になっているのですけれども、これも総務財政課

がつくった一覧表には入っていないようなのです

けれども、その辺の関係というのはどうなのかと

いうのを教えていただければと思います。 

 あと、ナンバー１３以下、同じようなことで、

備品購入費の中でゼロ円、見直しにより減。先ほ

どもあったのだけれども、これって本当に予算が

ないから削ったのか、もう必要ない、十分行き

渡っているから必要ないのですということで、不

足だとか、先生の授業その他に一切支障が出るよ

うな、金額はゼロになっていたりしているのだけ

れども、そういう影響はないというふうに考えて

いいのかどうかを確認をお願いしたいというふう

に思います。 

 以上です。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 まず、ＩＣＴ教育支援委員会の

内容でございますけれども、これは学校のＩＣＴ

教育を統一的に推進するために、各学校から教諭

の代表を出してもらいまして、委員会を開催し

て、今後の研修だとかＩＣＴ環境の整備、どうい

うカリキュラムでいくのか、そういうのを勉強す

る委員会でございます。 

 スキー関係の対策でございますけれども、これ

については、やはりコロナで、予算編成時の場

合、冬の行事関係につきましては、まだどうなる

か分からないということで、当初の予算では出し

てございませんでした。これについては、プール

とかも皆同じ考えで、後日補正するということで

当初は進んでございました。 

 ただ、先ほど言われたとおり、総務課のほうか

らそういう資料が出ていないということでござい

ましたので、これにつきましては、教育委員会と

総務の横の連絡不足ということが原因でございま

すので、これについては申し訳ございませんでし

た。 

 ＰＣＢ廃棄物処分事業費のことでございます。

これについては、教育委員会のほうでは、毎年少

しずつ処分していたかということでございますけ

れども、一切、保管だけしておいて、処分はしな

かった状況でございまして、いずれかの時点で、

本来であれば少しずつ、年度計画なりを立てて処

分するのが正しいやり方だったかもしれません。

ただ、処分場が令和４年３月に北海道のほうの処

分場が廃止されるということで、今あるＰＣＢの

安定器だとか、そういうのは全部一括で今回処分

するということで、教育委員会の分の、学校だと

かで使っていた廃棄物はなくなるということでご

ざいます。 

 ナンバー１０のプールの関係につきましては、

先ほど申し上げたとおりでございます。 

 ナンバー１２も、プールについては、先ほど申

し上げたとおりでございます。 

 ナンバー１３の備品等の、当初ゼロ、減額した

ということでございますけれども、これについて

は、コロナでも補塡をしないということで、教育

のほうは大丈夫かという御質問だと思いますけれ

ども、これは、コロナの交付金で備品のほうは、

令和２年度で購入した分も結構ございましたの

で、これについては、今年度は学校のほうでも何

とか大丈夫だというふうに聞いていまして、今

回、当初は計上していないということで御理解い

ただければと思います。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 若山委員。 

〇若山委員 １点、ナンバー３の事業目的、公衆

送信補償金創設、この説明が漏れていたと思いま
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すので、お願いしたいと思うのですけれども。 

 先ほど言っていた社宅借上料というのは、冬期

事業として補正対応ということでしているのかな

という感じもあるのですけれども、その辺がよく

分からないのですけれども、今言ったとおり、こ

れは学校教育課の問題ではなくて、総務財政課が

出したきた資料が、１枚もので、１８事業、４,

３７５万１,０００円と出ているのだけれども、

この資料が不備があるような感じなので、今の漏

れている内容について、これからも出てくるかも

しれないのですけれども、補正してもらうように

お願いしたいのですけれども、どうでしょうか。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 先ほどのナンバー３の住宅借上

料のところでございますけれども、これについて

は、外国語講師を今まで来ていただいておりまし

たけれども、それを去年はコロナの関係でいな

かったということで、今回については、当初はま

ず上げていないということでございます。これに

ついては、前は外国から招致していた方がいまし

たけれども、これについては、今後、採用が決ま

れば補正で対応してまいりたいというところでご

ざいます。 

 あと、先ほどの総務課から出た資料の関係につ

いては、これについてはもう一度総務課と協議し

まして、その内容（発言する者あり） 

〇川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時２９分 休憩 

───────────── 

午後 ２時３５分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほどの若山委員からの資料要求の点なのです

けれども、事前に総務課のほうから頂いている資

料については、イベント関係しか実際に上がって

きていないです。今、学校教育の関係で質疑が出

ていた備品とか、そういったものは含まれていな

いのですけれども、その辺、総務課のほうにも確

認しなければならないのですけれども、これにつ

いて、追加資料として、委員会として要求するか

どうか皆さんに諮りたいのですけれども、いかが

ですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇川村委員長 そうしたら、後ほど総務課のほう

にお願いして、全ての備品関係も含めた全ての補

正の一覧表をつくっていただくということで。後

日提出でよろしいですか。 

 若山委員、質疑のほうはよろしいですか。 

 若山委員。 

〇若山委員 ナンバー３の事業目的、公衆送信補

償金の創設したものを、説明あったのかもしれな

いけれども、今の資料一覧でちょっと興奮してし

まいまして。もう一度お願いします。 

〇川村委員長 教育次長。 

〇扇田教育次長 今の補償金の創設のところでご

ざいますけれども、これにつきましては、各学校

でＩＣＴ等を活用した場合に、著作権の保護とい

うのがございまして、これは文化庁のほうで統一

でやってございまして、令和２年度は一時的に無

料でやってもらったものを、令和３年度からきち

んとお金を頂きますということで、これは全自治

体になると思いますけれども、予算を計上して納

めるというものでございます。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 ほかに質疑のある方。よろしいで

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、学校教育課に対する審査を終了いたし

ます。 

 教育次長、御苦労さまでした。 

 次に、生涯教育課の審査を行います。 

 生涯教育課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明をお願いい

たします。 

 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 それでは、生涯教育課の当

初予算案について御説明をいたします。 

 共通様式のナンバー１、事業予算名、社会教育

総務費は、本年度予算額３５万６,０００円、前

年度比２万円の減でございます。主な増減の理由

につきましては、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２、生涯学習事業費は、本年度

予算額７４万３,０００円、前年度比１１２万８,
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０００円の減でございます。 

 主な減額の理由は、本年度の青少年育成事業や

成人式に係る予算は、コロナの状況を見て補正対

応とすることから減額となってございます。 

 続きまして、ナンバー３、町内会館振興費は、

本年度予算額１５５万円、前年度比５万円の増で

ございます。増減の理由につきましては、記載の

とおりでございます。 

 続きまして、ナンバー４、生涯教育公用車管理

費は、本年度予算額７６万１,０００円、前年度

比４万９,０００円の減でございます。増減の理

由につきましては、記載のとおりとなってござい

ます。 

 次に、ナンバー５、文化振興費は、本年度予算

額６万３,０００円、前年度比２０４万５,０００

円の減でございます。 

 こちらの主な減額の理由につきましては、本年

度の七飯町文化協会の補助金につきましては、新

型コロナウイルスの状況を見て補正対応としたこ

とから減額となってございます。 

 続きまして、ナンバー６、文化講座事業費は、

本年度予算額８万６,０００円、前年度比２２７

万円の減でございます。 

 主な減額の理由としましては、本年度の公民館

講座、そして地域セミナーなど、各講座の報償費

等につきましては、新型コロナウイルスの状況を

見て補正対応とすることから減額となってござい

ます。 

 続きまして、次のページです。ナンバー７、文

化祭開催事業費でございます。本年度予算額ゼロ

円、皆減で６６万３,０００円の減となってでご

ざいます。皆減の理由は、本年度の文化祭の予算

につきましては、新型コロナウイルスの状況を見

て補正対応とすることから、全額減額となってご

ざいます。 

 続きまして、ナンバー８、図書室管理費でござ

います。本年度予算額６７万１,０００円、前年

度比１２万円の減です。増減理由については記載

のとおりとなってございます。 

 続きまして、次のページでございます。ナン

バー９、公民館管理費でございます。本年度予算

額３５７万円、前年度比４５万３,０００円の減

でございます。特定財源、また、増減の理由につ

きましては、記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー１０、文化センター管理

費は、本年度予算額６,３７４万８,０００円、前

年度比２３９万５,０００円の減で、特定財源は

記載のとおりでございます。 

 減額の主な理由としましては、燃料費の単価

減、あと、備品購入費の皆減によるものとなって

ございます。 

 続きまして、ナンバー１１、大中山コモン管理

費でございます。本年度予算額１,２９０万円、

前年度比９５万８,０００円の減で、特定財源は

記載のとおりでございます。 

 減額の主な理由としましては、燃料費単価、あ

と、修繕箇所の減少、また、備品購入費の皆減と

いうものによるものでございます。 

 続きまして、ナンバー１２、大沼婦人会館管理

費でございます。本年度予算額７７８万３,００

０円、前年度比１９６万３,０００円の減で、特

定財源は記載のとおりでございます。 

 減額の主な理由としましては、修繕箇所、除雪

費、備品購入費などの減によるものでございま

す。 

 続きまして、ナンバー１３、社会教育施設管理

費は、本年度予算額８０５万円、前年度比１３３

万２,０００円の減で、特定財源は記載のとおり

でございます。 

 減額の主な理由は、燃料費単価、修繕箇所の

減、そのほか支障木の伐採業務が完了したことか

ら減額となってございます。 

 続きまして、ナンバー１４、文化財保護費は、

本年度予算額１０４万４,０００円、前年度比１

２万６,０００円の減で、特定財源は記載のとお

りでございます。また、増減の理由につきまして

も記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー１５、歴史館管理費でご

ざいます。本年度予算額９７９万４,０００円、

前年度比６０万６,０００円の減で、減額の主な

理由としましては、燃料費単価、修繕料の減少に

よるものということでございます。 

 生涯教育課所管分の説明については、以上でご

ざいます。 
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〇川村委員長 ありがとうございます。 

 暫時休憩といたします。 

午後 ２時４５分 休憩 

───────────── 

午後 ２時４８分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 これより、質疑を行います。 

 田村委員。 

〇田村委員 それでは、ナンバー６、文化講座事

業費ですけれども、当初予算で７万７,０００円

残ってございますけれども、公民館講座あるいは

地域セミナーは、それぞれ、まず公民館講座は何

種類あって、いつから始めるのか、毎年３月ぐら

いにＰＲで新聞等に入ってきていますけれども、

それがいつから始まって、既に講師何名頼んで、

講師はもう間に合わないと思うので、依頼してい

るのではないかと思うのですけれども、何名頼む

のか、そこを教えていただきたいと思います。 

 それから、８番の図書館管理費、これについて

は１０万円減額ということで、これについては、

種類だとか、そういうものが十分あって、あるい

は町民が余り来ない、そういうような関係で減ら

したのか、そこら辺の理由をお知らせ願いたい

と。 

 それから、子ども読書、これは恐らく秋だった

かなという記憶があるのですけれども、報償費を

出す都合上、何人で、いつからいつまで事業を実

施するのか。 

 それと、ナンバー７ですけれども、文化祭の関

係、これは１０月の初めから順次地域を回ってい

く、準備は９月だと思うのですけれども、作品の

製作、これはかなり早い時期から町民の皆さん一

生懸命頑張っておられると思うし、この問題、コ

ロナの影響により云々ということになると、やは

り町民の製作意欲が低下するというか、意欲に問

題が出てくるのではないかと思うのです。こうい

うものについてきちっと、何でもコロナウイルス

の影響によりということではなくて、町民の製作

意欲をかき立てるような、そういう事業というも

のはきちっと位置づけてやるべきだと思うし、そ

こら辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

 それから、９番の公民館のワックス塗布の関係

で１万５,０００円増えているということになっ

ております。ところがナンバー１３になります

と、社会教育施設管理費、ワックス塗布業務委託

料ゼロ、皆減で、３５万３,０００円を減にして

いる。この理由がコロナウイルスの状況により補

正対応と。同じ施設をやるにしても、こっちはこ

れ、こっちは面積増えたから増やしますと、こう

いうやり方というのは本当に、町民が見れば、い

かがなものかという、そんな感じがするので、こ

こら辺の理由をお知らせ願いたいと思います。 

 それから、１１番、手数料、ピアノの調律です

けれども、３万３,０００円減、これもまた、そ

ういうコロナの補正対応だと書いているのですけ

れども、何台あって何回やるのか。通常、こうい

う役務費というのは、コロナがあるなしにかかわ

らず、保守ですから、備え付けているピアノをき

ちっとした音色で町民に提供するという義務があ

るのです。何でも新型コロナウイルス感染症の状

況を見て補正対応、これは余りにも町民に対す

る、何というのですか、ちょっと問題ではないの

かなと。この理由を教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、それぞれの施設はそれぞれみんな、

備品要らないという話になっています。それはそ

れで、そういう理由ですからいいのですけれど

も、あと、歴史館、１４番ですけれども、みんな

それぞれコロナウイルスとやっていますけれど

も、この中で１４番の報償費、特別展示等講師謝

礼７万５,０００円、前年と同じ。これはやると

いう前提で予算計上しているではないですか。こ

れはおかしいとは言いませんけれども、ほかはコ

ロナ対応するのだ、それで補正するのだと言いな

がら、特別展示等講師謝礼については従来どおり

やりますと、何か釈然としない部分、これについ

て説明していただきたい。 

 それから、ナンバー１５、一番下の備品購入

費、学習サービス室図書購入費１５万円、前年度

と同額。図書館だとか、そういうものが１０万円

減らしたり何なり、これは何でこうなっているの

か。そして、１５万円を、継続して取るから仕方

なく計上しているというのなら分かりますけれど
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も、この理由、ほかと非常にバランスが取れてい

ないというのが、私から見ればそう感じるもので

すから、そこら辺の説明をお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 それでは、御質問に順次お

答えをしていきたいと思います。 

 まず、事業ナンバー６の公民館講座につきまし

てですけれども、まず、こちらの講座、いつから

やるかということでございますけれども、講座に

つきましては、例年６月から開設を行っておりま

す。今現在、講座の開設に向けて調整を行ってい

るところでございまして、人員の募集が５月にか

ける予定でございます。早い講座につきまして

は、５月の下旬から始まるものもあります。 

 講座の講師の予定でございますけれども、今、

予定しているのが、文化センターのほうが６講

座、大中山コモンが３講座、峠下が２講座、婦人

会館が３講座、大沼多目的会館が２講座というこ

とで、全部１６講座の予定でございますので、講

師については１６名の予定ということでございま

す。 

 次に、ナンバー８の図書館の部分でございます

けれども、図書室の図書購入費１０万円減ってい

るという部分でございますけれども、こちらにつ

きましては、新型コロナウイルスの関係で図書室

に来ている方も少ないというのもあるのですけれ

ども、ある程度新刊図書そろっているというこ

と、また、新規図書を購入した場合に、今ある書

架を保管するのに、棚から下げたりして保管して

おく場所というのもちょっと手狭だというような

ところもありますので、書架の購入については、

今年度は１０万円少ない金額で十分対応できるの

ではないかということで減額してございます。 

 また、子ども読書推進講座でございますけれど

も、こちらにつきましては、例年子どもたちを集

めて読み聞かせを行っていまして、それは例年３

月に実施しております。まさに今週の土曜日に子

どもの読書推進講座を実施する予定でございま

す。今年度につきましては、コロナということも

あって、募集人員を例年の半分で募集しておりま

す。 

 講師につきましては、図書の読み聞かせのサー

クルに対して支払う予定をしておりまして、例年

この団体のほうからは、講師、講師の手元という

か、手伝いをされる方ということで、団体のほう

で３名から４名ほど来ていただいているというこ

とでございます。 

 また、文化祭の関係でございますけれども、こ

ちらにつきましては、補正対応ということで計上

しております。実際の実施時期は、田村委員が

おっしゃっているように、９月から準備、その前

から実行委員会等を開いて、実際に細かく準備が

始まるのは９月と。実際の実施は、早い地域が１

０月の初旬から、そして町内、大体１０月いっぱ

いで文化祭を行います。 

 こちらの文化祭ですけれども、補正のほうに予

算は上げていますけれども、今、実施の予定で動

いて、この後、新年度に入りまして、６月くらい

になりましたら実行委員会等も立ち上げる予定を

しております。まさに、先ほど質問にお答えしま

したけれども、公民館講座、こちらの作品等も文

化祭に結構出していただいております。ですか

ら、文化祭も、この講座の作品も展示する、発表

の場というふうに捉えておりますので、できる限

り、コロナの状態に合わせて、やり方は多少変わ

るかもしれませんけれども、そういう作品をきち

んと展示できるように、実施に向けて進めていき

たいと思っています。 

 ただ、実施の時期については秋ということで、

秋に向けて、６月で補正を行っていきたいという

ことで。内容も今後、どういうやり方になるかと

いうことで、多少、文化祭の例年の予算から額が

変わる可能性もございますので、その辺を精査し

て補正を上げていきたいというふうに考えており

ますので、御理解いただきたいと思います。 

 また、ワックスの関係でございますけれども、

こちら確かに対応がまちまちということで、田村

委員のおっしゃるとおりでございますけれども、

まず、公民館のほうの増えている部分について

は、ワックスをかける施設を隔年で回しておりま

して、それで交互に公民館のほうはワックスをか

けております。次年度かける施設については、施
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設のワックスの塗布面積がちょっと多くなるとい

うことで若干増えております。 

 社会教育施設のほうはゼロで、この辺との整合

性が取れないのではないかというところでござい

ますけれども、使用頻度の部分でございまして、

ナンバー１３の社会教育施設は、町内の各振興会

館のワックス塗布の予算となっておりまして、こ

れまでのコロナの状況で、実際にどれだけ減った

かというのは、まだ令和２年度の実績が出てきて

いないので、実際にどれだけ減っているか分から

ないのですが、地域の会館等におかれましても、

やはり使用人数については減っているだろうとい

うようなことで、傷み等がもしひどいようです

と、やはりワックスはかける必要があると思うの

ですけれども、今の状況では、使用頻度の部分か

ら見て、状況を見ながらということで、社会教育

施設のほうについては補正対応というふうにさせ

ていただいております。 

 次に、ナンバー１１です。コモンのピアノで

す。これにつきましては、台数はステージ用のグ

ランドピアノが１台と、会議室にあるアップライ

トのピアノが１台ということで、２台ピアノがご

ざいます。 

 今年度につきましては、コロナの部分で、ソー

シャルディスタンスを保っての会議等が多くなり

まして、特に式典とか、いろいろな催物、ピアノ

を使うものについても、大会議室でこれまでやっ

ていたものが、ステージのある大ホールのほうに

振り分けられておりまして、大ホールのステージ

上のピアノは使うのですけれども、大会議室のほ

うの使用頻度が減っているということもあります

ので、その辺も鑑みて、大会議室のほうのアップ

ライトについては今回ちょっと見合わせていると

いうことでございます。 

 ただ、保守もそうなのですけれども、調律も、

そんなに使っていないと狂うというようなことも

ないので、この辺については状況を見ながら対応

させていただきたいということで考えておりま

す。 

 歴史館の展示の報償費ということでございます

けれども、ほかのイベント等がコロナで補正対応

回しになっている中、何で歴史館だけというとこ

ろでございますけれども、ほかのイベント等は、

コロナの状況によって開催の仕方が変わったりで

すとか、いろいろあると思います。そうした場合

に、事業内容が変わると予算も変わるというよう

なこともあっての補正回しというような部分も予

想としてあると思うのですけれども、歴史館の展

示につきましては、常設展示等は、コロナの感染

状況、完全に緊急事態宣言が出て施設に入れない

ということになれば、展示物を見せるというのは

できないと思うのですけれども、ただ、段階的な

部分で、施設のほうにお客さんが入れるような状

況であれば、コロナの状況にさほど影響されない

ということで、展示物については展示をして、皆

さんにお披露目はできるというようなことで考え

ておりますので、当初予算で計上して、そのまま

計上しております。 

 ナンバー１５です。歴史館の図書室のサービス

図書ということで、こちらは何で減っていないの

かというところでございますけれども、地域セン

ターは、本町図書室と若干歴史館のほうは、そろ

えている書架とかも違って、特に、一般の書架の

ほかに企画展示に連動したものですとか、また、

専門的な蔵書等が多いので、本町の図書購入費が

減ったからこっちが減ると、連動しないのはおか

しいということではなくて、必要な部分で、こち

らについては計上させていただいているというこ

とで、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇川村委員長 田村委員。 

〇田村委員 まず、６番の公民館講座、１６講座

というのですか、講師も１６人だと思うのですけ

れども、大体。そういう方々に例えば話している

とすれば、それはちょっと越権行為ですよね、予

算が全くないのですから。補正をしてから債務負

担行為を起こすという話ですから、理屈は。それ

から考えれば、本当に間に合うのか、講座は、こ

れとこれと、場所はこれとこれと、一通り出来上

がってから５月に人員募集という話ですから、

ちょっとどうなのかな。水面下では、補正するか

らいいのだと、そういう安易な考え方ではなく

て、先ほど生涯教育課長、私、すごくいいことを

言ったなと、歴史館の中で状況により開催が変わ
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る。 

 特に教育委員会は、様々なソフトの事業が山積

しています。文化祭であるとか講座であるとか、

それはやっぱり状況により開催が変化しながら、

ソーシャルディスタンス、いろいろなことを考え

ながらやるのだという、そういう前提であれば、

こういう予算の組み方は私はしないほうがいいと

思うのです。しっかりと対策を皆さん方は考えて

いるのではないかと思うのです。今までどおりで

はなくて、感染しないように防止をして、そして

こういうものを事業展開していくのだということ

であれば、この予算編成そのものが非常に私は問

題がある編成だと。町民不在の編成ですよ、これ

は全く。 

 そして、歴史館の図書ですけれども、何かちぐ

はぐですよね、ほかのほうと。理論的な考え方か

らすれば。ですから、教育委員会は、人間の教育

ですから、町民の教育ですから、児童生徒であろ

うが町民であろうが、そういうことを考えれば、

状況により開催は変わるけれども、町民に事業を

通じていろいろなものを還元していくのだという

立場に立てば、こういう予算編成で、状況に応じ

て補正対応しますということではなくて、やはり

何とか開催して、そして感染につながらないよう

な対策の中でやるのだという、そういう姿勢を見

せないと駄目だと思うのですけれども、そこら辺

もう一度答弁のほうをお願いします。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 それでは、今御質問があっ

て、ただ、まず、公民館講座の部分でございます

けれども、すみません、私の説明がちょっと足り

なかったのかもしれません。公民館講座につきま

しては、補正対応を予定しておりますけれども、

総務財政課のほうから出ております一覧表にも、

公民館講座の関係の事業費につきましては、２１

１万５,０００円あるのですけれども、そのうち

春の部分の１１２万円につきましては、予備費対

応ということで、どうしても補正回しまでですと

ちょっと間に合わないということもありまして、

こちらについては予備費での対応ということでさ

せていただく予定をしております。ですから、予

備費を使っての開催ということになりますので、

今、年度当初から動き出しができるように準備を

進めているということで、講師につきましては、

まだ予算可決していないので、正式にはお願いは

してございません。これは教育委員会の内部のほ

うで、例年の講座内容で、館長とかと話して、講

座内容を今話し始めているところで、講座も予定

ということで、実際に講座数は変わらないのです

けれども、講座内容はもしかしたら去年と同じも

のではないかもしれないのですけれども、今まさ

にその調整を行うというところでございます。 

 実施が、公民館講座については、春と秋という

ふうになっているので、今、春の部分の講座につ

きましては予備費使用で、あと残りの秋の講座に

つきましては、またその分については別で補正と

いうようなことで、春分については予備費を使用

してということで、今、年度当初から動くという

ようなことで予定しております。 

 まさにコロナの状況に応じて、文化祭もそうで

すけれども、春、新年度に入りましたら、皆さん

の、住民の楽しみにしている事業でもございます

ので、それぞれの地域では、昨年はなくて、結構

寂しい思いをされている住民の方もいらっしゃっ

たと思いますので、今年度については、コロナに

も対応できるような実施の方法をいろいろ検討し

て、行っていきたいということで、実施のやり方

については、文化祭の経費も、先ほど言ったよう

に変わる可能性があるので、その辺を見きわめな

がら補正のほうについては上げさせていただきた

いということで考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 ほかに。 

 もう１時間回っていますので、２５分まで休憩

いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１３分 休憩 

───────────── 

午後 ３時２５分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 生涯教育課の質疑のほうを続けます。 

 池田委員。 
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〇池田委員 ナンバー２の成人式の予算もコロナ

対策の影響によりという話なのですけれども、成

人式に対しては、来年の話でしょう。こういうも

のまでコロナ対策、今、コロナを２か月間だけ、

いろいろな国の話をしても、２か月の間に、ワク

チンもどうのこうのという話を聞いています。や

はり成人式の予算まで、コロナの影響によりとい

うのもいかがかなと思っています。先ほど課長の

答弁の中で、速やかにやる。この辺の見解、やは

りそういうのもあって、こういうふうにしたのか

聞きたいです。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 先ほどの答弁と同じような

形になろうかと思いますけれども、このコロナ禍

において、ステージというか、コロナの感染状況

によって様々な段階があると思うのですけれど

も、それぞれの段階で、開催可能な成人式という

ものを模索していく必要があるのかなと思ってい

ます。今年の１月の成人式につきましては、残念

ながら中止とさせていただいたのですけれども、

その代替で記念品を当日配ったり、あと、記念撮

影ができるようにステージを開放したりというよ

うなことをさせていただきました。これも苦肉の

策と言えば苦肉の策だったのですけれども、た

だ、やはり新成人の方々からは、集まって写真撮

れて良かったという方もいらっしゃったのですけ

れども、実際には、やはり成人式というものをや

りたかったというようなことをおっしゃっていた

方もいらっしゃいました。仕方ないということ

だったのですけれども。 

 そういった部分で、ちょっと先の話なのですけ

れども、例年どおりの予算組みでいいのかどうか

というのもありますし、また、開催の仕方、これ

についてもまだ厳密には話はできていないので、

どういった形であれば開催できるのか、保護者を

入れないですとか、成人だけにするとか、あと、

オンラインの導入の仕方というのもあるのかもし

れないですし、いろいろ検討は課題としてあると

思うので、そういったものもちょっと考えなが

ら、もし予算に反映する部分が出てくるようでし

たら、精査して今後予算を補正させていただきた

いと考えて、当初には載せていないということで

す。おっしゃるとおり、当初に載せていて、変

わった部分の差額部分を載せるという方法もある

と思うのですけれども、ほかの事業等も同じよう

な考えですので、補正対応とさせていただきたい

ということで提案させていただいております。 

 以上です。 

〇川村委員長 池田委員。 

〇池田委員 それで分かりましたけれども、先ほ

ど同僚委員等々が言われているように、生涯学習

のほうで公民館講座だとか、いろいろ老人クラブ

というような部分で、やはり町民の人たちが萎縮

して、すごく精神的に追いやられているのです。

ですから、やはり予算を早急に補正を組むなら組

むで、早急にそういうような事業展開をお願いし

たいと思います。やはり心の病が、今度はコロナ

ではなくて、全体的にコロナの病が始まってくる

ような気がします。そういうことで、今の答弁で

分かりました。よろしくお願いします。 

〇川村委員長 それでは、次の質問に入る前に、

坂本繁委員から早退の届けがありましたので御報

告しておきます。 

 ほかに質疑のある方。 

 上野委員。 

〇上野委員 共通様式の中には入っておりません

ので、予算書の１２９ページをお開きいただけれ

ばと思います。 

 生涯学習事業費の中で、社会教育施設整備基金

費ということで、ここでは令和３年度の積立金が

８万３,０００円という積立金が計上されており

ます。こういう社会教育施設整備基金ということ

ですので、目的を持った積立てをしているという

ふうに思うわけですけれども、どのような目標を

持った数字なのか、この８万３,０００円という

のは、そういう目標に対してどうなのかという、

ちょっと疑問に思うこともありますので、ちょっ

と説明をいただきたいと。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 こちらの部分、生涯教育の

ほうの款のところに予算は載っているのです。実

質は、積立金とか基金の管理につきましては財政

のほうで行っておりまして、そのときの財政状況

によってこの額も変わると思うので、私のほうか
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ら説明等は差し控えさせていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

〇川村委員長 上野委員。 

〇上野委員 生涯教育のほうではないということ

ですか。社会教育費の中に含まれている予算だと

いうふうに思うのですけれども、今の答弁では納

得がいかないのですけれども、（発言の声あり）

社会教育の中の財政なのだけれども、管理してい

るのは財政のほうかもしれませんけれども、社会

教育施設整備基金というのは、従来、図書館整備

なんかのために積み立ててきたというふうに言っ

てきたと思うです。 

 それで、第５次総合計画の後期の中に図書館の

整備が入ってきているわけなのですけれども、そ

の際に、社会教育施設整備基金が活用されるはず

だというふうに思いますので、社会教育でその点

を把握していない、考えていないということはあ

り得ないというふうに思いますので、今の積立金

の状況がどうで、図書館整備に幾らの目標を持っ

てこれまでやってきたのか、そういう状況につい

てはお答えいただけるのではないかと思いますの

で、ひとつよろしくお願いします。（発言の声あ

り） 

〇川村委員長 上野委員の質問内容というのは、

総務のほうになってしまうので、本来そちらのほ

うで質問するべき内容になってしまうのです。

（発言の声あり） 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時３４分 休憩 

───────────── 

午後 ３時３９分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 上野委員の質問に対して、生涯教育課長の答弁

からお願いいたします。 

 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 それでは、上野委員の御質

問についてお答えをしてまいりたいと思います。 

 担当課で、総合計画にも載っている図書館の建

設を控えて、基金の部分の取扱いをどうしていく

のかというお話でございますけれども、こちらの

図書館の建設につきましては、第５次総合計画の

今回の後期の計画の中にも、着手を目指してとい

うことで計画に盛り込んでおります。 

 ただ、この基金の活用につきましては、全体の

総合計画の事業の中でいろいろと基金の活用、ま

た、立地適正化交付金ですとか、いろいろな財源

を活用しながら事業を行っていくというようなこ

とで、計画の全体的な部分に影響するものでござ

いますので、こちらの個別の部分については今

ちょっと申し上げられないということで、この基

金の入れ方については、総合計画の中で十分に議

論した上で、活用するものは活用していくという

ような形になろうかと思います。 

 以上です。 

〇川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

〇平松委員 何点かお願いします。 

 ナンバー１０の委託料の中で、舞台等管理業務

の委託料、これは括弧書きで、契約更新見込みに

よりということで、約１０％に近い増額、それか

ら、何行か下に消防用設備等、これも契約更新見

込みにより、これは２５％ぐらいのアップと、こ

の理由をお尋ねしたい。 

 同じようなことになりますが、今の文化セン

ターですが、その次の１１番では、大中山コモン

で、やはり消防設備の委託料が、これも３０％以

上上がるという予算書になっています。さらに大

沼の婦人会館、ナンバー１２のほうでも、これも

やはり上がると。 

 最後になりますけれども、ナンバー１５、ここ

では、需用費の中の電気料が、大した額ではない

のですけれども、括弧書きの説明が、積算の見直

しによりという言葉が上下水道共に書かれている

のですけれども、大概は前年度並みとか、そうい

うことで書かれているのですけれども、積算の見

直しというのはどういうことなのですか、何か基

本的に変わったので、全部拾い直しをしたという

意味なのか、この金額の説明ではなくて、積算の

見直しということについての説明を求めます。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 それでは、ただいま御質問

があった事項についてお答えをしてまいります。 
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 まず、ナンバー１０の委託料です。こちらの舞

台管理の委託料でございますけれども、こちらに

つきましては、文化センターの舞台の管理委託に

つきましては、３年の長期契約を行っておりま

す。令和３年度が新たにまた入札をする年という

ことになっております。 

 今回、金額がちょっと上がっている部分につき

ましては、人件費の部分で、給与単価の賞与分、

あと、ボーナスですとか社会保険料等々、給与単

価が上がると比例して上がるものですけれども、

こちら委託の業務としまして、文化センターのほ

うは３人の技術者の委託をかけるということで、

３人の人件費を積算しているのですけれども、３

人分の給与の上がり幅、あと、社会保険料の上が

りで、大体１人頭、年間１０万円ぐらいのベース

アップで、これは保険料とかも全部含めています

けれども、３人分で３０万円くらい上がるという

ようなことになります。 

 そのほか、実際にこれまで委託業務をやってき

た中で、勤務時間外に、催物によっては夜まで

残っていたりですとか、土日等に出ている場合も

ありますので、そういった部分の時間外部分です

とか、あとそのほかに、今、コロナの対応の部分

で、舞台のほう、やはり使った後に施設のほうは

清掃員の方が清掃してくれますけれども、舞台の

部分については、備品等は業者の管理ということ

もあって、やはりコロナ対応で消毒したりですと

か、そういった余分の業務も増えるようなことに

なりますから、若干の時間外部分も含めて、５０

万円ほど時間外部分を今回上げております。 

 また、そのほか働き方改革の部分で、従業員、

労基法が改正になって、年間最低５日以上は有休

を取らせなさいということで、有休の消化等も言

われておりますので、その有休消化の代替員の部

分とかもちょっと上乗せして、派遣の人員の人件

費等も含めて３０万円ほどアップして、全体で１

００万円から１１０万円くらいの人件費アップと

いうようなことで見込んでおります。 

 あとそのほか、消防用設備につきましては、契

約を総務のほうで一括でしておりまして、そちら

のほうで保安業務の見積もりを取って、そちらの

結果、ちょっと上がっております。内容について

は、施設も古くなっていると、点検箇所がちょっ

と多くなるということで、値上がりしているとい

うようなことで伺っております。 

 あと、ナンバー１５の電気料です。こちら積算

見直しというふうに書いていますということなの

ですけれども、すみません、これは、記入すると

きにほかの行をコピーして持ってきて、ここの部

分、コピー元の理由をそのまま記載をしておりま

す。こちらについては、前年度実績により金額を

入れているので、積算見直しではなくて、前年度

実績より増ということで訂正をさせていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 平松委員。 

〇平松委員 最後のは分かりました。 

 それから、消防設備も見積りを取ってやり直す

ということで、これも理解できました。 

 ただし、最初の説明、舞台の業務委託、これは

３年の契約を受けていて、ちょっと確認したいの

ですけれども、この予算書というのは、契約が変

わる年だということなのですか、ちょっとそこだ

け先にお願いします。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 今年度、令和３年度で、ま

た３年の長期継続契約での入札を予定しておりま

す。 

 以上です。 

〇川村委員長 平松委員。 

〇平松委員 合点がいかないのです。というの

は、今、契約が切れて、これから３年契約をす

る、入札をするとおっしゃいましたね。入札をす

るときに、だんだん賃金が上がってきているとか

なんとかという話を前提にするというのは、私は

ちょっと筋が違うのではないかと。例えばこの業

務をこの金額でできませんかと言って入札するの

が普通だと思うのですけれども、御説明では、あ

たかも今までの業者がまた続けてやっていくの

で、人件費が上がるだとかというふうに説明され

ましたけれども、入札する意味がないのではない

ですか。今の業者が引き続き取るというふうな前

提の入札というのは、これは考え方が間違ってい

ますし、随意契約かなんかなら話は別ですけれど



－ 21 － 

も、入札されるのであれば、今までと同じ支払い

金額、もしくはもう少し安くなる業者を捜すとい

うため入札ではないですか。その辺の解釈をもう

一度説明を願います。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 ちょっと説明が分かりづら

かったと思います。特に業者を特定して値上げを

するというお話ではございません。ちょうど３年

前に契約をしておりますけれども、その当時より

も賃金のベース単価が上がっていますので、そこ

を見直しをかけるというところでございます。で

すから、今の業者に合わせて上げるということで

はなくて、給与ベース単価、人件費等も当時より

上がっていますので、その部分を加味しての上が

りということになります。 

 また、そのほかに時間外ということで、これは

コロナの、先ほど申しましたとおり、消毒ですと

か、そういった部分、今までにない業務が増える

というようなことも予想されるので、その分の時

間外分等も加味してこちら分を計上しておりま

す。 

 あとそのほか、先ほど申しましたとおり、働き

方改革のために社員の有休を取るときの代替人員

の部分も新たに計算をして、若干入れさせていた

だいているというところでございます。 

 特定したものではないということで、御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

〇川村委員長 池田委員。 

〇池田委員 今、答弁を聞きまして、平松委員の

言われた入札に対して言っていますけれども、

今、内容を説明して、これから入札しようという

場合、最低価格を提示しているように聞こえるの

ですけれども、それでも委員長、いいのですか、

入札の原則として。 

〇川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ３時５１分 休憩 

───────────── 

午後 ４時１６分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほどの池田委員からの議事進行に対しまし

て、委員長、副委員長のほうで精査した結果、積

算内容について改めて生涯教育課長より答弁ござ

いますので、そちらのほうから始めたいと思いま

す。 

 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 貴重な時間を費やしてしま

い、大変申し訳ございませんでした。 

 私のほうで先ほど答弁した部分につきまして、

平松委員のほうから、舞台管理の委託料の増えた

部分のものにつきまして数字を述べさせていただ

いたのですけれども、先ほど積み上がった部分の

項目が、最低価格に直接つながるというものでは

なくて、あくまで予算が増えている分の内訳とし

てお話をさせていただいたということでございま

すので、予定価格や最低価格を表すものではない

ということで、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 池田委員、今の答弁でよろしいで

すか。ありがとうございます。 

 引き続き、平松委員。 

〇平松委員 労務費とかが上がっているので、契

約を変えるに当たって見直しをして増額であると

いう説明、これは理解できる説明なのですが、た

だ、同じように労務費のかかっている清掃業務の

委託料ですとか、こういうものは減っています。

労務費を見直して、３年前、毎年契約するのもあ

るのかもしれませんけれども、そういうものと比

べて金額が落ちるというのは、労務単価が下がら

ない限り出てこない現象だと思うのですけれど

も、あちこち見ますと減っているのもあれば若干

増えているのもあると。ここの整合性が取れない

ということで私は質問していますので、この点に

ついての答弁を求めたいと思います。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 それでは答弁させていただ

きます。 

 まず、文化センターの清掃、機械設備の点検業

務につきましては、役場の庁舎と一緒に契約をし

ておりまして、今手元に詳細な見積り内訳がない

ので、労務費ですとか人件費が上がり下がりして
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いるのが、予算が増えている、減っているものに

直接関係しているかどうかというのはちょっと分

かりませんけれども、それぞれ見積りをもらっ

て、毎年総務のほうから、この予算でということ

で頂いているものでございますので、内容につい

ては確認しないと分からないということで、答弁

できない状態ということで、御理解いただきたい

と思います。 

 また、そのほかのものも上がり下がりあります

けれども、こちらについては、やはり労務単価等

ではなくて、委託の内容が若干変化しているもの

もあります。例えば休日の管理、こういったもの

については、その年の開館の日数、そのときに祭

日ですとか、状況によって開館日数等も変わるの

で、こちらについては、そういう要素もあって増

えたり減ったりというようなこともございますの

で、一概に人件費の部分で下がっているというこ

とではないかと思います。御理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

〇川村委員長 平松委員。 

〇平松委員 同僚議員からも再三、コロナを理由

に挙げていると。予算全体もイベント関係は全部

予算に組んでいないという中で、ここで具体的に

各施設の項目と金額が示されていると。例えば今

までの全ての御説明であれば、今までというのは

去年まで、コロナでないとき比べれば、この先ど

んどん増えていくということはまずないという想

定で考えれば、少なくとも増えないで減っていく

方向で予算というのは組むものなのかと思うので

すけれども、そこにちょっと疑問符が出てきま

す。だから、おととしまで１００日使った、去年

は５０日だった。だけれども、今度はまた７０

日、８０日に戻していくという建前であればいい

ですけれども、町長の考え方は基本的には、どう

なるか分からないから予算は組まないのだという

スタイルでいっている中で、増えるものが出てく

るというのはどうなのかなと思うのですけれど

も、その辺、部局で詳細な説明はなかなか難しい

かもしれませんけれども、一応お聞きします。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 それぞれの業務によって、

やはり状況が異なるので、全部同じというふうな

ことにはならないかと思いますけれども、コロナ

によって減るものも確かに委員おっしゃるとおり

あると思います。例えばお客さんが使わなくなる

と開館の日数が少なくなるというのはあるかもし

れません。 

 ただ、ここの管理の部分につきましては、お客

さんが使う使わないにかかわらず、例えば会館が

開いているうちはやはり経費がかかるものもござ

いますし、状況によって補正で上げているものも

ございますけれども、管理委託等々につきまして

は、年度当初から、要は業務期間が４月１日から

ということもございますので、補正回しではなく

て当初での予算計上ということで、補正には上げ

るということではないということで、コロナの状

況を見て補正に上げるものと、一緒にならないも

のもあると思いますので、その辺は御理解をいた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 横田委員。 

〇横田委員 全体の話なのですけれども、燃料の

話なのですけれども、単価減というふうに出して

いるのだけれども、今の社会情勢を見ると、ＯＰ

ＥＣの値段も上がってきているし、先日も生協が

灯油を５円アップするというふうに出しているの

にかかわらず、単価減というのはどういうわけな

のか分からないし、それでいながらプロパンは据

置きだというのですけれども、プロパンというの

は、あくまでも原油が出てきたときに随伴で出る

のと、精製過程で出るということだから、それ

だって連動するのではないかと思うのです。 

 それというのもあるので、去年あたりを見て

も、学校教育か生涯教育か忘れましたけれども、

たしか１２月予算で補正で足していますよね。そ

ういうのが２年ぐらい続いていたのだけれども、

こういうふうにやるということは本当に予算がな

いのかというふうに思われてしまう部分があるの

で、せめて前年度並みというふうに出すのが筋で

ないかと思うのですけれども、どうなのですか。 

〇川村委員長 生涯教育課長。 

〇竹内生涯教育課長 ただいま横田委員の御質問
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で、燃料単価、現状の部分と乖離があるのではな

いかというようなことだと思います。この予算計

上につきましては、うちだけではなくて、ただ、

役場の関連施設全てそうだと思いますけれども、

こちらの新年度予算の編成時が前の年の１０月で

すとか１１月に予算編成を行います。その時点

で、年度予算の作成に当たっては、総務財政課か

ら共通経費、例えば今の燃料費、プロパンですと

か重油、灯油ですとか、そのほかにもタイヤの値

段ですとか、いろいろ共通経費があると思うので

すけれども、共通経費については、予算計上する

際に単価をこれで積算してくださいということで

財政のほうから示されていますので、それに沿っ

て、実際に会館で使っている使用量の実績を掛け

て予算を計上した結果、下がっているということ

で、今の現状に単価が乖離があるというのはおっ

しゃるとおりかと思うのですけれども、これは予

算編成時の値段ということで御理解をいただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

〇川村委員長 ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇川村委員長 それでは、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いたし

ます。 

 生涯教育課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩といたします。 

午後 ４時２６分 休憩 

───────────── 

午後 ４時２９分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の審査はこの程度にとどめ、終了したいと

存じますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

〇川村委員長 それでは、起立によって採決いた

します。 

 本日の審査をこの程度にとどめることについ

て、賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇川村委員長 起立多数であります。 

 よって、本日の審査は、これをもって終了いた

します。 

 御苦労さまでした。 

 次回、来週の月曜日、１５日１０時から始めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時３０分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


