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予 算 決 算 審 査 委 員 会 

厚 生 文 教 分 科 会 記 録 

 

招 集 日 時 平成26年10月10日（金） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時28分 開会  ～ 午前10時41分  閉会 

場所・形態 委員会室A・B 閉会中の開催 

出 席 委 員 委員長 鵜川晃匠 副委員長 星野和也 

 委員 橋本逸夫  津島 誠 

  守井秀龍  立川 茂 

  石原和人  森本洋子 

欠 席 委 員 なし    

遅 参 委 員 なし    

早 退 委 員 なし    

列 席 者 等 議長 田口健作   

傍 聴 者 議員 なし   

 報道 なし   

 一般 なし   

説 明 員 教育長 小林淸子 教育次長 末長章彦 

 教育総務課長 植田明彦 学校教育課長 小郷康弘 

 生涯学習課長 田原義大 公民館活動課長 山台智子 

審 査 記 録 次のとおり    
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              午前９時２８分 開会 

○鵜川主査 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの御出席は８名です。定足数に達しておりますので、これより厚生文教分科会を開会

いたします。 

 開会に当たり、１件お知らせをいたします。 

 本日は執行部より報告事項がございますので、分科会閉会後、厚生文教委員会を開催して報告

をお受けしたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、１０月１日付で人事異動がございましたので、教育次長より御紹介をいただきます。 

 末長教育次長。 

○末長教育次長 それでは、人事異動の報告をさせていただきます。 

 １０月１日をもって教育委員会事務局参与兼ねて教育総務課長事務取扱に植田明彦が着任いた

しました。御報告させていただきます。 

○植田教育総務課長 このたび教育総務課へ配属されました植田と申します。よろしくお願いい

たします。 

○鵜川主査 それでは、これより予算決算審査委員会に付託された議案第８０号平成２５年度備

前市一般会計歳入歳出決算の認定について中、当分科会所管のうち教育委員会関係の審査を行い

ます。 

 決算書の歳入から進めてまいります。 

 ２２ページをお開きください。 

 なお、審査に当たっては、あわせて決算説明書、主要事業実績報告書、施策評価シート並びに

議会事務局から予算決算審査委員会資料、これらをごらんいただきたいと思います。 

 それでは、２２ページから２７ページの１３款分担金及び負担金、２項負担金、４目教育費負

担金と９目教育使用料で御質疑ございませんか。 

○星野副主査 教育使用料で２７ページ、幼稚園使用料の４１万２，９００円の収入未済の世帯

数、件数をお教えください。 

○小郷学校教育課長 ４１万２，９００円の未済額でございますが、まず内訳を申しますと幼稚

園の保育料のほうが３９万８，５００円、それから預かり保育料が１万４，４００円という内訳

になっております。それから、未納者の件数でございますが、過年度分が１４件、それから現年

度分が３件、合計で１７件でございます。これは子供の数、人数ということでございます。 

○鵜川主査 ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に２８ページ、２９ページ、２項手数料、９目教育手数料で御質疑ござ

いませんか。 

○星野副主査 幼稚園手数料、督促手数料２，２００円、督促内容をお教えください。 

○小郷学校教育課長 具体的には、１件５０円の手数料ということで条例に定められておりま
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す。この現年度分が１，６００円分、過年度分が６００円分、これは保育料の手数料の督促でご

ざいます。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に２８ページから３５ページ、１５款国庫支出金、１項国庫負担金、９

目教育費国庫負担金、あわせて２項国庫補助金、９目教育費国庫補助金で御質疑ございません

か。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、４２、４３ページ、１６款県支出金、２項県補助金、９目教育費県補助金で御質疑ござ

いませんか。 

○星野副主査 教育研修諸費補助金で学力向上市町村プロジェクト補助金１００万円、内容とこ

れで出された方向性など、お教えください。 

○小郷学校教育課長 この補助金は具体的に申しますと２５年度から開始いたしました備前まな

び塾、このまなび塾の市の事業と同時期に県が学力向上で市町村を挙げて取り組みをしている市

町村自治体に補助を出そうということで、この県の補助金が創設されました。このまなび塾の歳

入に充てているということでございます。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に３項県委託金、１目総務費県委託金、５節基幹統計費委託金のうち学

校基本調査委託金、あわせて４６、４７ページの９目教育費県委託金で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、４６ページから４９ページ、１７款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入の

うち２節建物貸付収入の一部、それと２目利子及び配当金、あわせて２項財産売払収入、２目物

品売払収入で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１８款寄附金、１項寄附金、１０目教育費寄附金で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、５２ページから５５ページ、２１款諸収入、２項市預金利子、１目市預金利子、あわせ

て３項貸付金元利収入、８目奨学資金貸付金元利収入で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、５４から６３ページ、５項雑入、５目雑入の一部で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、歳入全体でお尋ね漏れはありませんか。               

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、歳出に入ります。 
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 １６８ページをお開きください。 

 １０款教育費、１項教育総務費、教育委員会費と事務局費、１７０、１７１ページで御質疑ご

ざいませんか。 

               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、同じく教育研修諸費、１７２、１７３ページで御質疑ございませんか。 

○星野副主査 負担金補助及び交付金で市教育研究部補助金、小・中合同と幼稚園、それぞれあ

りますが、ほとんど増減がないと思われます。これ金額的にこの金額で足りるんでしょうか。 

○小郷学校教育課長 これは例年この予算規模で予算を計上させていただいております。執行額

も同額でございます。これについては、主に授業研究を中心とした市の研究会を行っている関係

から、思ったより実は費用はかからず、また講師についても県教委等の指導主事を、または市教

委の指導主事で、講師にして研修会を行っておりますので、何とかやりくりをさせていただいて

いるということでございます。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２項小学校費１７２ページから１７７ページで御質疑ございませんか。 

○橋本委員 １７７ページの中段の扶助費でございます。要保護と準要保護の児童の就学援助費

１，０００万円余りが計上されておりますが、これらについて今、中学校も含めて備前市の場

合、それぞれの学校単位でやっておられるかと思うんですが、給食費ですね。未納、未収につい

て状況がわかれば教えてほしいのと、それから援助費がどういうふうな形で支払われておるの

か、保護者のところへ直接振り込みなのか、ある学校によってはこれを一旦学校が預かって、必

要なものを差っ引いて、それを渡すのか、お尋ねをいたします。 

○植田教育総務課長 給食費の未納については、申しわけありません。私のほうで把握しており

ません。 

 それから、要保護、準要保護の援助費でございますが、資料が少し足りないんですけど、保護

者からの申請になっておりますので、保護者のほうへ支払われておるものと考えております。 

○橋本委員 そのようになった場合、一旦もう保護者の手に渡ってしまうと、本当に必要なもの

が学校に納付されないというようなことも起こり得ると思います。それで、私は教職員の負担の

軽減も含めて、この学校給食費を徴収するのに大変な苦労をしておるというふうにお聞きもしま

す。ですから、できるだけ実態を調査して、負担を軽減できるようにひとつ教育委員会のほうで

指導なりしていただけたらと思います。これは要望ですので、よろしくお願いします。 

○小郷学校教育課長 ありがとうございます。 

 児童手当からの引き落としについては、これまでは過年度分について児童手当からの引き落と

しということで、その制度を昨年度つくりました。今回、この現年度分の支払いについてもそれ

ができるようにいたしまして、今該当の保護者にそのことを個別に学校からお願いをしていると

ころでございます。 
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○橋本委員 追加で、学校教育課長からの答弁があったんですけど、大変ええことで、ただ本当

に言いましたように過年度分であれば卒業してしまえばおしまいというような格好になってしま

いかねないので、現年度分からでもそういうふうな措置ができるようにして、給食費の徴収をす

る手間を教職員からできるだけ省けるような格好にしてやっていただきたいと思います。 

○津島委員 １７５ページの需用費の消耗品費で、備前焼の食器を買っとると思うんですが、そ

の食器の５０万円はこれへ入ってるか、入ってないか、ちょっと確認ですけど。 

○植田教育総務課長 この分には備前焼の食器は含んでおりません。通常の教材、プール用品、

それからパソコン、事務用品等でございます。 

○津島委員 はい、わかりました。 

○石原委員 １７３ページの負担金で、日本スポーツ振興センター負担金がありますが、この日

本スポーツ振興センターというのはどういう団体、何の負担になるんでしょうか。 

○小郷学校教育課長 日本スポーツ振興センターにつきましては、これは学校管理下の事故が発

生したことに対する保険みたいなものでございます。この制度につきましては、独立行政法人日

本スポーツ振興センター法という法律に基づいて、もう全国全ての学校で加入をしていると。具

体的に申しましたら保護者負担と、それから学校負担、この学校負担というのが、今回ここに計

上している公費の負担ということになります。幼稚園では市の負担は１人分について５５円、

小・中学校は市の負担は４９５円、高校については３９５円を負担しております。 

○石原委員 その下の教育研修諸費の負担金補助及び交付金で、特色ある学校づくり補助金とい

うのがありますが、この内容をお教えいただければと思いますが。 

○小郷学校教育課長 この補助金につきましては、各学校が地域の人的、物的資源を生かして、

その学校、地域ならではの活動を市として補助する事業でございます。例えば、備前焼の体験で

ございますとか、地域の方の協力をいただいて、いわゆる稲作体験でございますとか、そういう

各地域地域、例えば伝統芸能の獅子舞を地域の方から学ぶ、そういった謝金とか消耗品費、そう

いうようなところで各学校が使っております。 

○石原委員 その活動は、もうほぼ市内全学校でされとるんですか。 

○小郷学校教育課長 これは全ての幼、小・中学校から年度当初にどういうようなことを実施す

るのか、予算計画書を上げていただいて、それでこちらのほうで精査をして、各学校に予算配分

をしているということでございます。 

○津島委員 先ほどの備前焼の片上小学校へ食器を導入ですか、どこを見たらええんですかね。 

○植田教育総務課長 ２０１ページの給食費の需用費に含まれております。 

○鵜川主査 そのときにやってください。 

 小学校費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、中学校費に移ります。 

 学校管理費で御質疑ございませんか。１７６から１７９ページでございます。 
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○星野副主査 １７９ページ、備品購入費の図書費です。参考資料の４１ページにも出ているん

ですが、毎年課題として上がってくる標準冊数、これ伊里中と備前中が足りていません。昨年の

予算決算委員会の中で参考資料として新規購入分と廃棄分の冊数を出してほしいという要求があ

ったと思うんですが、今回は多分参考資料には出てきてないと思うんですが、今回はまだつくら

れてないということでしょうか。資料があればそれを出していただければ助かるんですが。 

○植田教育総務課長 わかりました。ちなみに、２５年実績で図書購入が中学校でしたら購入が

３，２７９冊、それから寄贈が２９３冊、廃棄が３１９冊というふうになっております。 

 小学校全体でいいますと購入が２，７９４冊、寄贈が１，１７８冊、廃棄が２，５８３冊とな

っております。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、同じく中学校費の教育振興費と学校建設費で御質疑ございませんか。１７８ページから

１８１ページであります。 

○津島委員 １８１ページの工事請負費で繰越明許費が出とんですけど、何で繰り越しになった

のか、理由を説明してください。 

○植田教育総務課長 日生中学校の耐震化工事の繰越分でございます。昨年度、２４年度に設計

見直しということで不測の日数を要しまして繰り越しとなったものでございます。 

○津島委員 こりゃあちょっと去年、そういった問題があったことです。教育委員会は我々委員

に説明もしたけど、市長は知らんぞという話になって、耐震がおくれましたな。そのときに５％

で済んだ消費税が、今８％になっとんです、４月から。それで３％分の予測は幾らぐらいじゃと

思われますか。 

○植田教育総務課長 大変単純なお答えしかできんのですけど、今繰り越した分が約２億円あり

ます。その分の３％で６００万円程度かなと考えております。（後日、答弁訂正あり） 

○津島委員 私は１，５００万円ぐらいと胸算用しとんですけどな。５億円の３％で１，５００

万円じゃないでしょうかな。それまあよろしいわ。 

 それで、この税金、６００万円をどうされるつもりでしょうかな。 

○植田教育総務課長 この６００万円の手当てという意味だと思いますが、これはもう補助金と

それから起債、一般財源で補填していくことだと思います。 

○津島委員 私は市長や職員に責任があると思うんですわ。それはどないでしょうかな。 

○植田教育総務課長 私もその当時の事情を今一つ把握しておりませんが、この設計見直しとい

うことでよりよいものをつくるために、そういった見直しをされたんじゃないんかなと思ってお

ります。結果的にはそんなに変わらなんだというようなことはお聞きしておりますが、その時点

で最高のものをというようなことで見直しをされたと考えております。 

○津島委員 ようわかりました。 

○鵜川主査 ちょっと済みません。今、津島委員の差額が答弁と違うんですが、教育総務課長が
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言われた６００万円で間違いないですか。 

○植田教育総務課長 この工事費の中の日生中学校分が、内訳としまして受変電設備が３，０２

８万４，１００円、それから耐震改築のほうが１億７，０６４万円でございます。ということか

ら、約２億円の３％ということで６００万円というふうな答弁をさせていただきました。 

○鵜川主査 津島委員、よろしいですか。 

○津島委員 よろしい。 

○鵜川主査 はい。 

 それでは、ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に行きます。４項高等学校費、１８０ページから１８３ページで御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、５項幼稚園費、１８２ページから１８５ページで御質疑ございませんか。 

○石原委員 １８５ページの需用費の中の賄材料費というのはどういう内容なんですか。 

○小郷学校教育課長 これは伊里、それから片上こども園の給食食材購入費でございます。 

○鵜川主査 ほかに。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ次に、６項社会教育費、１目社会教育総務費、１８６、１８７ページで御質疑ございま

せんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１８８ページから１９１ページの２目公民館費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、１９０ページから１９３ページの３目図書館費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、次に、１９２ページから１９５ページの４目文化財保護費で御質疑ございませんか。 

○津島委員 閑谷学校の専門委員の報酬なんですけど、これ何名分ですかな。 

○田原生涯学習課長 会議を３回やっておりまして、４人の分が３回と１人打ち合わせ等があり

まして、１人の分が１回でございます。ですから、１３名分でございます。 

○津島委員 １９５ページで同じく推進委員会の補助金内訳を教えていただきたいと思います。 

○田原生涯学習課長 こちらのほうは閑谷学校の世界遺産登録の推進委員会の補助金でございま

して、別個に設けております委員会への補助金でございます。こちらの委員は１０名おられまし

て、いろんな活動、事業を行っております。そちらの事業費に対して補助を行っております。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ次に、１９４ページ、１９５ページの５目文化施設費で御質疑ございませんか。 

○星野副主査 施設清掃委託料１７４万１９１円、この内容と委託先を教えてください。 
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○田原生涯学習課長 主に施設の清掃となっておりますが、歴史民俗資料館が７万８，５５１

円、加子浦歴史文化館が１６６万１，６４０円で、シルバーへの委託となっております。施設内

の清掃であるとか草刈り等を委託しております。 

○鵜川主査 ほかに御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ次に、１９６、１９７ページの６目青少年対策費で御質疑ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ次に、１９６ページから１９９ページの７項保健体育費、１目保健体育総務費で御質疑

ございませんか。 

○星野副主査 １９９ページの委託料、海洋スポーツ普及大会運営委託料５万円、これ例年はた

しか２万円前後だったと思うんですが、２５年度で増額になっている理由を教えてください。 

○田原生涯学習課長 海洋スポーツ普及大会を実施しているんですが、備前市の吉永のＢ＆Ｇの

指導者会に委託しておるわけなんですが、ちょっと今その増額の理由を把握しておりません。申

しわけございませんが、後ほどお答えさせていただきます。 

○鵜川主査 では、よろしくお願いします。 

○星野副主査 負担金補助及び交付金でスポーツ少年団活動補助金１３０万９，０００円、これ

も毎年同じ額が上がっていますが、少年団の人数などは把握されているんでしょうか、人数がわ

かればお教えください。 

○田原生涯学習課長 市内全域で３９０人、指導者を含めて４９５人となっております。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、２目体育施設費、１９８ページから２０１ページで御質疑ございませんか。 

○星野副主査 ２０１ページ、使用料及び賃借料で大池使用料６万６，９００円、これ２３年、

２４年は５万円となってますが、２５年に増額となっている理由をお教えください。 

○田原生涯学習課長 こちらのほうは地区の方と使用料の契約をしているんですが、所有者との

話でちょっと増額してほしいという話がありまして、契約させていただいたものでございます。 

○星野副主査 所有者、団体かもしれないですけど、どこになるのかお教えください。 

○田原生涯学習課長 南方地区長となっております。 

○星野副主査 ちょっと今覚えてないんですが、２６年度の予算額もわかればお教えください。 

○田原生涯学習課長 予算額は６万７，０００円としております。 

○鵜川主査 ほかにございませんか、よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ次に、３目学校給食費、２００ページから２０３ページで御質疑ございませんか。 

○津島委員 では、需用費をお尋ねいたします。 

 消耗品費の中へ５０万円が入っとるんですね。ここからは教育長にちょっとお伺いをさせてい
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ただきたいと思います。 

 ３月いっぱいまで、片上小学校長をされておりましたね。そのときに備前焼の食器で生徒が体

験をしとるはずです。そこで、テレビのインタビューで生徒がおいしいと答えたと言うのを私は

聞きました。それで、具体的にどのような活用をされたんですかね、片上小学校で。 

○小林教育長 年度の終わりにそういう話がありましたので、卒業前、年度の終わりのお祝いイ

ベントとして小学校の５年生と６年生、高学年２クラスで実施をしました。前に伊里小学校で県

の物を借りて試行をしたときにも、おひな祭りだか何かお節句の行事体験をしたというふうに聞

いておりましたので、栄養士のネットワークで、どういうメニューがふさわしいのかなと検討し

た結果、多分おひな祭りの前後でおすしとハマグリのおすましのようなメニューだったかと思い

ます。ですから、子供たちにはきょうはおひな祭りのお祝いイベント給食なんだというようなあ

る程度、特別な設定で行ったように思います。 

 片上小学校では、ランチルームはないんですが、１階の空き教室をランチルームとして使用し

て、やはり通常の給食とは少し異なった雰囲気の中で会を行ったと思っております。 

○津島委員 それはどのような教育効果があったと思われますか。 

○小林教育長 どこの学校でも給食は子供たちの食体験として食べるだけではなくって、情操

面、それから伝統の日本の食文化の継承、食体験、たくさんの教育的な要素を持っている活動の

一つです。そういった中で、入学のお祝い、卒業のお祝い、あるいは季節のおひな祭り、七夕祭

り、クリスマス給食、そういった通常でもイベント給食を考えてメニューの工夫をしていただい

ています。そうした中で備前焼の食器を使う、そういったイベントの中で備前焼の食器を使うと

いうことで、子供たちには備前市の子供として備前焼に触れる体験、それからやはり晴れの日の

給食というような、やはり晴れやかな特別な思いを持って、備前焼を鑑賞しながら給食をいただ

いたと思います。 

 そういった中で、やはり備前焼というものに対する親しみと、それから食べるということに対

する楽しさやある意味ありがたさ、そういったものを体験できたかなと思っております。 

○津島委員 イベント給食に大半は使われとるということですが、現在はイベント給食のないと

きには、その容器、食器はどこへ収納されとんでしょうかな。 

○小林教育長 現物を見たわけじゃありませんが、恐らく片上小学校の給食室の一部に保管をし

てあり、貸し出しの要求があったり、ほかの学校で使うというような場合は、それを移動をして

使用すると、そういう形になっているのではないかと思われます。 

○津島委員 一つ聞き忘れたんですけど、その備前焼というのは大衆窯や作家や、いろんなもん

がありますけれど、これはどこの作品を採用されたんですかね。 

○末長教育次長 備前焼の購入もとは協同組合岡山県備前焼陶友会でございます。 

○津島委員 結局、陶友会の推奨品ですな。 

○末長教育次長 備前焼食器そのものについては、小鉢はこの大きさで、平皿はこの大きさでと

いうことで、こちらが注文をしたものを入れてもらったということで、作家指定はそのときには
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なかったと思います。 

○津島委員 このたびも補正で２００セット購入予定、もう買うたんかもしれんけれど、それも

やはり陶友会の推奨品を採用されるんですかな。 

○末長教育次長 陶友会の推奨というのでなく、こちらがこの大きさのものをそろえてください

という形での話になっていこうかと考えております。まだ、着手はしておりません。 

○津島委員 よろしい。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に２０４、２０５ページの１３款諸支出金、２項基金費で御質疑ござい

ませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 歳出全体でお聞き忘れがございましたらお願いをいたします。 

○星野副主査 １７３ページ、事務局費の備品購入費、機材備品３２７万６，０００円、これ多

分、日生中の試験導入のタブレットがこれに当たるんじゃないかと思うんですが、実証実験の結

果報告は教育委員会にはされているんでしょうか。 

○末長教育次長 本年度、この委員会でも日生中学校のほうを視察に行っていただいたと思いま

す。実際にどのように使われているかというものは、報告を受けております。結果報告というの

は検証報告という正規の形ではございませんが、通常の形での効果というようなことも先生のほ

うから確認させていただいております。 

○星野副主査 正規の形での結果報告っていうのは出してもらう予定なのか、もう簡単な結果報

告のみなのか、そのあたりをちょっと教えてください。 

○末長教育次長 実は、２６年度でもタブレットの購入ということで、いろいろ学校の情報部会

に投げかけをさせていただいております。その情報部会を引っ張っていただいているというの

も、その先生方に入っていただいているその成果でございます。ですから、結果というものをそ

こで求めるというより、その場で発表していただくで終えるつもりではおります。 

○星野副主査 じゃあ教育委員会会議には、資料として結果報告っていうのはされないんです

か。 

○末長教育次長 今の段階で日生中学校での実証実験による結果というものを出すという予定は

ありません。 

○鵜川主査 ほかにございませんか、歳出全体で。 

○石原委員 先ほど幼稚園のほうで賄い材料費をお教えいただいたんですが、小・中学校の学校

給食においてのそういう食材といいますか、そういう費用はどこを見たらよろしいでしょうか。 

○小郷学校教育課長 幼稚園については賄い材料費ということで市の歳入歳出に入っております

が、小・中学校の学校給食費については、これは学校預かり金という性格で、市の歳入歳出には

入っておりません。それ以外に、例えばＰＴＡ会費とか教材費とかそういうふうなものも小・中
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学校については同様に学校預かり金の枠の中で、市の歳入歳出には入っておりません。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

 歳入歳出全体でもお聞き忘れがございませんか。ありましたら御発言を願います。 

○津島委員 教育委員会関係で債務負担行為なるものはどんなもんか、簡単に教えていただきた

いと思います。 

○末長教育次長 財政的な言葉でいうところの債務負担でございますから、本年予算に計上して

いなくとも翌年またはそれ以降の年に係る債務をあらかじめくくりを設け、その年において予算

はないが、これだけのものを執行できるというふうに権利的なものを利用したものが債務負担で

あると考えております。 

○津島委員 その中で、私はタブレットが一番問題になっとると思うんです。恐らくガラケーと

一緒でどんどん値段が下がっていくようなタブレットをリース契約すると、必ず損害が発生する

と思うが、何でというたら値段がわからん、リースは。 

○末長教育次長 これ何回かお答えさせていただいたと思うんですけども、タブレットといった

りする電子機器につきましては、あるロットになりますとおいそれとすぐに調達できないという

ちょっと難しい点もございます。ですから、見た目に今入ってないから着手してないのかと思わ

れるかもわからんのんですけども、実際にはこのことにつきましては既にプロポーザルも終えて

おり、もう導入のほうにつきましてかなり進んだところに行っております。 

○津島委員 現在、中３の生徒は何人おるんでしょうか。 

○末長教育次長 本年５月１日現在で３０４名です。 

○津島委員 来年、生徒は何人減になりますか。 

○末長教育次長 来年の生徒数のことですね。３年生だけでいえば３年は若干増になるんであり

ますが、しばらくお待ちいただきたいと思います。 

 本年、中学生全体で９３０人が９１５人ということで、中学生だけでいえば１５人減というこ

とになります。 

○津島委員 市長答弁では、１学期導入というて、こりゃいけんから１０月導入というて、ころ

ころ猫の目のように変わりよんですけど、恐らく来年１００人減になると思うんですわ。その算

用はやりよんですかな。 

○末長教育次長 一応、全ての児童には行き渡るようには考えております。減というより、まず

行き渡ることで考えております。 

○津島委員 現実、中学３年の親御さんは、もうクレームが出よんですわ。うちの子、タブレッ

トをさわる間がねえぞというて、余談事ですけれどそれをよう把握しといておいてください。 

○鵜川主査 ほかに歳入歳出全体でお聞き漏れはありませんか。 

○石原委員 １８７ページの工事請負費の中の解体撤去工事６１３万３，０５０円は何の解体。 

○田原生涯学習課長 香登教育集会所の撤去工事でございます。 

○鵜川主査 ほかにはございませんか。 
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○森本委員 １７９ページの中学校費のところで委託料で遊具安全点検委託料が２４年度は１５

万円から使われてたんですけど、今回５万４，０００円ということで遊具の安全点検というのは

全校されているのか、それとも毎年順次違う学校を行われているのか、それを教えてください。 

○植田教育総務課長 これは毎年行われていると思います。金額の下がりは委託先の変更かと思

われます。 

○鵜川主査 思われますじゃなしにはっきり言うてください。 

○植田教育総務課長 申しわけありません。ここは完全に把握しておりません。通常は、以前の

担当で言えば、公園でしたら毎年２万円幾らの額でできますので、そういう金額でできるかと思

っております。 

○森本委員 ということは、委託先をかえたからこんだけ減ったというふうに受けとめていいん

ですね。 

○植田教育総務課長 済いません、この金額、後ほど調べさせていただきます。 

○鵜川主査 委託先も含めてお願いします。 

○植田教育総務課長 委託先と内容的なもの、わかりました。 

○鵜川主査 ほかにございませんか。 

○石原委員 教育委員会関係だけでも歳出でかなりの委託料にはなると思うんですけれども、こ

の委託料の相場というのが僕らも専門ではないんでわからんのんですけど、この委託料全般につ

いてを少しでも低く抑える努力はされとんでしょうか、毎年しっかりとなされとんでしょうか。 

○末長教育次長 教育委員会では多くの施設管理をしておりますので、当然にかかってきます電

気保安であるとか警備、また浄化槽であるとか消防設備であるとか、そういったものにつきまし

てはできるだけ適正な価格になるように、入札で業者を決定させていただいております。ただ、

近年電算システム等の委託料というのが多くなっておりますので、その件につきましては、より

内容を精査して、新たな費用負担にできるだけならないようにとはさせていただいております。 

○石原委員 施設の管理とかそういう委託も入札で決めとられるということでいいんですかね。 

○末長教育次長 多くの施設管理に係る委託は入札をさせていただいております。 

○石原委員 こういったところの部分、それから人件費も含めてを少しでも低く、いかに抑えて

いくかというのが一般家庭でもそうですけども、少しでもこういう安くできるところをしっかり

とこれからも取り組んでいただきたいと思います。 

○鵜川主査 それでは、主査を交代します。 

              〔主査交代〕 

○星野副主査 主査の職を交代いたします。 

○鵜川主査 要するに委託料を抑えて経費削減ということを今、石原委員が言われたんで、その

ときに入札ということは随意契約があると思うんですが、その随意契約をしっかりどこまでして

いくかというような検討というんか、見直し、あるいは地元業者を使うからというような関連、

その随意契約のあり方というものは少し委託料を抑えるという意味で入札との関連で、どのよう
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に考えられとるか教えてください。 

○末長教育次長 随意契約のことでというふうにお答えさせていただきたいかと思います。随意

契約は、地方自治法施行令の規定によりますところで随意契約ができるもの、通常は入札、また

は指名競争というふうになっている中で、随意契約はこういう場合にだけできるということです

から、明確な理由のあるものしか随意契約には持っていっておりません。 

○鵜川主査 わかるんです。要は、そこの業者しか専門的なことができんのだというようなこと

が、その随意契約に上げるというのが考えられるんですけども、その規定に基づいてやっている

ということなんで、要するに経費を節約するために、石原委員の関連で聞きよんですけど、その

ためには随意契約だって安くできるところがあれば、それをやっていくように当然見直しもする

必要があるんじゃないんかというふうに思われるんですけども、そういうふうに決まりは決まり

なりに、それに相当しとることでやっとんじゃと言われりゃそれまでなんですけど、その辺のお

考えをちょっとお聞きしたかっただけです。 

○末長教育次長 競争入札に付するより、より安価であれば、随意契約ができるという規定はご

ざいますので、随意契約のほうが安くなるという場合もおっしゃられるように存在します。 

○鵜川主査 わかりました。 

○星野副主査 主査の職を交代いたします。 

              〔主査交代〕 

○鵜川主査 ほかに歳入歳出全体でございませんか。 

○田原生涯学習課長 失礼します。先ほど星野委員の質問に答弁してなかった部分について答弁

させていただきます。 

 海洋スポーツ大会の普及委託料の関係でございます。１９９ページ、こちらのほうにつきまし

ては、海洋スポーツ普及大会に資格を有する指導員を配置しております。一昨年までは職員で対

応していたのですが、職員の方が退職され、その方の報酬がふえたため、その年度につきまして

は増額をさせて委託したということになっております。（後日、答弁訂正あり） 

○鵜川主査 ほかにはございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃあ、ないようですので、議案第８０号中、当分科会所管部分のうち教育委員会関係につい

ての質疑を終結してよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、議案第８０号中、当分科会所管部分のうち教育委員会関係に

ついての質疑を終結いたします。 

 以上で予算決算審査委員会に付託された議案第８０号平成２５年度備前市一般会計歳入歳出決

算の認定について中、当分科会所管部分のうち教育委員会関係の審査を終了いたします。 

 なお、来る１５日水曜日は市民生活部、保健福祉部所管部分の審査を行いますので、よろしく

お願いをいたします。 
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 それではこれをもちまして厚生文教分科会を閉会いたします。 

              午前１０時４１分 閉会 


