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予算決算審査委員会記録 

 

招 集 日 時 平成30年10月29日（月） 午前9時30分 

開議・閉議 午前9時30分 開会  ～ 午後2時36分  閉会 

場所・形態 委員会室ＡＢ 閉会中の開催 

出 席 委 員 委員長 橋本逸夫 副委員長 田口豊作 

 委員 尾川直行  土器 豊 

  掛谷 繁  守井秀龍 

  川崎輝通  沖田 護 

  中西裕康  青山孝樹 

  藪内 靖  西上徳一 

  石原和人  森本洋子 

  星野和也   

欠 席 委 員  なし   

遅 参 委 員  なし   

早 退 委 員  なし   

列席者等  議長 立川 茂   

説 明 員 教育部長 川口貴大 教育振興課長 大岩伸喜 

 学校教育課長 朝倉 健 幼児教育課長 波多野靖成 

 文化振興課長 田原義大 社会教育課長 横山裕昭 

傍 聴 者 報道関係 なし   

 一般傍聴 なし    

審査記録  次のとおり    
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              午前 ９時３０分 開会 

○橋本委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの御出席は１５名全員でございます。定足数に達しておりますので、これより予算決

算審査委員会を開会します。 

 本日は、議案第７８号平成２９年度備前市一般会計歳入歳出決算の認定について、教育部関係

の審査を行います。 

 別冊の決算書をごらんください。 

 審査は所管別分類に基づいて行いますが、まず歳入から審査を行います。 

〇尾川委員 決算書の２４、２５ページの児童福祉使用料で、病児等保育施設利用料で３万５，

０００円あがっとるんですけど、その詳細を教えてください。 

〇波多野幼児教育課長 詳細でございますが、２９年度は伊部保育園で実施をしております。利

用料がお一人２，５００円で、１４人の方に利用していただきましたので、その歳入を決算にあ

げております。 

〇尾川委員 牛窓のほうと提携してるのがあると思うんですけど、そのへんはどうなんですか。 

○波多野幼児教育課長 この事業自体は子育て支援課のほうで実施しておりまして、ここの使用

料としましては保育園の利用分だけ上げている次第であります。 

○尾川委員 トータルわからんわけ。そんな管理はしてないんですか。 

○波多野幼児教育課長 牛窓のほうの利用については、私どもではわかりません。 

○尾川委員 担当縦割りというのはようわかるけど、病児保育トータルの捉え方というのは、も

う少し広い目で見て対応していく必要があるんじゃねんかな。もっと全体的に捉えて対応してい

くという必要があるんじゃねんかな。 

○川口教育部長 子育て支援施策ということで、全体的に捉えてということは御指摘のとおりだ

と思います。ただ、子育て支援施策自体は保健福祉部のほうで担当しておりますので、保健福祉

部のほうにおいては全体像を把握して総合的に進めておるということになります。教育部として

全体を把握してないことは、大変申しわけございません。 

○尾川委員 同じことをしつこう言うたらあれですけど、一番現場は、保育園とかこども園とか

が全面に出て対応していきょうると思うんですよ。じゃから、その辺があるからちょっと気にな

って、病児と保育というのは先生方はどう思われとんか、それとも私らはどうじゃとか、保護者

はどうじゃろうかとかというふうなことをちょっとお聞きしたかったんですわ。わからんならよ

ろしい、あっちで聞きますけどね。 

○川口教育部長 済いません。教育部としては全体像を把握しておりませんで、大変申しわけご

ざいません。 

○沖田委員 ２６ページから２７ページにかけて教育使用料の中の上から３番目、加子浦歴史文

化館使用料が３，９００円ですか。何か異常に少ないんですけど、これだけ入館者が少なかった
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というふうに判断してよろしいんでしょうか。 

○田原文化振興課長 加子浦歴史文化館については、平成２９年度から入館料自体は無料の施設

にしております。今回の３，９００円というのは部屋の使用料で、和室が３回、空調施設等で合

計が３，９００円ということです。 

○沖田委員 これはどういう経過で無料にしたんですか。 

○田原文化振興課長 加子浦歴史文化館は、ずっと有料施設ということで運営をしてきたんです

が、年間の入場料の徴収についても１００万円を切る数十万というような中で、もっと観光と

か、そういった方々に来ていただいてみていただきたいということもあって、平成２９年度から

無料の施設として開放をしております。 

○沖田委員 職員も置いてるわけですよね。無料にするというのは、ほかの施設との整合性です

よね、言ってる意味はわかっていただけると思うんですけど、有料があり無料があり、入館者が

少ないから無料、あるいは観光施設として無料にすると。じゃあ、ほかも無料にしたらどうかと

いう議論もあると思うんですけども、その辺の背景はどうなんでしょう。 

○田原文化振興課長 備前市内には文化施設がたくさんございます。まず、加子浦歴史文化館、

埋蔵文化財管理センター、歴史民俗資料館、こちらについてはいずれも無料の施設となっており

ます。また、ミュージアムに関しては有料の施設ということで運営をしておるわけでございます

が、博物館法というのがございまして、本来は博物館は無料で提供しなさいと。ただし、入館料

を徴収することができるというような形で広く国民にその文化に親しんでいただくようにという

法律の趣旨がありまして、基本的には無料でやっていきなさいと。ただ、やむを得ず取ることも

可能ですよというような形の法律の趣旨がございまして、備前市におきましてはミュージアムを

有料施設ということで運営をしております。 

○掛谷委員 ２２ページから２３ページの、民生費負担金の４節の中で日本スポーツ振興センタ

ーの負担金が１８万９，８４０円。さらに下のほうへ行きますと、４目に今度は教育総務費負担

金の中にも日本スポーツ振興センター負担金８９万１，０２０円。費目が違うんで別個でされて

るんですけど、同じところにされているという、これは計上の仕方でしょうがないんだろうけど

も、どういう割合になってるんかということと、これは昨年からもずっとやってるわけなんです

けども、継続して別で分けていかざるを得んのですかね。 

○波多野幼児教育課長 保育園費負担金のほうに計上しております日本スポーツ振興センターの

負担金でございますが、こちらにつきましては公立保育園、公立こども園、私立の無憂華保育園

分につきまして計上をしております。 

○大岩教育振興課長 教育費負担金の８９万１，０２０円のほうですけど、小学校が１，１５３

人、中学校７０８人で、１人当たりの単価が４５０円ですので、８３万７，４５０円。高等学校

が４１人、単価が６１０円で２万５，０１０円。幼稚園１１９人、単価が２４０円で２万８，５

６０円のトータルで８９万１，０２０円となっております。 
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○掛谷委員 これは、ずっと永遠に続くんですかね。しなくてもいいんですか、極端に言えば。 

○大岩教育振興課長 学校管理下におきまして疾病、負傷、障害または死亡等にかかわる保険料

でございますので、ずっとこれからもかかっていくような制度でございます。 

○掛谷委員 これは、保険料と見ていいんですか。 

○大岩教育振興課長 はい。そのように御理解していただければと思います。 

○守井委員 ２７ページの社会教育使用料のところで、行政財産使用料が７１万２，５２５円入

っておるんですが、どういう内容で入ったんでしょうか。２８年度と比べて非常にふえておった

ような気がするんですけど。 

○田原文化振興課長 こちらにつきましては、備前焼ミュージアムの携帯電話の電話基地局が６

０万５，２０５円、それと埋蔵文化財管理センターの収蔵庫の駐車場の貸し出しが１０万６２０

円、同じく埋蔵文化財管理センターの土地で気象台にお貸ししております分が６，７００円でご

ざいます。合計が７１万２，５２５円となっております。 

○守井委員 基地局というのは、２９年度から設置されたというようなことになってるんです

か。 

○田原文化振興課長 こちらは、以前からでございますが、社会教育使用料に上げておりますの

が今年度からということだと思います。 

○守井委員 ３３ページの教育費国庫補助金なんですが、文化財保護費補助金の中で埋蔵文化財

調査事業補助金というのが入ってるんですが、内容はどうだったか教えていただけますか。 

○田原文化振興課長 こちらにつきましては、国宝重要文化財等保存整備費補助金でございまし

て、遺跡の発掘等の調査事業、遺物整備でありますとか実測、報告書の作成、不老山の東口の窯

跡の出土品の１，７００箱に及ぶ遺跡のうち一部の修復を行った後、器種分類等を実施しており

ます。また、完成品に近い個体や資料的に図化する価値のある個体を実測して報告書等を作成し

ておる事業でございます。 

○守井委員 文化財調査ということで、遺跡の発掘をやられたんかと思うんですが、どっかに遺

跡を発掘されたんですか。 

○田原文化振興課長 不老山の東口の釜跡の出土品、こちらのほうは以前もう出土してあるやつ

を整理をしていっております。その整理の実測、遺物整理を行ってるということでございます。 

○守井委員 それじゃあ、２９年度で遺跡を発掘したというわけではないということで理解しと

っていいんですか。 

○田原文化振興課長 はい、そうです。 

○守井委員 あとの整備についても補助金がおりるという解釈でよろしいんでしょうかね。 

○田原文化振興課長 遺物の整理等については、補助金の対象となってきます。 

○掛谷委員 ３３ページ、教育費、９目の教育費国庫補助金の中で、６節学校管理補助金でへき

地児童生徒援助費等補助金が１１９万円出ておりますが、このへき地というところの対象はどこ
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を指すのか。何人対象なのか。これの基準というのはどういうものなのかについてちょっとお伺

いします。 

○大岩教育振興課長 昨年３月に神根本で起きましたスクールバスの正面衝突の事故に伴いまし

て、そのバスの代替え車を購入した分の２分の１の補助金でございます。 

○守井委員 ４３ページの教育費県委託金の中で、教育研修諸費委託金の小学校における不登校

対策実践研究事業委託金という事業があるんですが、当初予算に比べて非常に減少しておるんで

すけれども、これはどういう理由ですか。 

○朝倉学校教育課長 当初希望している学校があったんですけれども、なかなか指導していただ

ける方が見つからなかったというところがありまして、実施可能なところということで減少して

おります。 

○守井委員 実績によって減少になったという解釈でよろしいんですか。 

○朝倉学校教育課長 そのとおりです。 

○掛谷委員 ３７ページの民生費県補助金、７節児童福祉総務費補助金で、第３子以降保育料無

償化事業費補助金が出ております。備前市においては、第１子、第２子目以降が２分の１、第３

子以降は無償化というような流れの中で、この４９８万５，０００円というのは、国の施策の中

で補助がいただけるということでしょう。これだけいただいてるという根拠と、備前市は第３子

以降の保育料無償化のトータル、その中でこれはどれぐらいの額になるんか、何割になるんか、

補助金がどれだけの割合あるんかというところをちょっと教えてほしいんですけど。 

○波多野幼児教育課長 これにつきましては、国における政策は低所得者の多子世帯の保育料の

軽減のみでございまして、岡山県が独自の事業といたしまして第１子の年齢上限と同時の入所要

件をなくして、子供がいる世帯の第３子以降の保育認定の子供、３歳未満児の保育料を無償化し

たものでございまして、県のほうから入ってくるお金でございます。 

 備前市におきましては、平成２９年度の対象者が３３０人おります。この３３０人について

は、所得の多い少ない関係なく県のほうから入ってくるお金でございます。備前市の無償化につ

きましては、歳入が昨年４，３４４万円ということでしたので、この４９８万５，０００円につ

きましては、そのうちの約１０分の１までいきませんが、それ近いお金が県のほうから入ってき

ている次第でございます。 

○掛谷委員 流れは大体わかりました。ということは、誤解というか、よく理解しておかない

と、備前市は第３子目全部無償化よというのはあるんですが、今のは低所得者も関係なしに３歳

未満の人は県から補助金をもらってるんで、備前市の持ち出しというのは当然ないということで

理解していいんでしょうね。 

○波多野幼児教育課長 はい。第３子以降につきましては、持ち出しはございません。国か県か

は、所得に応じた形かそれでないかの差でございます。 

○守井委員 先ほどの同じところで、４３ページの教育費県委託金の中に、学校活性化モデル事
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業委託金６０万円が計上されていますが、当初予算では計上されていなかったので、補正で上が

ってきたんだろうと思うんですけれども、この事業についての説明をお願いいたします。 

○朝倉学校教育課長 昨年、小中一貫教育推進課のほうで進めておりました小中一貫教育にかか

わる調査研究の費用であります。 

○尾川委員 ４１ページの教育費県補助金、岡山チャレンジワーク１４補助金ということで、金

額は少ないんですけど、県のほうはかなり抑えてきとんですけど、市としてはどういうふうに考

えてますか。これは２９年度決算ですけど、最近は参加者が多いというふうに聞いとんですけ

ど、そのあたりの対応というんですか、考え方をちょっと説明してください。 

○朝倉学校教育課長 これは、当初県のほうで始めたときには、全ての学校で全ての経費に対し

て一定の基準を設けて２分の１補助という事業でしたが、その後、県のほうが縮小しまして保険

料のみ補助という形になっております。備前市においては、非常に意義がある活動と思っており

ますので、中学校２年生の全生徒が対象になりますが、県の補助あるなしにかかわらず、従来ど

おりの取り組みができるように補助をしております。 

○尾川委員 このチャレンジワークは大切な事業じゃと思うとりますんで、ぜひ継続してお願い

したいと思います。 

○中西委員 それでは、２２ページの分担金及び負担金の保育園費負担金、広域入所市町村負担

金というのが３９０万８，７２０円計上されていますが、これは恐らく補正予算で上がってきた

ものだと思うんです、当初予算はありませんから。なぜこういうものが当初予算に入らずに補正

予算で入ってくるのか。私は、補正予算を聞いてませんので、補正予算を聞いてる委員はよく御

存じだと思うんですけども、私はその中身について教えていただきたいと思います。 

○波多野幼児教育課長 広域入所の市町村負担金でございますが、当初予算を立てたときには、

ほかの市外からどれくらい入ってくるかという予測がつかないので、あらかじめ補正で対応をす

るということにしていたということでございます。 

 中身につきましては、平成２９年度は８人おりまして、岡山市から備前市のほうに広域入所さ

れている方が７人、倉敷市から備前市のほうに広域入所されている方が１人ということでござい

ます。いずれも備前市内でお預かりする理由については、出産に伴う里帰り出産、あるいは２

月、３月に備前市外に引っ越しをした場合、あと一月で卒園ということになりますので、そのま

ま備前市内の園に通園して、卒園をさせてあげたいというあたり、それから出産以外でも病気等

による里帰りに伴って他市の方が備前市のほうで保育をされる場合に適応をしております。必ず

しも入れるものではなく、３歳から５歳等のあきがある場合に該当の市町村と話をいたしまし

て、その市町村のほうから私どものほうで保育した分についてはお金が支払われるというような

仕組みでございます。 

○中西委員 ３２ページ、３３ページの教育費国庫補助金、学校管理費補助金でへき地児童生徒

援助費等補助金、これはお話では神根小学校のスクールバスの事故に伴い代替えの車を買ったと
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いうことでお伺いしたんですけど、参考までに、神根小学校はもう閉校になってるわけですの

で、このスクールバスというのは一体どこに今行ってるんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 吉永小学校でございます。 

○中西委員 ４０ページ、４１ページですけども、教育費県補助金、教育研修諸費補助金、落ち

着いた学級づくり支援事業補助金、これは当初の予算では６７万９，０００円が計上されていま

す。決算では５５万３，３００円。この当初予算と決算での金額の差は何だったんでしょうか。 

○朝倉学校教育課長 これは、Ｑ－Ｕ検査を学校で実施するということで、学校のほうの希望を

聞きまして、県のほうに予算要求をいたしました。県のほうが基準にのっとってまず金額のほう

を決めてきたところもございます。それからまた、学校のほうで最終的に実施するときに再度確

認をいたしましたところ、当初の希望と実施学年等が異なっていることによって減少しておりま

す。 

○中西委員 県の基準は基準であるとしても、当初の希望した学校のほうが事業内容が変わって

きてると、最初のときと。学年が違うんか、事業の中身が違うんか、なぜそういうことが当初の

予算で上げたときと実際のときと違ってきたのか。 

○朝倉学校教育課長 当初、希望調査をするときにはかなり多くの学校が手を挙げられるんです

けれども、検査を年に２回行うものですので、対象学年、対象児童等を勘案して変更が例年入っ

てくると。例年多少予算のときと実際希望する学年が少なくなるということが起こっておりま

す。 

○中西委員 ５２ページ、５３ページ、奨学資金貸付金元利収入、ここで奨学資金返還金が計上

されていますが、これは何人分なんでしょうか。 

 それから、その下は繰上償還分ということですから、恐らく今までの奨学資金をやめるとい

う、ここは何人なのか。 

 それから、滞納繰越分ですけれども、これも何人なのか教えていただきたいと思います。 

○横山社会教育課長 まず上から、奨学資金返還金につきましては４４人です。その下、繰上償

還分はこの年３人。滞納繰越分につきましては、１６人でございます。 

○中西委員 ちなみに、この時点での奨学資金の受給者数というのは、何人ぐらいになるんでし

ょう。本来なら奨学資金を返していく人たちというのは、何人ぐらいになるのか。 

○横山社会教育課長 先ほど申し上げたトータルの６３人になると思います。 

○中西委員 ６３人が受給者と思っていいですか。 

○横山社会教育課長 はい。 

○中西委員 そうすれば、奨学資金を返還しなければならない人たちは何人いるんでしょうか。 

○橋本委員長 ちょっと暫時休憩します。 

              午前１０時０５分 休憩 

              午前１０時０７分 再開 
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○橋本委員長 それじゃあ、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

○横山社会教育課長 申しわけございません。先ほどの奨学資金の受給している方、平成２９年

まで７名でございます。ちなみに、平成３０年新規７名ということで、現時点で１４名というこ

とになります。 

○中西委員 返還をしなければならない人たちというのは何人いるんですか、毎年払わなければ

いけないという人たちは。 

○横山社会教育課長 現時点で５４名です。 

○守井委員 ４７ページの、物品売払収入で、書籍・冊子売払収入というのがあるんですが、き

ょういただいた決算審査委員会資料によると、７０万１，８００円の内訳がいろいろ分かれとん

ですが、文化振興課で６８万１００円というようなことになっとんですが、どういうのが出たの

か、書籍を教えていただきたいと思います。 

○田原文化振興課長 文化振興課分ですが、備前焼ミュージアムの図録代が４９万９，９００

円、生涯学習課の時代であったときの文化財係で歴史フォーラムの冊子、こちらのほうが４万

８，０００円、歴史民俗資料館においての冊子関係が８万１，４００円、埋蔵文化財管理センタ

ーで３万８００円、加子浦歴史文化館で２万円でございます。 

○中西委員 ５２ページから５３ページの５項雑入、弁償金、損害賠償金、これは全額ではない

んかと思うんですが、私もきょうのこの資料の所管別分類表の中でこの損害賠償金の中に教育費

の分があるというのは、これを見て初めて知ったんですけども、これは何が入ってるんでしょう

か。 

○大岩教育振興課長 先ほど申し上げました神根本のスクールバスの件でして、１０対０の割合

で相手方が悪いということで、相手方から入った弁償金でございます。 

○中西委員 金額としては幾らぐらい入ったんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 そのうちの２２６万６，６００円、車体相当分でございます。 

○橋本委員長 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑漏れがあれば最後でまた調整をいたします。 

 それでは引き続き、歳出に移ります。 

 別冊の所管分類表の１３ページからでございますが、歳出だったら教育関係どこでもいいとい

うような格好で進めていけたらええとは思うんですが、よろしいか、分けなくって。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、教育部関係で質疑をするページ数を明示してください。所管別分類表の１３ページ

の５段目からが教育費が入ります。だけど、その上の民生費も児童福祉費は教育部関係というこ

とで、１３ページに全部出ております。 

○守井委員 決算書の１６９ページ、事務局費、賃金の中にスクールバス運転員賃金ですが、２
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８年度が３，３００万円ほどで、２９年度は３，０００万円ほどに減額になっております。２９

年度からスクールバスはふえてるんじゃないんかと思うんですけれども、予算的には少なくなっ

てるということなんですが、どんな理由なんかを教えていただけたらと思います。 

○大岩教育振興課長 スクールバス自体はふえてはございません。賃金形態のパート勤務者がふ

えたということで減額になっております。あと、１人やめられた方のまだ採用ができてないよう

な状況でございますので、そういった関係で減額となっております。 

○守井委員 スクールバス自体の運用は変わっていないということで理解していいんですか。 

○大岩教育振興課長 台数と路線的には変わってはございません。 

○掛谷委員 １７１ページの１８節の備品購入費で、ここでは公用車が１台分かな。それから下

に、スクールバスもございますが、どういう理由で、どこに配置されてますでしょうか。 

○大岩教育振興課長 公用車１台分の７１万６，３４０円につきましては、教育振興課の施設係

で購入しております。スクールバスにつきましては、先ほどから出ております神根本の交通事故

に伴います代替車で購入しております。 

○掛谷委員 公用車７１万６，３４０円というのは、これは余り大きな額ではないようなんです

けども、どういったことで使ってますか。あと、軽四自動車ですか。 

○大岩教育振興課長 軽四自動車のスズキエブリイでありまして、主に施設係が学校関係の修繕

とかいろいろなところに出向くときに使う公用車でございます。 

○沖田委員 １７５ページ、小学校費の２目教育振興費の使用料及び賃借料というところで、電

算機器借上料で４，１００万円ほど出てるんですけども、タブレットはたしかもうリース期間は

終わってますよね。これは、パソコンの借上料になるのか、ちょっと詳しく教えていただきたい

んですけども。 

○大岩教育振興課長 パソコンとテレビ、それからモニター関係のリース料でございます。 

○沖田委員 テレビとかモニターもリースになってるんですか。何年か前、予算書を見てたら、

借り上げで出てたような気がするんですけど。こちらの評価シートのほうでも主な事業費はここ

に上がってはいるんですけど、４，１００万円というたらパソコンの使用料としては意外と多い

んですけど、じゃあ何台分ぐらいに相当するんです。 

○大岩教育振興課長 パソコンが５８７台、プラズマテレビが９２台、プリンターが２６台で

す。平成３０年３月３１日までのリース期間ということで、ＮＥＣのキャピタルソリューション

ズからリースをしておりました。 

○沖田委員 パソコンのリースというのはよく理解できるんですけども、テレビなんかは買い取

ったほうが安くなるんじゃないんですか、入札して。リースのほうが高くなるでしょ。テレビだ

ったら恐らく最低１０年ぐらいは使えると思うんですけど、そういうことも検討しなかったんで

すか。 

○大岩教育振興課長 買い取りということもあります。リース期間が満了しましたら無償譲渡と
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いうことでいただけるんですけども、その当時の財政的な面で一遍に払うのがなかなか苦しいと

きにはリースと。５年で割ってからっていうのは、その当時考えていたことだろうと今は考えて

おります。 

○沖田委員 パソコンについても人数は減りますけど、同じ台数は更新し、タブレットと併用し

ながらパソコンは考えていこうということになってはいるんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 ウィンドウズ７が３２年１月にサポート期間が満了しますので、まずは先

生のパソコン３４０台ぐらいを、財源的なものもありますけどリースで今考えております。それ

から、テレビにつきましては故障まで何も問題ありませんので。あと、タブレットにつきまして

は、パソコン教室はもうタブレットで代用ができると思うんで、ディスプレーをタブレットと接

続してパソコンとして使うと。タブレット内で操作するということで、パソコンのリースは今の

ところ縮小の方向で考えております。 

○沖田委員 参考までに、生徒用のパソコンについて、今はエクセル、ワードとパワーポイント

は何台かに１台っていう形で入れてるんでしょうか、教えていただきたいんですが。 

○大岩教育振興課長 生徒用は、エクセル、ワードは入っておりません。このたびから入れる予

定にはしております。〔後刻訂正あり P26〕 

○沖田委員 生徒用のパソコンは無料ソフトを使ってるということですか。何もなければ打てな

いでしょう。 

○大岩教育振興課長 ソフト的には、ベネッセのライセンスが、タブレット内に入っております

んで、それで授業中にドリルであるとか、そういったことでは使っておりますけども、ワードと

かエクセルというのは子供たちは使っておりません。 

○沖田委員 ごめんなさい。私の聞き方が悪かった。私は、今パソコンが５００何台ある部分に

ついてのソフトは普通のエクセル、ワードを使っておられたのですかということをお聞きしてい

るわけで、その中の、例えば１０台に１台ぐらいはパワーポイントなども入れているのかという

基本的なソフトのお話。タブレットじゃありませんよ、パソコンのほうをお聞きしてるんですけ

ど。 

○大岩教育振興課長 先生用の分につきましてはちょっと確認不足なんですが、入ってると思う

んですけども、子供用については入ってないと思っております。今回のパソコンのリース期間満

了に伴いまして、今後はエクセルとワードを入れていくような考えではございます。 

○沖田委員 ちょっとつじつまが合わないんですけど、今のお話を整理すると、パソコンはリー

ス期間が終了するとやめて、今のタブレット端末を使ってパソコンのかわりにするように聞こえ

たんですけども、ただしそれではタブレットのほうもリース期間が終わってもう５年目ぐらいに

なるわけですから、これはバッテリーの寿命が切れるわけですよね。決算をきちっとしてみとか

ないと、またこれ以上のお金がかかるわけですから、その辺をお聞きしてる。ちょっと総括し

て、今１本に絞るというふうに聞こえたんですけど、それでいいんでしょうか。 
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○大岩教育振興課長 パソコン教室にありますディスプレーはそのまま使いまして、タブレット

をパソコンのディスプレーにドッキングさせまして、キーボードで操作できるようなシステムを

考えております。パソコンのかわりがタブレットということでございます。 

○尾川委員 １７２、１７３ページの遊具安全点検委託料なんですけど、非常に減額になっとる

んですけど、減額理由はどういうことなんですか。 

○大岩教育振興課長 入札による減でございます。 

○尾川委員 内容は、きちっとしたことをしてもらえとんですか。半額に近かろう、前回に比べ

たら。 

○大岩教育振興課長 点検報告書の添付や、不備なところは直していただいておりますんで、何

とも申し上げれませんけど、不備はないとは思います。 

○尾川委員 点検報告書というのは、教育委員会のほうも回ってくるんですか。 

○大岩教育振興課長 はい、回ってきます。 

○尾川委員 そしたら、その内容はある程度わかると思うんですが、普通学校の施設というのは

古うなりょうて、かえって修理が必要になったり、更新が必要になったりするのを聞くことがあ

るんじゃけど、その点検がうまく行えとんかなあという保護者からの要望があったりするんです

よ。業者が変わったんかどうか知らんけど、極端に安くなっとる。小学校にしても安けりゃあえ

え、中学校にしてもかなり下がってきとると思うんで、そのあたりの心配や懸念はないんですか

な。 

○大岩教育振興課長 入札の段階で仕様書等によりましてそういった報告書の添付であるとか写

真の添付であるとか、そういった点検報告書をいただいておりますので、今保護者の方からお聞

きしたということなんですけど、その辺は私のほうはちょっと聞いておりませんけども、業者の

ほうにはそういったところでお願いしておりますんで、不備はないとは思います。 

○尾川委員 業者は、経験があるような業者。 

○大岩教育振興課長 岡山のほうにあります株式会社ティ・シー・シーということでお聞きして

おりまして、全く経験がないということはないです。 

○尾川委員 安うなるのはええことなんですけど、安かろう悪かろうになってもいけんし、遊具

がどんどん老朽化してきて更新を考えにゃあいけんというのは、私らはよう近くの学校へ行くか

らわかるんですよ、毎日見よんじゃから。その辺をよう点検して、結果に基づいて方針なり整備

をしていくという考え方を来年の予算に備えての考え方で所見を教育部長、ちょっとお願いしま

す。 

○川口教育部長 学校の安全・安心な環境づくりは当然に大事なところでありまして、委託とい

う形でこれはしておりますけれども、仕様書できちんと適切な業者が選べるようにこちらとして

は縛っておるところです。報告書も上がってまいりますので、そちらも確認しながらしっかりと

施設を整えていきたいと思います。 
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○掛谷委員 １７２から１７３ページの小学校費。中学校費と片上高等学校もちょっと関係があ

るんですが、ここでは１７３ページの、７節の賃金の臨時雇賃金が８，１８２万７，０００円ほ

どということで、小学校ではトータル何人ですか。同じく、１７７ページに中学校の臨時雇賃金

が５，７０３万円ございます。これも何人ですか。片上高等学校についても、賃金で臨時雇賃金

の４５３万円、これは安い。非常勤講師の賃金、そこで用務員賃金１０７万円となってます。こ

ういうことで、小学校、中学校、高等学校、何人分かということと、これには書いてないと思う

んですけど、教員は小学校で何人で、臨時雇いが何人でと、こういう内訳のデータが何かござい

ますか。 

○大岩教育振興課長 小学校費のうちの賃金でございますけども、教育振興課の部分につきまし

ては臨時の用務員が７名でございます。それから、正職の用務員が３名がおられます。中学校も

用務員でございまして、臨時が４名、正職が１名でございます。片上高校につきましては、養護

教諭が１名、事務補助員が１名、用務員が１名の計３名が臨時となっております。あと、非常勤

講師といたしまして、国語、数学、英語、家庭科、情報処理講師の５名を臨時ということでお願

いしております。 

○掛谷委員 学校教員のどれぐらいの割合が、少ないですから何とも言えませんけど、賃金的に

は結構な額が、小学校、中学校で出てますので、これは何かの基準があるんですか。例えば、学

校の人数によってどれぐらいだとか。要望したら何ぼでも用務員というのはつけれるわけはない

と思うんです。学校の要望によってこういうものが発生すればオーケーということになるんです

か。 

○大岩教育振興課長 用務員につきましては、小学校１０校、中学校５校、あと高等学校１、全

部配置しております。ないところはございません。 

○掛谷委員 今言われた人数で賄っていくのはええんじゃけど、足りんという場合はどうすんで

すか。今まで、どうしても足りないとかっていうことはなかったんですか。 

○大岩教育振興課長 用務員の方が足りないとか、そういった話は私は聞いてございません。 

○朝倉学校教育課長 小学校につきまして、学校教育課分で小学校の非常勤講師が１１名、教育

支援員等が１７名。中学校につきましては、非常勤講師が１８名、教育支援員等が１１名でござ

います。これは、先ほど人数等のことでお話がありましたが、基本的には毎年県のほうへ定数、

加配という形で要望しておりますが、それがもし配置できなかった場合、学校の授業を進めてい

く上で必要なものについて予算要求をさせていただいております。ですから、学校のほうから要

望もございますが、授業を進めていく上、あるいは学校の状況を見てどうなのかということで毎

年判断をさせていただきながら配置をしておりますので、当初予算よりも実際の執行額のほうが

少なくなっているという形であります。 

○掛谷委員 そのほかの臨時雇いに関するものはないんですね、今おっしゃった以外は。この賃

金の中に入ってるのはございませんか。 
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○朝倉学校教育課長 あと、図書館司書が小学校に１０名、中学校に５名という形になっており

ます。これは、全校配置という形で２９年度配置しております。 

○掛谷委員 私が知りたかったのは、例えばあるＡという小学校、香登小学校なら香登小学校に

一覧表があればいいんですけども、校長先生以下、普通の教員、正職というか、その中の臨時職

があって、臨時職で何をやってるとかというような、そういったものがあればいいんですけど、

そういった資料はないですか。小学校単位、中学校単位とか、それをまとめたようなものは。 

○朝倉学校教育課長 本日持ち合わせておりませんが、年度当初、学校要覧をお配りしていると

思いますが、その中に教諭でありますとか担当学年でありますとか、大まかなものではございま

すが、書いたものをお渡ししているように記憶しております。それを見ていただければある程度

御理解いただけるかなと思います。 

○掛谷委員 私がちょっと気になっているのは、教員がいて、臨時職が結構多くなってきて正職

の教員自体が少ないと。臨時から正職の教員にしてあげるような人がおるんじゃないんかなあと

思うんですけど、それを我慢して臨時、臨時、臨時でずっといってたら、何かそこに雰囲気がよ

くないようなこともあったりして、その辺の考え方自体がどうなのかなというところが一番この

賃金の中でも、臨時雇賃金って非常に大きいんですよ、額が。正職にすればここの臨時雇賃金が

減って、県費が増えると。そういう懸念があるから、これをもうちょっと細分化したものをまと

めてほしいと。要覧を見りゃあええというたって、まとまってませんから。その学校学校でまと

まってるわけだかから、全体観に立ったようなまとめはできませんかというような、こういうこ

とを言うとんですわ。要望しておきますけどね。 

○朝倉学校教育課長 正職と臨時ということなんですけれども、県のほうの採用も従来は３０歳

ぐらいまでしか受験ができなかったんですけれども、現在は５９歳ぐらいまで受験できるように

なっております。採用試験が実施されるときに、市内全ての学校のほうに案内をして、それぞれ

臨時でお勤めいただいてる先生のほうにも情報提供するようにしておるんですが、市の中で当然

採用試験のほうは皆さん御存じな状況の中で、備前市内の中でずっと勤めたいということでずっ

と臨時でおられる方もおられます。全体の正職、臨時の一覧はお出しすることはできますが、希

望される方については正職の案内のほうはさせていただいております。それからまた、非常勤講

師等をされてる方につきましては、子供さんの状況等も含めて、あるいは扶養の状況等も含めて

常勤ではなく非常勤でという方もおられますので、なるべく希望にかなうような形での配置はし

ておりますが、委員御要望のありましたような形で正職、臨時という形で一覧にまとめること

は、後日でよろしければ可能かと思います。 

○掛谷委員 ぜひお願いしときます。よろしくお願いします。 

○橋本委員長 お願いしますということですので、委員会として要求をいたしておきますので、

後日で結構ですので資料を提出してください。 

○川崎委員 関連なんですけど、正職員というのは学校、クラス、教室の数とか規模で決まるん
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だろうと思うんですけど、臨時職員には枠というのはないんですか。校長か教育委員会の判断で

何人必要だからこういう、合計ですからこういう８，０００万円になっとんでしょうけど、そこ

のところがよく理解できないんですね。教育というのは、最も神聖な職場だと考えてますし、未

来を担う子供ということになれば、用務員ぐらいは臨時でやれるんかどうかようわかりませんけ

ど、授業に立つ先生が臨時職でやるなどという発想がどっから出てくるんかなあと思うんです

よ。どの学校も県でいう正職員というのは定数を満たしてて、それではなかなか今の子供たちを

授業するのが大変なんで臨時教員というか、そういうものでカバーせざるを得ないからやってる

のか、ちょっとその辺のところを詳しく説明していただけたらと思います。 

○朝倉学校教育課長 小学校と中学校で少し違いまして、小学校のほうは県の基準で担任の数だ

けは十分満たされるわけですが、ただ特別な支援が必要な子供さんがふえているという状況で学

校からの要望がございまして、まず県のほうに加配を要望して、それでもなかなか数のことがあ

りますので、認めてもらえないところについて市のほうで配置をしている状況があります。 

 中学校のほうは小学校とは異なりまして、統廃合の話でも三石中学校の例を説明をさせていた

だいておりますが、三石中学校の各学年１クラスの規模ですと、県のほうの定数が管理職を入れ

て８名になります。ですから、教諭が６名の状態が定数という形になります。そうなりますと、

１０教科の授業を免許を持った教員がなかなか行うことができない状況が定数の段階で発生して

おりますので、方法としては、その６名の教員が、免許を持った教員がいない教科の免許の申請

をして、免許をとって授業を行うという方法もありますが、現在臨時でお願いをしておりますの

は、基本的には免許を持った先生のほうがより高い専門性の授業ができるであろうということ

で、その方に対しまして県費の非常勤でありますとか、それでも十分時間数が賄えない状況があ

りますので、市費のほうでお願いをして非常勤講師という形で配置をして授業をしている状況で

す。 

○川崎委員 結論としては、結局定数をくくられるというのは、今のたしか４０人学級でしたか

ね、３５だったかはっきり覚えてないんですけど、これをもう少し基準を減らせれば教員も６人

のところを８人、１０人にふやすことができるという理解でよろしいんでしょうか。 

○朝倉学校教育課長 そうすれば学級数はふえていきますので、配置される教員の数もふえてく

ることになります。 

○中西委員 １１４ページ、１１５ページ、ここの保育・幼稚園費の委託料ですけれども、私も

教育委員会全体の遊具の点検委託料が下がってるのが今回気になったんですけども、先ほどの御

説明では遊具の点検は競争入札で行っておる。これは、今までも競争入札で行っていたんでしょ

うか。 

○波多野幼児教育課長 入札で行われておりまして、今回も当時の教育総務課と一緒に入札して

いただいておりますので、それによって業者が変わり、委託料が下がっております。 

○中西委員 つまり、入札は今までも行ってたと。ただ、今回の入札では新しい業者が入ったん
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でしょうか、それとも今までと同じ業者の中で値段が下がったと、どちらなんでしょうか。 

○波多野幼児教育課長 保育園のほうは業者は変わっておりませんが、幼稚園、こども園のほう

が業者が２９年度変わっております。 

○中西委員 つまり、新しい業者が入ったんでしょうか、それとも過去からの業者の中で値段が

下がったんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 新しい業者が入ったということでございます。 

○中西委員 同じページの委託料の中でもう一つ、昇降機保守管理委託料、少し上がってますよ

ね、決算では。どうしてなんでしょうか。 

○波多野幼児教育課長 ２８年度までは伊里認定こども園のみでございましたが、２９年度から

吉永認定こども園の完成によりまして、その分の委託がふえたということでございます。 

○中西委員 １１６ページから１１７ページ、児童福祉施設費の償還金利子及び割引料、国庫支

出金過年度分返還金で９８万７，０００円が計上されています。ほかのところでも過年度返還金

が出てきます。今回、これだけ過年度返還金が出てきている決算書は、私が読んだ限り珍しい決

算書になってる。このことについては、生活保護費のところをめぐって監査委員もそのことを指

摘をしておられましたけども、この部分の国庫支出金過年度返還金９８万７，０００円は何だっ

たんでしょうか。 

○橋本委員長 暫時休憩をいたします。 

              午前１０時４５分 休憩 

              午前１０時５５分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 休憩前に中西委員から質疑がありました１１７ページの国庫支出金の過年度分の返還金９８万

７，０００円に関しましては、あさっての民生関係のときの所管部分だということで、またあさ

って質問をしていただけたらと思います。 

○尾川委員 １７３ページ、需用費、消耗品費について、ちょっと詳しいことを教えてくださ

い。 

○大岩教育振興課長 消耗品費につきましては、教育総務課分で２８１万１，４７６円、内容的

にはトナーのカートリッジ約１２０万円、防犯ブザーの配布１０万１，０００円、コピー関係で

１４３万円、それから学校に配分ということで約１，０５０万円配分しております。 

○朝倉学校教育課長 学校教育課分で３４３万４，３１６円です。内容といたしましては、教師

用の教科書、指導書が約３２０万円、小学校４年生に配っております社会科副読本「わたしたち

の岡山県」が１９万２，５００円、あとは小中一貫に係る調査研究等の用紙文具代、登校支援員

の配置事業に係る用紙代等であります。 

○尾川委員 要するに、指導書が入っとると。私は、これは全部指導書かなと思うとったんです

けど、指導書の３２０万円強については、昨年度と変動はないんですか。 
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○朝倉学校教育課長 本年度、小学校のほうは道徳が教科化されておりますので、道徳の指導書

が約２００万円です。残りの約１３０万円につきましては、これは特別支援学級がふえたことに

よって必要になったものであります。 

○尾川委員 指導書が十分配布されてないという話もあると聞くんで、質問させてもらよんで

す。実際、指導書が潤沢に何冊も予備が必要は感じんのんですけど、そんなことを言うと何かど

っから情報が出とんなというて疑う気持ちが出てくると思うんです。それはもうずっと前の話

で、ちょっとその辺で気になって１度指導書の配布の考え方について説明してもらおうと思うて

質問させてもらよんですわ。 

○朝倉学校教育課長 指導書は、各教科それぞれあるんですけど、大体１教科３万円ぐらいのセ

ットがあります。複数学級の学校が多かったときには、そのセットを各学年に１冊、それから教

科書に注釈がついたようなものが、これが教科によって違うんですが、５，０００円前後ぐらい

のものがありますが、それは全ての学級に配布をしておりました。ですから、恐らく全部各教科

３万円のセットが欲しいなあというところはあったとは思いますが、非常に高価なものにもなり

ますし、指導する上で最低限必要なものは用意しておると認識しております。それからまた、そ

れぞれの学校のほうへこれだけ購入しますよというような希望も聞きながらやりとりをした上で

要求しておりますので、ある程度の最低ラインは納得いただいているのかなあというふうに思っ

ております。 

○尾川委員 授業が一番じゃと思うんで、しっかり本ぐらいは買うてもろうて指導に当たってい

ただきたいと思います。部長のほうから何かあればお願いします。来年の予算について、来年変

わるんかどうかようわからんですけど、教科書がですよ。 

○川口教育部長 教員の指導力向上は非常に重要な課題と思っています。そのために指導書で校

内研究、教材研究などなどをするということで、これは備えておくことが重要ということです。

教科書がえなどもありましたら、それに対応してしっかりと指導書についても整えていきたいと

考えています。 

○守井委員 １７５ページ、小学校費の２目教育振興費、負担金補助及び交付金で給食費補助金

で２，１１１万７，２４６円。これは、２９年度からということになってるんですが、１子、２

子、３子の実態は幾らだったのか報告願えますか。あわせて、１７９ページの中学校費のほうの

１，１８１万円についても、お願いします。 

○大岩教育振興課長 小学校の分につきましては、第２子が２分の１補助ということで、４４６

人、１，１６８万８，６８４円。それから、第３子以降全額補助ですが、こちらが１７９人、９

４２万８，５６２円となっております。全校生徒は１，３３５人ということになっております。

第１子は７１０人ということになります。 

中学校の分につきましては、全校生徒８０３人のうち第２子、２分の１補助が２７３人、７

７１万３，６３８円。第３子以降が全額補助でございますから７２人、４１０万５，５３５円と
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なっております。第１子が４５８人ということになります。 

○守井委員 それで、この補助金に対しての保護者なり子供たちの評価はいかがなんですか。 

○大岩教育振興課長 私どものほうはアンケート等はとっておりません。 

○守井委員 例えば、子供たちは全員してほしいとか、保護者のほうも全員してほしいとか、そ

ういう気持ちのお話があるかどうかということです。聞いてない言われれば、聞いてないんかも

しれんけど。 

○大岩教育振興課長 特には聞いておりません。 

○掛谷委員 １７３ページの１３節の委託料、ＡＬＴ配置事業委託料、これが小学校で５，７１

３万７，５３０円。１７７ページの中学校におきましては、２，８００万円ほどございます。全

学校に配置というのはわかっております。小学校では何人、中学校は何人配置しているのか。ま

た、委託の額は小・中学校違うのかどうか、そういうところがちょっと気になりますし、あと委

託をする団体とか選定を何か変えたような気もします。どこに委託をしてたのか。それこそ、こ

れに対する評価というか、教育委員会としては平成２９年度についてはどういう評価なり考えだ

ったのか、お聞かせください。 

○朝倉学校教育課長 まず、業者のほうですけれども、株式会社インタラックでございます。２

８年度も同様です。本年度も同様です。ただ、業者選定に当たりましては、プロポーザルを行っ

た上で実施をしております。 

 それから、単価ですけど、小学校につきましては１時間当たり３，７６６円になります。中学

校につきましては、３，６８８円になっております。若干異なっておりますが、お願いしている

内容につきましては、特に変わりはございません。 

○掛谷委員 全部の学校に配置したわけですけども、教育委員会としてはどういうふうな感触と

いうか、評価を平成２９年度持っておられるか。相当お金がかかってますんでね。 

○朝倉学校教育課長 英語の時間数自体はさほど多くないんですが、それぞれの学校で教職員の

研修にも活用しておりますし、それから子供たちが日常的にＡＬＴと触れ合ったりとか、学校に

よっては昼の給食のときの放送等でもＡＬＴが英会話のレッスンのような形で活用したりという

ことで、全校配置ということで授業時数に対するその効果がどうなのかというところはあると思

いますが、それぞれの学校で学校生活全体において工夫して活用できているなあということであ

ります。どこまでということではありませんが、子供たちもＡＬＴとの触れ合いを通して、少し

ずつ英語になれ親しんでいる状況は感じております。 

○掛谷委員 非常にいいような感じを受けます。こういった講師の方々は毎日出勤ですかね。そ

れで、何時から何時までが拘束で、ほかにいろいろお願いしても、これは決まったＡＬＴのこと

しかできなくて、例えば夜の英語教室とか英会話教室とか、そういうことはお願いはしてはだめ

だとかというようなことを聞いとるんですけれども、ＡＬＴの拘束というか、どういうところま

でがお仕事で、許容範囲等、その辺をちょっと教えてほしいです。 
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○朝倉学校教育課長 業者との契約の中で学校における教育活動の範囲内でということで契約を

しておりますので、公民館等、時間外の活動につきましては、契約の範囲内でいえば学校教育課

のほうでいいとか悪いとか判断できない状況がありますので、そういう相談があった場合には派

遣先の業者のほうと話をする必要があります。今現在の契約の中では、学校外の活動というのが

ちょっと制約があるような状況であります。ただ、今年度から幼稚園や認定こども園等へ派遣で

きるようになっておりますが、これも契約の段階でそのようなことを盛り込んだ上で契約して可

能となっておりますので、現状でいえばそういう制約があるという状況です。 

○掛谷委員 そういうことを若干聞いておりまして、来年度以降どうされるか、ここでどうする

こうするは言えないんですけども、土日とか、極端な話、夏休みとか、長いですから。夏休み

は、１カ月以上ありますけど、そういう夏休みなんかも契約の中に入ってましょうけども、どう

されてるんかなと思ったりするんですよ。年間の契約でしょうからね。そういう余り時間につい

て、夏休み中の契約なんかは実際どうなってんでしょうかね、わかれば教えてほしいんですけ

ど。 

○朝倉学校教育課長 先ほども時給単価でというお話をさせていただきましたが、勤務いただい

たところに対して支払いをしておりますので、年間の計画を立てる中で勤務日をあらかじめ業者

のほうとＡＬＴとあわせて調整をしまして必要なところへ勤務いただいてる状況ですので、何も

ないところで費用は発生していないというふうに認識しております。 

○掛谷委員 夏休みは必要なければ来ないと、それは当然です。だから、せっかく来られてるそ

ういう人たちが、年間契約より時間契約みたいになってますから、じゃあ１カ月給料なしでやっ

ていけるんかなあと思うたりすると、夏休みや春休みじゃ、そういうところは関係ないといやあ

関係ないんですけど、何かもったいないような気もするし、それを使えばお金は要るし、その辺

のところをどうしたらいいんかというのは課題じゃないかと思ってますけど、部長、そういうふ

うなところはどう考えて今後いかれますかね。その前からもあったわけですけど、どういうふう

に思われますか。 

○川口教育部長 まず、ＡＬＴ配置事業に関しましては、学校の教育環境を整えるということ

で、小学校、中学校の教育環境の充実のためにやっております。御指摘の夏休みですとか、その

他の期間につきましては、また別のフィールドということになりまして、その点については確か

に検討の余地はあろうかなと考えています。子供たちにとりましては、社会教育の世界でまなび

塾にプラスした体験活動でそういった活動も提供しておりますので、御利用いただけたらという

ふうに考えておりまして、今のところＡＬＴ事業につきまして学校以上に広げるということは考

えてはおりません。 

○掛谷委員 方針はよくわかりました。１時間当たり単価がこれだけかかるわけですから、夏休

みに来てくださいというたら、それだけまた支出が、予算が要るわけなんで、どんどんどんどん

やってくれえと言いたいんですけど、それも問題があろうかと思いますが、外国人のＡＬＴがせ
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っかく来られとんですから、毎日のことはさておいても、夏休みや冬休みについてはどう活用し

て費用対効果が生むか、しっかり考えてもらいたいなあというのをちょっと要望しておきます。 

○川口教育部長 御要望として受けとめまして、子供たちの英語教育環境を全体的に考えていき

たいと思います。 

○中西委員 １７０ページ、１７１ページ、教育総務費の中の事務局費、２３節の償還金利子及

び割引料、国県補助金返納金９３万４，８６１円、これは何なんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 廃車になりましたスクールバスについて国庫補助金をいただいて購入して

おりましたんで、残存期間を割り戻した分を国庫に返納したということでございます。そのかわ

りに新しい車につきましては、国庫補助金としてまたいただいておりますので、プラス・マイナ

スはゼロということでございます。 

○中西委員 １７２ページから１７３ページの小学校費、報償費でアドバイザー謝礼というとこ

ろが、当初では３，４６７万円を計上されていましたが、大幅に減額になっています。その理由

について教えていただきたいと思います。 

○朝倉学校教育課長 これは、先ほどありました小学校における不登校対策実践研究事業で登校

支援員というのを配置しておりますが、その減額であります。先ほども申しましたが、なかなか

お願いできる方が見つからなかったということと、もう一つ県のほうに要望しましたが、県のほ

うの配置基準と、それから実際の学校のニーズとが合いませんでしたので配置ができなかったと

いうことでの減額であります。 

○中西委員 １７４ページから１７５ページ、教育振興費の負担金補助及び交付金、給食費補助

金なんですが、これは１食当たり単価としてはお幾らになるものなんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 ２８５円でございます。 

○中西委員 今後ここの単価というのは、値が上がってくるもんなんでしょうか。可能性として

はどうなんでしょう。 

○大岩教育振興課長 他市町村では上がっているところもあります。実際に野菜とかの値段が上

がってきておりますんで、その２８５円内で上手に安く仕入れてやっとるような現状でございま

す。 

○中西委員 １７８ページ、中学校費の負担金補助及び交付金、ここの不用額についての理由を

お聞かせ願いたいと思います。 

○大岩教育振興課長 主には給食費補助金でございまして、１，２５０万円予算計上しておりま

したが、実績が１，１８１万９，１７３円ということで、その分不用額ということになっており

ます。 

○中西委員 これは単価が、恐らく中学校もそんなに大して変わらないかなと思うんですけど、

小学校よりは少し高いかもしれない。単価掛ける人数ということで決まるわけですから、人数が

減ったのか、あるいは予想より少なかったのか、そこの理由は何なんでしょうか。 
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○大岩教育振興課長 大学生であるとか社会人になった第１子の認定件数がふえたところがござ

いますので、そういった分で実際の２子以降が減ったということでございます。 

○中西委員 しかし、それは当初予算の計上していくときにはわかるものではないんでしょう

か。 

○大岩教育振興課長 住民票で兄弟関係はわかるんですけども、第１子が大学生であるとか社会

人であるとかというところがうちのほうはわかりませんので、それは補助の申請に基づいて行っ

ておりますので、その辺のずれでございます。 

○中西委員 最後になりますが、単価を教えていただけたらと思います。 

○大岩教育振興課長 吉永が３１５円、それから日生が３２５円、備前が３３５円です。 

○中西委員 細かいことを聞いて申しわけないんですけども、単価の差が出てくるというのは、

地産のものを使うというところで出てくるものなんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 やはり地元の野菜を使うとか、仕入れで関係してくるんだと考えておりま

す。 

○中西委員 小学校の場合は変わらなくて、中学校だけ地域差が出てくるわけですか。 

○大岩教育振興課長 小学校も前は違ってたんですけども、２年ぐらい前に２８５円に統一して

おります。中学校については、備前中が３３５円でありますので、将来的には単価の統一のほう

を徐々にではあるんですけども、考えているところでございます。 

○中西委員 １８０ページから１８１ページ、高等学校費の負担金補助及び交付金のところで、

不用額が５９万８，０００円出ています。この理由についてお聞かせ願いたいと思います。 

○大岩教育振興課長 主なものでございますけども、片上高校の夜食費補助金ということで予算

額１２５万円ぐらいを考えていたんですけども、実際は約８９万円ということで、不用額が３５

万８，０００円ぐらい出ておるところでございます。 

○中西委員 １８２ページから１８３ページ、１４節の使用料及び賃借料、当初予算では駐車料

金が上がっていたんですけども、決算では駐車料金が上がっていないわけです。これは、どうし

てなんでしょうか。 

○横山社会教育課長 駐車料金の要る施設のほうへ行く予定が変わったということでございま

す。 

○中西委員 続いて、その下の１９節の負担金補助金及び交付金、当初の予算では備前アートプ

ロジェクト補助金６０万円というのが計上されていたわけですが、この決算の中には出ておりま

せんので、このアートプロジェクトというのはどうなったんでしょうか。 

○田原文化振興課長 当初、アートプロジェクト補助金が６０万円ということで計画をしており

ました。ただ、こちらの事業が国の推進交付金ということで備前陶芸芸術祭として別途補助をす

るような形で実施しております。備前焼のまちづくり推進事業の枠の中で実施をいたした関係

で、こちらの事業は実施しておりますが、皆減としたものでございます。 
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○中西委員 つまり、教育委員会の何か事業から外れて、別の事業にいったわけですか。この決

算書の中でいえば、どこの事業に回ったんでしょうか。 

○田原文化振興課長 決算書の８３ページの負担金補助及び交付金というのがございまして、こ

ちらの下のほうから３段目の、備前焼のまちづくり推進事業補助金２，６４０万２，０００円の

中に含まれて実施をしております。こちらのほうは、以前のシティセールス推進課、現在でいい

ますと産業観光課のほうで実施している事業でございます。 

○中西委員 もともと教育委員会、社会教育費のところで立てられた予算、しかしその後の何か

の理由で観光のほうへ行くと。国の補助金の流れからしたら普通ちょっとあり得ない話ですよ

ね。それは、そういう合算して使ってもいいというような緩い、使いやすい予算だったんでしょ

うか。 

○田原文化振興課長 こちらのほうは、地方創生の推進事業ということで、内閣府のほうから補

助金が出て推進交付金として実施しておる事業でございます。国の担当者にも確認をしまして、

それぞれいろんな事業をしておるわけでございますが、こちらのほうの事業で実施するのが有利

と考えまして、そちらのほうの事業を活用させていただきました。以前は、教育費のほうに上が

っておりますが、文化スポーツ課で実施しております。市長部局に文化スポーツ課がございまし

て、そちらのほうで担当して実施した事業でございます。 

○中西委員 １８４ページから１８５ページ、公民館費、１１節の需用費、ここで修繕料が当初

の予算から見ると１００万円近い決算になってるんで、公民館全体は老朽化してるとは思うんで

すが、この理由についてお聞かせ願いたいと思います。 

○横山社会教育課長 こちらにつきましては、市民センター、日生の市民会館、吉永の地域公民

館につきまして、それぞれ老朽化した部分をやっておりますが、その中で大きいのが、例えば市

民センターでしたら、舞台つり物装置のストッパーの修繕などがあります。それぞれの内訳です

が、備前関係で２２５万９，５７０円でございます。日生関係で１５１万８，５６６円。吉永で

６４万９，０６８円という内訳でございます。 

○尾川委員 １８３ページの学校支援地域本部委託料の２５２万円のことで、ちょっと詳しゅう

説明してください。それと、減額になっとると思うんで、減額理由も教えてもらいたい。 

○横山社会教育課長 こちらにつきましては、教育支援活動運営委員会費用につきましての２３

万７，０００円がまなび塾に同額つけかえになっておりまして減額となっております。 

○尾川委員 それは、金額はそっちへあっちへやりゃあええんじゃろうけど、要するに学校支援

地域本部の活動や規模が小そうなるんじゃねえかと、配分は減ってきとるわけじゃから。それが

問題じゃあ言ようるわけじゃ、こっちは。そのお金をこっちへ渡しとるというて、そりゃあ金は

動きゃあええけど、地域支援本部の費用が、予算が減って活動が少し低迷しとるというふうなこ

とを問題指摘しょうるわけじゃ。 

○横山社会教育課長 つけかえだけですので、そんなに低迷してるようには考えてはおりませ
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ん。 

○尾川委員 場所は詳しゅうわからんけど、各学校の支援本部に割り当てをしょうるはずなんじ

ゃ。その金が減っとるはずなんじゃ、Ａ学校、Ｂ学校、Ｃ学校が。それをまなび塾のほうに回し

たと言うけど、学校ごとの支援本部の費用というのは、予算は下がってきとると思うんじゃ。じ

ゃあねんかな、違うんかな。下がってねんじゃったらええけど、下がっとんじゃねえかと思う。 

○横山社会教育課長 学校支援とまなび塾は同一事業で行われるものでございまして、連携、協

働して行われております。各学校への配分につきましては、変更はございません。 

○中西委員 １８７ページ、公民館費の備品購入費ですけど、公民館備品というのが１７万１，

８６０円計上されてますが、これは何なんでしょうか。 

○横山社会教育課長 三石公民館の和室のエアコンでございます。 

○掛谷委員 １８６、１８７ページの一番下段のところで、備品購入費の中の図書９９５万８，

４０５円。図書館備品、これは２万８，０００円ほど。そこについて、平成２９年度何冊分を購

入されたのか、トータルは蔵書は幾らなのか。配給もあるんかなと思いますけども、その辺のと

ころと、この備品は何でしょうか。 

○横山社会教育課長 今回の予算で購入させていただいておりますものは、トータルで６，２４

２冊でございます。蔵書数につきましては、予算決算審査委員会の資料の８ページ、９ページに

図書館の蔵書数一覧を載させていただいております。全館で１３万７，６６７冊となっておりま

す。 

図書館備品につきましては、新聞用のサスペンダー、エプロンシアター用のもの、パネル、

パネルシアター等でございます。 

○掛谷委員 ここでちょっと備前市施策評価シートについて教えていただきたい。確認もさせて

いただきたい。 

 １３ページに分析評価シートの評価について載っています。⑤の中で市民意識調査が左側の下

にありますけども、重要度はちょっと、真ん中というより左に寄ってるんで、重要度の割に満足

度がまあまあと。余りどっち向いとるというほどではないんですが、私が言いたいのは、ここで

図書館の新設というところが絡んできまして、⑧の１、２、３の下に平成３０年度の取り組み、

平成２９年度前ながら図書館の新設云々とありまして、図書館の整備基本構想から取り組んでま

いりますというんが、たしか教育委員会から本庁のほうへ移ったというふうに聞いております。

平成３０年度のことを聞くのもやぼなんですけども、要は図書館構想というものについて、２次

評価コメントで川口教育部長は余り触れてはないんですけども、平成２９年度において図書館構

想というのはどこまで公になったのか、何回協議会とかおやりになって、どういうところまで進

んだのか。概要についてちょっと教えてほしいんですよ。 

○横山社会教育課長 ２９年度１２月にプロジェクトチームを立ち上げておりますが、実際のと

ころ２９年度では会議等は持てておりません。 
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○掛谷委員 １回も開かれてないっていうことは何でですかね。あったんでしょ、そういうプロ

ジェクトチームが。 

○川口教育部長 ２９年度につきましては、検討する場を設けたのみで終わりました。これは、

一つには多忙によるものというふうに私は思っていますが、ただ今年度につきましては議会の答

弁でも申し上げておりますように、少し進めていくということで、例えば市民の声や関係するも

のの声をまずは収集することが必要ということで、市民アンケートを開始するなど具体的な検討

作業を開始したところです。 

○掛谷委員 平成２９年度は１回も開かれずに、平成３０年度からまあまあ動き出したというこ

となんでしょうけども、この基本施策への貢献度、これは公民館、図書館なんかが一緒になって

るんですよ。私は思うんですけど、これは公民館と図書館を併用というのは、どうもおかしいと

思いますね。だから、平成３１年度、これはもう別々に評価をしていただきたいなあというふう

に思ってます。というのが、本格的に本庁舎のほうで考えていかれると思うし、非常に大きな課

題だと思っております。ということで、評価シートをちょっと分割しながら進めていってもらい

たいと同時に本庁舎のプロジェクトチームのアンケートとかなんとか、そういうなのも早目に教

えていただきたいことを要望しておきますから、一言答弁をお願いします。 

○川口教育部長 施策シートの分割につきまして御提案いただきましたけれども、図書館行政に

ついてきちんと評価していくという趣旨は理解するところですけれども、この施策シートは市の

総合計画にのっとってつくられておるものでして、これを分割するのはちょっと仕組み上難しい

かなというふうに考えています。ただ、御指摘のことを踏まえまして、記述の内容についてきち

んと図書館部分が、じゃあどこまで進んだのかということを丁寧に記述するという形で対応して

いきたいというふうに考えております。また、図書館の整備の検討状況については厚生文教委員

会で随時御報告申し上げたいと考えております。 

○沖田委員 同じく１８６から１８７ページにかけての図書館費の中の委託料、電算システム導

入委託料、その下の保守点検はわかるとして、この電算導入っていうのは今までしてなかったの

に導入してこの１，８００万円かかってるのか、何年間かの分割で入れた割り勘なのか。それか

ら、図書データ作成委託料というのは、購入、廃棄という部分のデータ作成だと思うんですけ

ど、大体これ何冊分ぐらいの新規購入や廃棄をしたのか、わかるように教えていただければと思

います。 

○横山社会教育課長 こちらの電算システムの導入委託料につきましては、平成２８年度より繰

り越しておりまして、平成２３年１０月に導入して平成２８年９月で耐用年数を満了したためシ

ステムを更新したものでございます。県内他市町村におけるシステム導入状況と実績によりまし

て、株式会社岡山情報処理センターと株式会社両備システムズのプロポーザルによりまして岡山

情報処理センターのほうへ委託をしたものでございます。 

○沖田委員 新規導入の分で１，８００万円と。今の説明を聞くと、以前は２３年から５年間で
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リース契約してたと思うんですけども、これは１発分なのか、それから何年間分の割り勘の分な

のか。それと、先ほど図書データの作成委託料、これは大体概算でどれくらいの数の変更を行っ

たものなのかというところを教えていただきたいということを御質問させていただいてたんです

けども。 

○横山社会教育課長 これは当時の方針で買い取りということでございます。 

図書のデータ抽出量につきましては、５，７４５冊の書籍と７点の録音データ、ＣＤについ

て抽出量が算定されております。 

○藪内委員 １６８ページ、１６９ページ、１１節需用費の中の印刷製本費、２０３万７，５０

１円、これは２９年度だけが突出しているようですがなぜでしょうか。 

○朝倉学校教育課長 この印刷製本費ですが、通常は封筒の印刷と、それから学校教育課分の

「広報びぜん」の印刷代だけだったんですが、昨年度は小中一貫教育推進課が「広報びぜん」で

毎月特集を組んでおりましたので、その費用が１８４万１，４００円になります。８万３，７０

０円掛ける２２ページ分になりますので、それの増額が大半を占めております。 

○藪内委員 １年間広報をしたわけですが、その効果はどのように思われますでしょうか。 

○朝倉学校教育課長 １年のみだったわけですが、いろいろ広報の原稿を見ながら反響はいただ

いたように思っております。非常に効果はあったのかなあというふうには思っております。 

○藪内委員 また３０年度、５８万円になっていますが、教育のまち備前市ということ、それか

ら中学校の統廃合等が考えられているようですが、この予算でそれは大丈夫でしょうか。 

○朝倉学校教育課長 小中一貫教育推進課が昨年度ありまして、その課のほうで毎月丁寧に２ペ

ージ分分担しておったんですが、学校教育課のほうへ吸収された形になっておりますので、なか

なか昨年度並みというのは難しいのかなあということで減額にはなっておりますが、ホームペー

ジ等も活用しながらしっかり状況は周知していくように心がけようと思っております。 

○川崎委員 先ほどの図書データ作成委託料について、５，７４５冊のデータ入力ということな

んですけど、これは備前市市民センター、日生市民センター、吉永地域公民館、３カ所あるんじ

ゃないかと。このぐらいのことをちょっとばかり忙しくてできないのかなあと。３００日で割っ

たって１日２０冊弱だと。そのぐらいのデータ処理をやって、各図書館にどういう新刊本が入っ

たのか、そういうことは把握する意味からも委託するような中身じゃないんじゃないかなあと。

出入りする市民の方の接待が時間的に忙しくて、そういう仕事もする時間がないのかなというふ

うに質問を聞いてて思ったんですよ。実際にこれは全部で５，７００冊で、３つに分けたら備前

市民センターが一番多いんでしょうけど、どんなんですか。図書館司書なり職員なり、データ入

力ができんほど忙しゅうしょんですかね。まず、区分を言うてみて。これをどういうふうに分け

たのか。分ける前にデータ入力するんかようわからんのんじゃけど、その電算システムが。 

○横山社会教育課長 こちらの図書データの作成委託料につきましては、新規購入図書マークの

作成業務等ありまして、新規に購入した本のデータ、本の大きさでありますとかページ冊数、厚
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さ、見出し等を図書館流通センターのほうから購入しております。この利点としましては、購入

した本をすぐ貸し出しができるように対応していけるようになるということがありますので、時

間をかけて整理をしていくのも方法かと思いますが、早く市民のもとにお貸しできるということ

でこの方法をとらせていただいておるわけでございます。 

○川崎委員 ５，７４５冊の内訳はどうなっとんですか。 

○横山社会教育課長 これを何冊ずつ分けたかっていうのがちょっと今手元にございませんが、

単価といたしましては１冊につき９５円ということで、それに消費税がかかっております。録音

データにつきましては、１つにつき８００円に消費税ということでございまして、ちょっとお答

えにはならないかもしれないんですが、分配の冊数についてはちょっと今把握できておりませ

ん。 

○川崎委員 議長がちゃんと資料が出とるというて言ようりますから、そのぐらい担当職員なら

頭に入れとってほしいなということと、それ以上にデータが入ってきたってばさっと本棚に置い

たきりやこうじゃったら、市民がこういう本はありますかと言うたときに、一々コンピューター

で検索する以外に、自分が管轄しとる図書館の棚に何があるかもわからんような状況に追い込ま

れるんじゃないんかなあと、その可能性が強いんじゃないんかなあと思うんです。ことし大事な

予算を使ってこれだけ新刊が入ってきたら、本館、分館にこれだけ来たということを分野別に、

ちゃんと分離されて、どうせ図書館係か司書が整理していくわけでしょう。１日たったの２０冊

程度のデータ処理ができないわけじゃないんじゃないかなあと。図書館司書としての役割をより

発揮するためにも、ありがたい新刊ぐらいは自分たちでデータ処理して、自分たちで必要な分野

別の書棚に整理していくということが当たり前の業務ではないかなあと私は思うんですよ。それ

をしないで一体図書館司書というのは何をやるんならという疑問があるんで、決してこの５０何

万がもったいないという意味じゃなくて、本来の業務として司書がやるべきことを放棄しとんじ

ゃないんかなあと、余りよくない傾向ではないかと私は問題意識を持っとるから問よんですわ。

いかがですか、その辺は。 

○横山社会教育課長 これは、あくまで事務手続の上で効率化を図っているものでございまし

て、司書がこの事務を怠っているというわけではございません。日常の貸出業務、それからほか

の館への配送業務とかいろいろございます。その中でこういったデータで処理できるものについ

ては処理させていただいておるということで、一生懸命本の把握もしておりますし、そういうと

ころは決しておろそかにしているものではないと考えております。 

○川崎委員 データ処理が専門家じゃないとできないんなら仕方ありませんけれども、私は司書

として、どういう分野の書棚にどういう新刊が何冊入ったぐらいは把握すべきで、基本業務だと

思いますんで、委託よりも、どうしてもそういう１日２０冊のデータが打てないんならしょうが

ないですけど、本館は知りませんけど、日生図書館などを見る限り、絶対に忙しくて下ばあ見て

一日中８時間労働しとるというふうには思えませんので、基本的業務として委託よりも新刊デー
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タを処理して、そういう新刊が入ってますよ、子供さんにはこういう本がいいですよ、高齢者に

はこういう本がいいです、病気の方にはこういうのが来てますよとか、そういうことがより身近

にデータ処理することによってアドバイスができるんじゃないかと思いますんで、ぜひ検討をお

願いしておきます。 

○橋本委員長 それでは、１時まで休憩いたします。 

              午後０時０３分 休憩 

              午後１時００分 再開 

○橋本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 大岩課長のほうから発言の訂正があるということで、大岩課長。 

○大岩教育振興課長 午前中、沖田委員にお答えいたしましたパソコン教室のパソコンのソフト

の中身なんですけども、小学校ではパワーポイントだけが入っております。それから、中学校は

エクセルとワードとパワーポイント。ここで、３月でリース期間が満了しております、買い取り

となっております。タブレットのほうは、中学校でパワーポイントのみが入っております。 

○橋本委員長 それでは、質疑に入ります。質疑を希望される方おられますか。 

○青山委員 １９２ページ、１９３ページです。保健体育費、１節報酬のところなんですが、ス

ポーツ推進委員報酬３５万１，０００円とあるんですが、これは何名のメンバーで、どういう立

場の方がなられてるんかということを教えてください。 

○横山社会教育課長 スポーツ推進委員の報酬につきましては、定数２５人でございますが、こ

の年は出席が延べ５４人ということです。６，５００円の４回で延べ５４人ということで３５万

１，０００円という決算になっております。 

○青山委員 ちなみに、そのメンバーは全部で２５名おられるんですか。２５名が全員出席でし

ょうか。それから、先ほどどの立場の方がなられとんかということをお聞きしたいんですが。 

○横山社会教育課長 一般の方でございますので、いつも出席できてるとは限りません。どうい

う立場っていうのは、中には中学校、小学校のほうから１名ずつ代表の方が出てはおられます。

ほかの方は、一般の方でございます。 

○青山委員 一般の方というのは、応募によって選ばれてるんでしょうか。それとも市のほうで

委嘱された人でしょうか。 

○横山社会教育課長 応募という形ではございません。大体、各地区の方を委嘱してる形でござ

います。 

○青山委員 各地区のどういう方なんでしょうか。例えば、区長さんであるとかスポーツ振興委

員さんですかね、そういう方がされよんですか。 

○橋本委員長 各地区からどなたがどういった人を推薦してくるのかとか、そういう任命方法に

ついてちょっと説明をしてあげてください。 

○横山社会教育課長 合併当初から継続されている方もいるんですが、任命方法は推薦とか、そ
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ういうんでもなく、スポーツの各地区での指導に熱意のある方に委嘱をしている形になります。 

○青山委員 その熱意とは、どういうことではかられるかとかわかりませんが、もう一つ聞きた

いのは、内容的にはどういうふうなことを話し合われて、例えばそこでどういう提案がなされて

いるのかというようなことをちょっと教えていただきたいんですが。 

○横山社会教育課長 年間の行事で市のスポーツ行事への協力、あるいは各地区でニュースポー

ツであるとかほかのスポーツ指導の依頼があったときに、出向くとかというふうな形で活動をし

ていただいております。 

○青山委員 それじゃあ市の方で、こういうふうな計画でやっていることに対して教育していた

だくという立場なんでしょうか。例えば、この推進委員会の中で、市のスポーツについてこうい

うふうにやっていこうとかというふうな計画づくりなんかには携わられないんでしょうか。 

○横山社会教育課長 そういう分野に携わるということはありません。 

 先ほどの委嘱に関してなんですけども、ちょっと訂正をさせてください。備前におきまして

は、各地区の体育振興会等や公民館のほうで推薦をしてもらっているところでございます。それ

から、推進委員につきましては、住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行ったり、活動推進

のために組織の育成を図ったり、学校や行政の行うスポーツ行事、また事業に関して協力をして

くださっております。 

○森本委員 １６８、１６９ページの教育総務費なんですけど、旅費のところで不用額が５３万

９，７７０円で、不用額の参考資料のところに県費で旅費が支給されたことと予定していた先進

地視察の参加希望者が少なく実施されなかったためとあるんですけど、県費でどれぐらい支給さ

れて、予定していたのはどこで、何人希望者を募ってどれだけ参加者がというか、希望者があっ

たのか教えてください。 

○朝倉学校教育課長 県費の旅費でどこへ行かれたというところは、それぞれの学校から直接県

へ報告が上がりますので、把握はちょっと難しいかなあと思います。 

 それから、市費によるものにつきましては、全国サミット、また先進地視察ということで４

名。全国サミットにつきましては、京都で開かれましたものに５名行かれております。先進地視

察につきましては、奈良と京都教育大学、それから大阪教育大学へ４名の先生が行かれておりま

す。それから、当初は、地方創生人材支援事業等も旅費として計上しておりましたが、参加され

ておりません。それから、県内の出張旅費、一般の出張旅費で３万４，２００円支出しておりま

す。もともとそれぞれの学校から２９年度は全ての学校で小中一貫校の開校に向けての動きをし

ておりましたので、全ての学校から依頼があった場合にはその要望に応えられるようにというこ

とで予算措置をしておりました。結果的にどれだけ予定していたのかということであれば、各学

校１名ずつは行けるだけの予算を確保しておりましたが、実際なかなか要望がなかったというこ

とです。 

 それからまた、先ほど県費の旅費でというのは、県のほうの出張要件を満たしておりましたら
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県費で出張へ行けるんですが、こういったサミットのようなものは、主催団体がどこかというこ

とで、なかなか県のほうで出張として認めてもらえないところを市のほうで予算を確保しておっ

たところであります。ですから、先ほど申しました県でどこへ行かれたかっていうようなことに

ついては、少し把握するのが難しいので御容赦いただけたらと思います。 

○森本委員 ということは、今までも県費の分は、全く市としては関与してないっていうか、わ

からないっていうことなんですか。 

○朝倉学校教育課長 それぞれの学校からの出張ということになりますと、校長のほうが命じる

形になっておりますので、市のほうでは細かいところまでは把握できない状況であります。 

○森本委員 校長のほうがということは、校長先生はわかっていることなので、市のほうでは掌

握しようとは別に考えてはいないということですか。済いません、しつこいようですが。 

○朝倉学校教育課長 先生方からも非常に出張が多いということをよく言われまして、毎日さま

ざまな出張へ行っておりますので、それを一つ一つなかなか把握するのは難しいかなあというふ

うに思っております。 

○西上委員 同じく１６９ページなんですが、１３節の委託料で実践研究委託料、大幅に減額に

なってますけど、この金額で十分にやれたんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 減額につきましては、２８年度の初期投資分である、ドリルパークのオフ

ライン版という持ち帰りのタブレットのソフト開発費が約４，０００万円が減額になっておりま

す。 

 それから、内容の充実なんですけども、動画教材の開発費であるとか、それから学力向上支援

員、ＩＣＴの支援員であるとかサタスタの大学生の教師であるとか中学校３年生向けの教材費な

どを提供しております。５年間の実践研究ということで、今後その中身につきましては、毎年報

告書をいただいて内容等を随時検討しているところではございます。 

○西上委員 今課長が言われました中学３年生を対象にした学習教材費と言いましたけど、教材

とは何のことを指しとんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 進研ゼミの教材です。３年生に配布させていただいております。 

○西上委員 ２９年度の主要事業実績報告書というのがタブレットの中にあったんですけど、こ

れを読みますと事業効果等というところの一番下のほうに基礎学力及び学習意欲の向上が図れた

と、こう言い切られとるわけです。これは、何を目安にというか、何をもってこう言い切れたん

ですか。根拠を教えてください。 

○大岩教育振興課長 具体的に個々には申し上げられないんですけども、例えばサタスタのこと

を言いますと、事業費７００万円ぐらいだったと思うんですけど、土曜日の２時間学習で志望校

を目指して頑張っていただいとるというところだとか、あとやってみて子供たちが大学生の講師

はよかったであるとか、それからあとＩＣＴ関係でいいますと、支援員の派遣につきましては学

校の先生方からもっと来てくださいというようなことでかなり活用していただいておるというと
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ころがわかりますし、タブレットの使用状況で学力が向上したとかということはなかなか申し上

げられないんですけども、小学校のドリルパークの利用状況とか見させていただいてますと、導

入当初よりは充実してきているのではないかなというところで、そのように書かさせていただき

ました。 

○尾川委員 １８７ページの負担金補助及び交付金で、文化協会活動補助金で１９万円決算され

とんですけど、これで実際活動しとる人の意見はどんな感じなんですかね。聞かれたことはあり

ますか。 

○横山社会教育課長 私のほうでは、まだ具体的な意見はお聞きはしてはおりません。ただ、今

回日生の文化協会が解散したということで、そのあたりは気にはなっておるところでございま

す。 

○尾川委員 要するに、文化とスポーツのバランスを少し、どのくらいの補助金が出て文化活動

を奨励しとるか、スポーツ活動を奨励しとるかという備前市の方向性、総合計画もあると思うん

ですけど、余り注視してないんですけど、少しバランスをとってみて少しは近隣の自治体の文化

活動、文化連盟とかといった補助のあり方というのを少し、来年度、ことしというか、３０年度

はどうなっとるか私も見てないんですけど、大体こういうところが弱いから消されてくるんです

けど、バランスを考えながら文化活動に注視するということが必要なんじゃないんかなと思うん

で、ちょっとその辺の御意見をお伺いしたいんですが。 

○横山社会教育課長 いろいろな状況を勘案しながら文化活動の補助金についても検討してまい

りたいと思います。 

○尾川委員 ぜひ少しそういう切り口、見方をしてもらいたいというふうに思いますんで、来年

度の予算にぜひ生かしていただきたいと思います。改めて何か所見をお願いします。 

○横山社会教育課長 いろいろの御意見をお聞きしながら、そういったところを取り入れていこ

うと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○掛谷委員 １８８から１８９ページ、１９節の負担金補助及び交付金の中で、下の３つ、指定

文化財補助金の２６３万円、それから旧閑谷学校世界遺産登録推進委員会補助金の５０万円、教

育遺産世界遺産登録推進協議会負担金６５万円。どういう動きを平成２９年はされたのか、これ

に対する成果というのは何かありましたか。 

○田原文化振興課長 指定文化財補助金につきましては、市内の１７カ所の指定文化財の維持管

理費用に地域の方、所有者の方等に草刈り、そういった管理をお願いしている総計でございま

す。 

 また、旧閑谷学校世界遺産登録推進委員会補助金というのは、今まで旧閑谷学校を備前市単独

でずっと世界遺産登録推進をしていこうという、そういった組織でございまして、主にフォーラ

ムや情報発信、パンフレット作成、そういったものをやっております。また、教育遺産世界遺産

登録推進協議会負担金というのは、水戸、足利、日田と連携して行っている教育遺産の世界遺産
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登録推進協議会に日本遺産になった年に加盟をいたしまして、世界遺産についても連携してやっ

ていこうという形で現在連携して研究調査、研究報告書の作成等をいたしております。現在、文

化庁への要望書の取りまとめ、調整をしているところでございまして、本年中に４市の市長が合

同で文化庁のほうに要望書等について要望していくという計画にしております。 

○掛谷委員 旧閑谷学校の世界遺産登録推進委員会の補助金が５０万円と下の分とは、目的は世

界遺産という、ただそれぞれ違うところにお金を出してるということですね。平成２９年度とい

うのは、これはどういう動きをされたのかということと成果はどうだったのか。今の研究報告を

するとか要望書を出すとか、そういうところでしか。もっと踏み込んだような、フォーラムも何

かやったような気もしますし、どうなんですか。世界遺産を目指して要望書を出してレベルが上

がっていく雰囲気なんでしょうか。これだけの動きで、さてできるんかなあと。もっともっとＰ

Ｒしていかなかったらできることじゃないと思う。地道に地道にやるといっても、はやもう何十

年ってたってるんで。本当に世界遺産を目指してやるようなことになってるかどうかね、ほかの

水戸じゃあ、足利、日田を含めて。どういうふうな感じを持ってるんですかね。明年に対しては

どういうふうな力を入れていくんかなと思うんですけど、その辺のところを教えてもらえるよう

にお願いします。 

○川口教育部長 世界遺産登録には手続がありまして、どういう遺産なのかということをきちん

と整理して、それが国内的に評価をされて、さらにこれを国際機関に対して報告していくという

手順になります。このため、今取り組んでおりますのは、私どもとしては報告書という形でその

遺産の価値、どれだけ世界的に意味があるのかというところの整理をしているというところで

す。これは、学術的なところも踏まえて行うものですので、相当に専門家を含めた検討が必要

で、昨年度からそれに取り組んできたということです。また一方で、地域でその文化財を大事に

するというようなことも評価の対象になってくるとは聞いておりまして、そのような機運を醸成

するためにフォーラムの開催などにも努めてまいりました。これは、指標として何かあるわけで

はないので、どれだけ認知度が高まったかということを数字でお示しすることはできないわけで

すけれども、そういう地道な取り組みも続けまして世界遺産化に向けて取り組みを進めていると

いうのが現状です。 

○掛谷委員 平成２９年度の動きもあったようですけども、まだまだ本当に世界遺産を目指して

いくような雰囲気というか、市民、それから関係者の努力が必要なんで、何も上の人だけやりゃ

あええんじゃというようなことじゃないんで、我々市民もそういう雰囲気はまだまだないとい

う。というのは、もう何十年もこれにかかっとんです。その間に新しいところが世界遺産にどん

どんどんどん登録されとんですよ、抜かれとるわけですよ。だから、変な話、私ら議員が余り言

うべきことじゃないけれど、いつまでにこれを本当に、もうやれんかったらもういいんじゃない

かというように思うんですよ。やめなさいということを言よんじゃない。ただ、いつまでもだら

だらだらだらやってみても、だめだったらいつかは踏ん切りをつけにゃあいけんのんじゃないか
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なと。というのが、一、二年じゃないんですよ、二、三年じゃないです、この話は。だから、も

うやれないんじゃったらやれんで日本遺産をもっと充実するとか、そういうものをもうそろそろ

考えていってもいい時期が来てるんじゃないかなあと思う。そういう意味で、平成２９はどうだ

った、だらだらまた平成３０年度も、ことしと同じようなことをやって、平成３１年にまた一緒

なことをやって、だらだらだらだらいきょうるわけですよ。だから、やめえということを言よん

じゃないけど、本当にできるかできんかというような判断を本当はっきりしてもらったほうがい

いんじゃないかということを言ようるわけですよ。どうですか。 

○川口教育部長 従来と違いますのは、４市連携の取り組みということで世界遺産登録に向けて

動いているということです。これは、単市で取り組んできた状況とはまた一つ違う状況でありま

して、今年度中に報告書がまとまり、要望という形で文化庁にも投げるということですので、そ

れが一つ今の取り組みの到達点かなあというふうに思います。また、こういう取り組みをする中

で、地域の方々にもフォーラムなどの形を通じてこの取り組みの意義を伝えているところでし

て、そういう中で文化財に対する愛着ですとか、市民の市に対する誇りですとか、そういうもの

も育んでいくということも一つの意義かなあというふうに考えております。ですので、世界遺産

登録の動きをどうするというのは、ちょっと簡単な判断ではないので、私からは申し上げにくい

んですけれども、一つ申し上げたいのは、今年度一つその報告書という形でまとめるというとこ

ろで、一つの新しい状況を迎えているのかなというところは申し上げておきたいというふうに思

います。 

○中西委員 今のところと少し関連するんですが、１８９ページの文化財保護費のところでの報

酬のところで、掛谷委員が御指摘されましたように、旧閑谷学校世界遺産登録検討専門委員報酬

１５万円というのが当初予算には計上されているわけです。ところが、決算では全くこれがなく

なってしまってるわけですね。方向転換されたというような話も聞きましたけども、当初の予算

で上げとって決算にないと。この理由は何なんでしょうか。 

○田原文化振興課長 こちらにつきましては、市単独の専門委員会を開く可能性があるというこ

とで予算措置をしておりましたが、全て４市で取り組んでおります。そちらのほうの水戸、足

利、日田での専門委員会に出席していただいて、世界遺産登録推進協議会のほうから指名してい

ただきました。市単独の専門委員会、事前調整という可能性がございましたので予算措置はして

おりますが、それを開く必要性がなかったので使っておりません。 

○中西委員 そのことについては、多分どっか補正予算でも説明されたんですかね。 

○田原文化振興課長 補正予算には上げてますが、そちらのほうの説明については特段説明はし

てないと思います。 

○中西委員 そこで、じゃあ単市での登録はやめたと。４つの町で教育遺産としての登録推進を

進めていくと。じゃあ、進めていく４市の推進の委員の報酬というのはあるんでしょうか。 

○田原文化振興課長 ４市の委員の報酬は、４市の協議会のほうで決められて至言されておりま
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す。 

○中西委員 つまり、このページでいえば１９の負担金補助及び交付金の教育遺産世界遺産登録

推進協議会負担金６５万円、これが４市からそれぞれ分担金を持ち合って、その中から委員には

報酬が出てるということですか。 

○田原文化振興課長 仰せのとおりです。 

○中西委員 その報酬は、同一金額なんでしょうか。 

○田原文化振興課長 報酬の金額については、同じ金額と思います。ただ、距離等がございます

ので、旅費等はそれぞれ違ってくると思います。 

○中西委員 じゃあ、あわせてお伺いしますと、４つの市の推進協議会、それは持ち回りなんで

すか、それとも水戸で全部やっておられるんでしょうか。 

○田原文化振興課長 水戸が事務局を持っております。 

○星野委員 １９６ページ、学校給食費ですが、現在４共同調理場と１単独調理場で調理をされ

ていますが、各施設の提供能力、実績をまずお教えください。 

○大岩教育振興課長 西鶴山共同調理場が能力７００食です。伊里共調が１，５００食、日生共

調が１，０００食、吉永共調が６００食。片上自校は人数どおりで、今は先生を入れて１５６食

です。それから、今実際の食数ですが、西鶴山共調が生徒、教員入れて５０３食。伊里共調が生

徒、教員を入れて１，２３６食。それから、日生共調が生徒、教員で２７１食。吉永共調が生

徒、教員で３０１食となっております。 

○星野委員 これは１食当たりのコストっていうのはわかりますか、各調理場の。 

○大岩教育振興課長 今年度は決算ベースで出してないんですけど、昨年度と同じようなものを

作成しております。金額的にはそんなに変わっておりませんので、経常経費で申し上げますと、

西鶴山共調が２６２円、伊里共調が２９０円、日生共調が３５８円、吉永共調が３６７円、片上

小学校が６０７円となっております。 

○星野委員 かなり能力と実績に差が出てきているわけですが、教育ロードマップの共同調理場

運営というところでは、平成２７年度から指定管理制度の調査、検討ということで、美作の民間

委託の件を調査されたという話がありました。進捗状況においても、今後については未決定で調

査検討を継続していく必要があるということでしたが、ロードマップでは２９年度から施設再編

を含めた適正運営の実施というふうになっていますし、行政評価シートの次年度の方向性という

ところでは安全で安心な給食の提供のため、老朽化している施設の入れかえ等大規模修繕が必要

となる、さらなる効率的な運営のため施設の規模を考慮しながら受配校の見直しや業務委託につ

いて研究する必要があるとなっておりますが、方向性というものは固まってきているんでしょう

か。 

○大岩教育振興課長 今の段階ではどことどこをひっつけるとかどこどこを廃止するとかという

ことは、全く白紙の状態でございます。ただ、生徒数の減少であるとか余剰が出てきております



- 33 - 

 

し、調理場がかなり古いところがあり、今後修繕等多額の費用が見込まれるところがありますの

で、その辺も考慮するのと、あと中学校の統廃合を今意見交換会をさせていただいておりますけ

ど、その辺の絡みもありますんで、その辺と絡めて見直ししていくのが今後の方向性ということ

しか申し上げられません。 

○星野委員 ということは、教育ロードマップでは２９年度からということになってますが、３

２年度ごろをめどに方針を出していくという考えでよろしいんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 ３２年度は統廃合の後期計画の最終の年だと思うんですけども、将来的な

ことで、生徒数の減少とかありますんで、できましたら計画はその辺までにはつくりたいなとは

思っております。 

○星野委員 共同調理場なんですが、責任者というのは校長先生のままでよろしかったんでしょ

うか。 

○大岩教育振興課長 西鶴山共同調理場は西鶴山小学校長、伊里共同調理場が伊里小学校長、日

生共同調理場が日生東小学校長、それから吉永共同調理場が吉永中学校長ということです。 

○沖田委員 １９０、１９１ページの文化施設費の委託料、ホームページ維持管理委託料の５，

２７３円。この算出根拠は。余りにも金額が少ないように思うんですけど、どの程度の分量を出

してるのか、割り勘で振ったということですか。ホームページの量でこの程度しか青少年対策費

の中では割り当てがないということになるんでしょうか。 

○田原文化振興課長 歴史民俗資料館のホームページ、こちらのほうを単独で開設しておりま

す。そちらのほうの管理ということで、こちらのほうでさわれるんですけど、特段の大きな全面

改定とか、そういったときには別途お支払いするということで、通常の管理ということにしてお

ります。委託先は、友野印刷さんのほうと契約をしております。 

○沖田委員 じゃあ、その回線使用料の割り勘じゃなしに、そのページ１枚分ぐらいを入れ込む

ための費用なんですか。それだったら、回線の中のホームページの中にあって、その中の項目が

１つとるとしたら、その使用料とかというのがそこに発生すると思うんですけど、それは全体で

見てるということなんですか。 

○田原文化振興課長 詳しいことは把握はできてないんですが、これはかなり前からの契約でご

ざいまして、ホームページそのものを引き続き開設してる状況に置いておくという形での委託で

ございます。もしそういうふぐあいとか大きな改定があるときには別途請求が来るというような

形で運営をしております。 

○中西委員 星野委員の共同調理場の管理の問題について私も聞きたいです。大岩課長から言わ

れましたように、西鶴山は西鶴山小学校の校長というようにつらつらっと出てきます。共同調理

場の事務という仕事、これはどなたがしておられるんでしょうか。西鶴山共同調理場は事務員が

配置されて事務を行っているんでしょうか。 

○大岩教育振興課長 調理場につきましては、まず栄養士さんが共同調理場には４名おられま
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す。それから、事務処理といたしまして各調理場に事務員ということで配置しております。 

○中西委員 もう今から十数年前になるんですけど、日生共同調理場を回ると事務職の人が１

人、正規職員の人がおられました。西鶴山小学校は、事務というのは西鶴山小学校の中の正式名

称は何というんでしょうか、学級支援専門員、何かそんなような名前じゃろうかな、そういう臨

時の方が小学校の中に配置はされているんだけど、その人が西鶴山共同調理場の事務を行ってい

ると。本来なら学校の支援をするスタッフとして採用されながら、実態としては共同調理場の事

務をしてると。そういうのをことしの夏、学校訪問で私も見て回りましたけども、これはどうい

うことになってるんでしょうか。 

○朝倉学校教育課長 西鶴山小は、余り規模の大きくない学校なんですけれども、ある程度規模

のある学校に教師業務支援という形で教育支援員を配置しています。学校規模によって業務の多

寡があるんですけれども、西鶴山の場合には今まで事務の方がおられなかったということで、西

鶴山共同調理場の事務の補助も含めてという形でもともと配置をさせていただいています。吉永

中学校も同じような形で事務の方がおられませんので、吉永中学校についても、もともと共同調

理場の事務の補助と学校の先生方の補助をあわせてという形で時間数を少し多目に配置しており

ますので、もともとそれも想定してお願いをしているという状況です。 

○尾川委員 １９３ページ、青少年育成センターの指導員報酬について６５９万円、ちょっとこ

の内情についてお伺いしたいんですけど。 

○横山社会教育課長 青少年育成センターの指導員報酬につきましては、１５万７，０００円の

方が２名、それから１１万７，７００円の方が２名ということでございます。 

○尾川委員 ２８年度から金額がかなり落ちとんですよ、これにしても、それから地区指導員の

報酬にしても。そのあたり何か大きな、特に問題が起こらんから要員を減していったり、金を減

しゃあ一番力が抜けるんじゃけど、そのあたりの考えはどんなんですかね。今年度も何ぼやった

か、下がっとるぐらいかな、２２０万円じゃからね。かなり下げてきとんですけど、その辺でそ

ういう青少年の問題についての問題というか、解決はできていきょんですか。 

○横山社会教育課長 内容については、変わらず一生懸命取り組んでくださっておりますので、

その辺は問題ないと思います。ただ、先ほど言いました報酬の月額が下がったということで、前

年に対してかなり減額という形になっておりますが、街頭指導、相談広報活動とか環境浄化、研

修活動、関係機関との連携活動についても変わらず取り組んでいただいておりますので、問題な

いと考えております。 

○尾川委員 大体学校の先生のＯＢが行きょうるところでしょ、ここは、何人か知らんけど。ほ

いで、１５万７，０００円が妥当な数字かというのをよう検討していかんといけんのじゃねん、

この辺は。そりゃあやってくれようります、内容は十分やってもらっております、街頭指導をや

っとりますというて、言葉じゃわかるけど、実際払うものは払わなんだら仕事すりゃあへんよ、

誰も。あとまた備前中学校の校長のＯＢを据えようと思うとんかどうか知らんけど、安うすりゃ
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あええええというてどんどんどんどん下げていくようなことをしょうたら、ええことにならんの

じゃ。また事が起きてから金を入れたって遅えよ。１０年、２０年かけていって、投資みたいな

ところがあるんじゃからな。地区の指導員も４６万円が４２万円になったりして、それは減しと

んかどうか知らんけど、こっちへしたらまた本体のセンターの指導員で１５万７，０００円でど

のぐらいの率になるんか知らんけえな。任用制度で市の職員が何ぼでいきょんか知らんけど、そ

の辺をよう評価しながらやらなんだら、わしは要らんことを言わんでもええよ、と思うんよ、こ

れ。どんどんどんどん下げていって、人材不足にならへんのん。常勤か週に四、五日かどうかわ

からんけど、その辺は問題ないんですか。 

○横山社会教育課長 今のところ問題はないと考えております。ただ、今委員の御提言にありま

したような内容については、十分検討しながら今後対応してまいりたいと思います。 

○掛谷委員 同じところなんですけど、私もちょっとだけ前調べたことがあるんだけど、例えば

平成２８年度の決算額で指導員報酬は８１６万円なんですよ。それがこの平成２９年度の決算で

は６５９万円になってるわけです。ということは、１６０万円ぐらい減ってるわけです。それか

ら、平成３０年度の当初予算の指導員の報酬が５２０万円。だから、確かに８００万円が６５０

万円になり、それから今度は５００万円になりというようにどんどん下がってますね、実態の数

字が。だから、今尾川さんが言うに、それで問題がないというふうにおっしゃられても、余りに

もこの額がどんどんどんどん減り過ぎてるんじゃないかと。ということは、教育のまち備前市で

健全育成をやるというのについて、極端に言えば少し厚目になっても下げることはないんじゃな

い。同じ意見なんですけどね。この数字は間違いないでしょ、どうですか。ちょっとひどいじゃ

ろうと思いますよ。 

○横山社会教育課長 御指摘のとおり、昨年に比べまして１５７万２，０００円下がっておりま

す。勤務形態や雇用形態をいろいろ勘案しながら工夫しながらやっておりまして、問題のないよ

うに努めてまいりたいと思っております。 

○掛谷委員 何遍も言うように、こういう健全育成というのは未来を担う、そういう子供たちを

育むためにこういうのがあるわけで、そういうところをどうやって活性化してやっていこうかと

いう前向きな話じゃないですか、普通は。それが下がるということは、極端にお金で全部はかれ

ませんけども、いろんな事業とかいろんなことが下がっていきょうると、低下してるという１つ

のことになるんですよね。問題がなけりゃあそれでいいんだと、問題があっちゃ困るわけです

よ。だから、予防なり、また事業自体を何か新しいものを取り組んでいくというような形で、そ

んなに上げなくてもいいんですけど、こんなに下げる必要はないんじゃないかというに思うんで

すよ。そこのあたり、教育部長、どう思いますか。 

○川口教育部長 青少年の育成ということで充実した取り組みは必要だとは思いますけれども、

済いません、今その報酬の内訳ですとか、ちょっと今私のほうで十分把握できていないので、今

のところ問題ないと私は思っていますけれども、御指摘のことを踏まえまして、よくまず確認を
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してみたいと思います。やはり必要なだけ出すということもまた大事な考え方かなというふうに

思いますので、その辺をちょっとしっかり確認してみたいと思います。 

○掛谷委員 しっかり確認してください。人数が減ってるのか同じなのか。人数はどうなん、減

ってるんですか。 

○横山社会教育課長 人数は４名で変わっておりません。 

○橋本委員長 勤務形態が変わったということですか。 

○掛谷委員 勤務形態とか報酬それ自体を下げているのか、そういうことだと思うんですよ。ど

っちなんですか。報酬を下げてるんでしょ。 

○橋本委員長 この際、休憩をいたします。 

              午後２時００分 休憩 

              午後２時１０分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 休憩前に出ておりました質疑に対する答弁を願います。 

○横山社会教育課長 それではもう一度、２８年度と２９年度の違いについて説明をさせていた

だきます。 

 まず、２８年度は青少年育成センターの指導員は４名おりまして、週の延べ勤務日数が１４日

というぐあいでございました。２９年度は青少年育成センターの指導員２名が延べ週６日、それ

から同じく指導員１名が週４日、指導員兼事務補助員１名が週４日ということで、延べ日数は１

４日で変わりはございません。 

 見直しについての方針といいますか、検討材料としましては、教育委員会のほかの嘱託員報酬

を参考にいたしまして勤務日数を勘案して設定をしております。人員体制については、青少年関

係の主要人材育成等事業事務向上のため事務補助員を設定しております。これに伴いまして、人

件費の削減と指導員の交代に伴う事務継承のロスの減少、青少年関係の相談員等の育成というこ

とで効果を狙っております。 

○掛谷委員 平成２８年度が指導員が４名で、週１４日、いや月でしょ、これ。 

○橋本委員長 何で２８年度から２９年度にかけて安くなったのか端的にぽんと答えてくださ

い。２８年度が高過ぎたんですか。 

○横山社会教育課長 委員長がおっしゃるとおりと言えばとおりなんですけども、他の嘱託員報

酬を参考にして見直しを図っておるものでございます。 

○掛谷委員 他の嘱託員を参考にしたと言うんだけど、じゃあ今まで健全育成というのがこうい

うふうにされることが、果たしてそれがいいと思ってやったんだろうけど、私らはおかしいと思

っとんですよ。そして、問題がないっていうふうに言われてるけど、言わないだけじゃないん、

それは。黙っとるだけで本当は不満じゃないですかとは思ったりもするんです。だから、本当の

ところをよう聞いてやっていただかないとモチベーションが下がってくるし、教育のまち備前市
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の青少年健全育成というのは、大事な位置にあると僕は思うんですよ。無駄な事業なり無駄な動

きをする必要はないんだけど、精査して本当にこれで問題がないんかということをチェックして

もらいたいなあと。よくわかってほしいなあと。前に戻してもらいたいのがいいのか、もっとや

るのがいいのか、もう少しこれは報酬を上げてあげにゃあいけんのんかということを問題提起し

ておきますわということです。 

○橋本委員長 ３０年度にかけてはさらに下がってる。 

○掛谷委員 また下げとんじゃ。何でそういうふうにモチベーションを下げるのか。 

○川口教育部長 私どもとしては今回設定をしております金額で今のところ問題がないと考えて

おりますけれども、御指摘でありますので、いま一度下げたことの影響も確認をしてみたいと思

います。どの程度が妥当かというのは非常に難しいわけですけれども、御指摘を踏まえてちょっ

と確認をしてみたいと思います。 

○掛谷委員 しっかりお願いします。 

○尾川委員 ちょっと聞かせて。今の説明なあ、単価を下げたんか、出勤日数を減したんかとい

うのをちょっとはっきり言うてくれりゃあええ。要するに、それで出勤日数を減してよそ並みの

嘱託か何かのにレートを合わせたということなんかな。 

○横山社会教育課長 ２８年度の指導員は、１人当たり週３．５日出ておりました。それを週３

日の方を２名と週４日の方を２名という形にして、月額を先ほど申し上げましたように下げてお

ります。 

○中西委員 １９６から１９７ページの学校給食費、ここで、事務費はどうしてるんかというこ

とで大岩課長にお尋ねをすると、朝倉課長が爽やかな答弁をされまして、うん、なるほどなと私

も思ったんですけども、しかしその話は聞いてみると、おっと待てよと。１つ私がひっかかりま

したのは、共同調理場の場長が責任者が西鶴山小学校の校長だと。以前、たしか西鶴山共同調理

場には専属の場長が僕はいたと思うんですよ。これが１つあると思うんです。 

 それからもう一つは、朝倉課長のお話ですと、吉永と西鶴山については規模が小さいので事務

作業については、学校教育支援員を充てて事務作業をしてると。しかし、先ほどの星野委員への

説明では、西鶴山は５０３食、伊里が１，２３６食、日生が２７１食、吉永が３０１食と。つま

り、５０３食というのは、備前市のこの４つある共同調理場の中では４番目なんです。日生は２

７１、これで１人がついてるわけです。つまり、場長が減されて、その事務をどうするかという

ことになってしまったというふうに私は理解をするんですが、そういう意味ではこの西鶴山共同

調理場の配食先のことを考えると、西鶴山小学校の校長にそれを全部責任を持てというのが、僕

はどうなのかなというのはすごい感じるところです。これは、きょう初めてびっくりしました。

これは、改めてまたお話をしたいと思いますが、大岩課長に私は今回お尋ねをしたいと思いま

す。 

 先ほどの朝倉課長の御説明ですと事務が分担してされてると。つまり、学校支援員として教育



- 38 - 

 

委員会の目の違うところで設定されてると。その人がまたここの学校給食費のところへ来てまた

事務をしてると。これは、予算書としてはその実態をあらわしてない。これでいいんかどうなの

か。ここで仕事をしてもらったんなら、ここで仕事をしてもらったお金を出さなくちゃいけない

と。予算書としては今の話ではどうなるのか、この点についてお尋ねをしておきたいと思いま

す。 

○大岩教育振興課長 兼務ということになっておりますので、その方につきましては学校教育課

のほうから支給されているということです。 

それから、西鶴山小学校に昔場長がおられたのは、私はちょっと記憶がないんですけど、日

生に二、三年前までは所長ということで市の職員が行っておりましたけども、今の段階では所長

ということで市の職員の専任はおりません。今後は、公会計ということで給食の事務が教育委員

会でということで昼食の徴収事務であるとか、そういったことは今言われておりますけども、今

の段階では公会計になっておりませんので、小学校長にお願いしているというところでございま

す。 

○中西委員 場長は、ちょっと私も記憶のところですから間違いがあるかもわかりませんが、西

鶴山小学校の校長に５０３食も出している給食の、出してるところは恐らく東鶴山から香登をず

っとこう回ってるんだと思うんですよ。そこまで責任を持たせるべきなのかどうなのかというの

は、私は疑問に思うんです。同時に、学校支援員で兼務辞令なんてのがあるんですか。あなたは

学校の支援員です、共同調理場の事務をするんですというのが兼務辞令としてそんなん出るんで

すか。 

○朝倉学校教育課長 学校教育課として配置してるのは、結局共同調理場の事務として正職の事

務職員とか、先ほど問題なんじゃないかと言われた校長が所長を兼務したりとかということがあ

る中で、学校事務が調理場の事務を兼務で負担をしてるということであれば、その事務の補助の

ために教育支援員を配置しているという形でお願いをしております。ですから学校の事務職の支

援になるのではないかということで学校教育課の予算で配置をしているところであります。 

○中西委員 学校教育支援員というのは、共同調理場の事務をするのが仕事なんですか。 

○朝倉学校教育課長 学校事務が共同調理場の仕事を受け持っているところを支援員に補助をさ

せるという意図で配置をしています。 

○中西委員 しつこいようですけど、西鶴山共同調理場というのは、西鶴山小学校だけに配食し

ているわけではないんです。先生も御存じのように香登やほかの学校も含めて５０３食をつくっ

てるんです。西鶴山小学校の学校支援員をここの事務に使うということ自体が問題じゃないか

と。同時に、予算書からして、それが今のようなあらわし方でいいのか、学校支援員に共同調理

場の事務作業をしてもらってる時間を出してもらい、ここの中から払わなくちゃいけないという

ものになるんじゃないん。実態としては、そうしなければ合いませんが、決算書が。 

○朝倉学校教育課長 共同調理場との兼務は、西鶴山小学校の事務職員が兼務となっていますの
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で、学校教育課で配置をしている教師業務支援員は兼務になっていないです。西鶴山小学校の事

務職員が共同調理場の兼務になっているので、その業務をするところの補助を当然学校の事務作

業もありますので、その事務のところを学校へ配置している教師業務支援員がとることによって

その兼務がかかっている事務職員の負担軽減になるのではないかということで配置しています。 

○中西委員 教師に支援をするようなスタッフが、事務職の仕事をもらって、共同調理場の事務

をしていると。これは、僕は筋が違うんじゃないかと。そんなんで学校支援員なんていうのは配

置されてるんですか。それは、学校支援員の目的を外れとんじゃないですか。 

○橋本委員長 ちょっと整理しますよ。 

 学校支援員が共同調理場の事務的なもののお手伝いをしているのかいないのか。どうも先ほど

からの答弁ではしているように思えるし、いや、してないんだというような答弁や、どっちなん

ですか。 

○中西委員 してるんですよ、実質。 

○橋本委員長 暫時、休憩します。 

              午後２時２５分 休憩 

              午後２時３５分 再開 

○橋本委員長 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 

○大岩教育振興課長 学校の事務を手伝っているのが支援員さんで、事務の中には共同調理場の

事務も含まれていることで兼務になっております。できるかできないかといえば、できます。そ

れで、案分したらいいんじゃないかと委員がおっしゃられたんですけど、なかなか給食部門が何

時間とか学校の事務の部分が何時間とかというのがなかなか把握しにくいということで、今は学

校教育課のほうで１本で支払いのほうをさせていただいております。 

○中西委員 反対討論のいい案、１つの柱ができました。ありがとうございました。 

○橋本委員長 それでは、ほかにどなたかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 教育関係歳入歳出全般について質疑漏れはございませんか。あれば受けたいと思います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようであれば、これにて本日の決算委員会は終了したいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、長時間御苦労さまでございました。 

 以上で決算委員会を終了いたします。 

              午後２時３６分 閉会 

 


