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福島町まちづくり推進会議専門部会 第 3回総務教育部会 

 

開催日 平成 21 年 7 月 8 日（水） 

出席委員（５名） 木村末正、阿部透、菊地謹一、熊野茂夫、山田正宏 

（50 音順） 

欠席委員（3 名） 金谷由美子、西田篤司、平沼竜平 

出席説明員（６

名） 

財 務 課 長 花田 春夫 総 務 課 長 川岸  勤 

出 納 室 長 本庄屋  誠 教 育 次 長 土門 修一 

議会事務局長 石堂 一志 生 涯 Ｇ 参 事 盛川  哲 

事務局（3 名） 企画 G 参事 出羽 正機 企画 G 総括主査 西田 啓晃 

企画 G 主査 住吉 英之   

 

（開会 午後６時 00 分） 

 

（事務局） 

○尐し遅れてくる委員の方もおりますが、

定刻になりましたので、これより第３回

福島町まちづくり推進会議専門部会総務

教育部会を始めます。 

開会に先立ちまして木村部会長の方よ

り挨拶をお願いします。 

 

（木村部会長） 

○お晩でございます。 

 皆様方には日中業務の終わりの中お集

まりいただき感謝を申し上げます。 

前回の会議にて３９ページしか進んで

おらず、会議の進行が悪いと思っており

ましたが、経済福祉部会の方も早く進ん

でいないということで安心した気がしま

した。まだまだ、検討頄目のボリューム

も多いことから早速会議を始めていきた

いと思います。 
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◆事務・事業等の今後の方向性検討資料 

NO. 0２１ 事務事業名 福祉ｾﾝﾀｰ運営事業 平成２１年度予算額(千円) 

ア．どうする 現行のまま継続 

（民間（指定管理者）に委託） 

収入 A 

使用料 500 

イ．いつから － 公衆電話料 12 

  

ウ．利用料等は

どうする。 

現行どおり 費用 B 

委託料 8,723 

エ．どの程度 － 需用費 5,106 

役務費 999 

 収支差引額(A-B) -14,316 

公債費 C 0 

費用総合計(B+C) 14,828 

収支差引額 E(A-D) -14,316 

＜質疑等＞ 

意見．福祉ｾﾝﾀｰ、町民プール、総合体育館、ファミリースポーツ公園の事業について、原課とし

は、民間（指定管理者）に委託するような形プラス現行のまま継続という位置づけになっ

ていると思いますが、現状で実際これ以上コストを下げれるかという話になれば、人件費

はもちろんですが、修繕もこれだけ掛かっているので根本的にどうしようもないと思いま

す。 

 

NO. 0２2 事務事業名 町民プール運営事業 平成２１年度予算額(千円) 

ア．どうする 現行のまま継続 

（民間（指定管理者）に委託する） 

収入 A 

使用料 235 

イ．いつから －   

  

ウ．利用料等は

どうする。 

現行どおり 

 

費用 B 

需用費 4,096 

エ．どの程度 － 役務費 103 

委託料・工事請負費 3,541 

 収支差引額(A-B) -7,505 

公債費 C 0 

費用総合計(B+C) 7,740 

収支差引額 E(A-D) -7,505 
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＜質疑等＞ 

Q１．有料になった時点で、子供のいる方達の利用が落ちたと思いますので、施策として無料と

いうのも手なのかという気がします。 

A１．最初から有料であり、利用の形態で「遊び」と称するような利用は控えてほしいという指 

導の下に行っていましたので、色々規制があり｢楽しくない」という事で子供達の利用が

尐なくなったという事は聞いたことがあります。 

Q２．有料でしたが料金が変わりましたよね。 

A２．料金は変わっておりませんが、最初は、まとめたシーズン券しかありませんでしたので、

6 月、7 月、８月と分割されたことにより料金が変わったように感じていると思います。 

Q３．学生も有料でしたか。 

A３．町内の中学生未満の方、学校教育に係るものについては無料で行っております。 

それ以外の利用や町外の方の利用については、有料で行っております。 

Q４．運営の仕方について、規制が多くて子供達が楽しくないという声がありましたが、せっか

く監視人がいるので、ある程度遊ばせてもいいような気がするのですが。また、子供一人

に親一人でなければ駄目だということもあり一時は厳しかったですよね。 

   子供達が使う時に、赤い所だけでは狭いんですよね。その赤いところに小学校 1 年生か

ら 4 年生をごっちゃにしておくのは、危険だよと話したことがあります。 

変えた方が良い気がします。 

   費用対効果の部分で見れば大人の方が使うのであるかもしれませんが、肝心の子供達の利

用が無ければ意味が無いような気がします。 

A４．自由に自由にと規制を無くするとプールについては、死亡事故に繋がります。 

   すぐに大事故に繋がる施設でありますので現行の運用形態のまま行うしかないと考えて

おります。 

   あと、利用が尐ないので無料にした方が良いと意見もありますが、プールだけでなく全施

設に言えることなので無料にするということは出来ません。 

意見．社会教育施設全般に渡って利用者負担の軽減の検討を行ってもらいたい。 

   安全面でも問題があるのであればその点も是非検討をしてもらいたい。 
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NO. 0２3 事務事業名 総合体育館運営事業 平成２１年度予算額(千円) 

ア．どうする 現行のまま継続 

（民間（指定管理者）に委託する） 

収入 A 

使用料 10 

イ．いつから －   

  

ウ．利用料等は

どうする。 

現行どおり 費用 B 

需用費 5,437 

エ．どの程度 － 役務費 4,164 

委託料・工事請負費 510 

 収支差引額(A-B) -10,101 

公債費 C 0 

費用総合計(B+C) 10,111 

収支差引額 E(A-D) -10,101 

＜質疑等＞ 

質疑なし 

 

NO. 0２4 事務事業名 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ公園管理事

業 

平成２１年度予算額(千円) 

ア．どうする 現行どおり 

（民間（指定管理者）に委託する） 

収入 A 

使用料 700 

イ．いつから －   

  

ウ．利用料等は

どうする。 

現行どおり 費用 B 

需用費 1,262 

エ．どの程度 － 役務費・使用料他 102 

委託料 他 4,008 

 収支差引額(A-B) -4,672 

公債費 C 9,269 

費用総合計(B+C) 14,641 

収支差引額 E(A-D) -13,941 

＜質疑等＞ 

Q１．事業実績の年間利用者のところで平成17年が10,282人でしたが平成20年では7,780 

   人まで減っているのですが、減尐している原因はなんですか。 

A１．H１５年度が 8,500 人、H16 年度が 7,300 人、H17 年度が 10,262 人、H18 年度
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が 8951 人、H19 年度が 7,464 人、H20 年度が 7,780 人で平成 17 年度が特別多か

ったという事です。 

 

NO. 0２5 事務事業名 学校給食ｾﾝﾀｰ 平成２１年度予算額(千円) 

ア．どうする 現行どおり 

（建替えすることを視野に入れての現

行どおりとする） 

収入 A 

保険料負担金収入 767 

イ．いつから －   

  

ウ．利用料等は

どうする。 

― 費用 B 

人件費 7,883 

エ．どの程度 － 需用費 8,630 

委託料 他 9,377 

 収支差引額(A-B) -25,123 

公債費 C  

費用総合計(B+C) 25,890 

収支差引額 E(A-D) -25,123 

＜質疑等＞ 

意見．耐用年数が来て、ここの判断は 2 年なり 3 年後に学校の統廃合も含めて、検討課題の中

に入ってくるはずなので、ボイラーの件や食品衛生法上のドライ方式が決定的な状態にな

っているのにそうなっていない点など、全ての学校の教育設備の整備の中で給食センター

の配置やこれからの再建が検討される課題なので、当面 2 年とか目途が付くまでは、こ

の形で行うことで共通認識しておくしかないと思います。 

Q１．具体的な建て替え計画はあるのですか。 

A１．まだこれからですが、現在の利用人数が 400 人位ですが、設計して工事実施、竣工する

のが仮に２年位だとすれば、そこからの生徒数は 350 人位になり、更にそこから 10 年

位経てば 200 人前後の児童数になると想定しております。 

その点を開発審議会なり議会なりと協議を行わなければ、具体的な物は出てこないと思っ

ております。 

また、開発計画には設計はまだ行ってないので、他町の施設や事業設計を行う業者からの

聞き取りで行った荒々な数字で想定額を設定している状態です。 
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NO. 0０１ 事務事業名 町内会連合会運営補助金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 355 

町補助金 315 

会費・事業収入 190 

その他 1 

 計 861 

＜質疑等＞ 

Q１．毎年研修会は行っているのですか。 

A１．２年に 1 回です。 

意見．2 年に 1 回の研修会ということで経費を削減してきたので、前回同様のとおりで継続す

ることで良いと思う。 

 

NO. 0０２ 事務事業名 交通安全運動推進協議会

助成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 60 

町補助金 387 

会費・事業収入  

その他 1 

 計 448 

＜質疑等＞ 

Q1．補助金云々の前になんですが、例えば交通安全推進協議会などの組織は必ず必要なものな

んですか。 

A１．町のイベント等に繰り出される回数が多くあり、ほとんどの町のイベントには指導員・推

進員が協力してもらっているのが実態であります。また、高齢で辞めた後の補充が中々出
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来ないという悩みもあります。 

Q２．削減したことで継続した場合、指導員の方々は問題ないのですか。 

A2．交通安全推進協議会の方に 387 千円調整してから、ここから下部組織の交通安全協会、

交通指導員協議会に行くようになっており、ボランティアとはしていないので現行のまま

で問題ありません。 

 

NO. 0０3 事務事業名 ｺﾐｭﾆﾃｨ運動推進協議会補

助金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 350 

町補助金 45 

会費・事業収入 60 

その他 1 

 計 456 

＜質疑等＞ 

Q１．例えばですが、前回の自立プランの時にもあった意見で、町内会が出身母体で同じ組織の

場合は見直しをしたりした方がいいとありましたが、会を無くするという事は難しいので

すか。 

A１．町内会の方々がほとんどの組織を組んでいただいておりますが、特にコミュニティの場合

は、町内会を引き込んで行わなければ実施が困難な状況が多くなるので組織があった方が

いいです。 

Q２．全体に言えることなんですが、年に何回かしかない、小分けをしている組織や会は必要な

いような気がしているのですが。 

A２．組織についても、原則役場が事務局を行わないのが理想なんですが、そこまでなると会自

身の存続が危ぶまれることもありそうもいかない。またほとんどの組織が会計をもってい

るのも実態であります。 

Q３．繰越金が多くみられるので補助金を出すのもどうかと思うのだが。 

A４．今年からなんですが、今までは町内会から半分、会から半分で行っておりましたが、会に

それだけ繰越金があるのであれば、花いっぱい運動についても会から全額助成することと

しました。 
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NO. 0０４ 事務事業名 産業活性化ｻﾎﾟｰﾄ事業補助

金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金 300 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

Q1．具体的に何に使われているのですか。 

A１．これまでの実績であれば先進地視察が主であり、平成２０年度であれば水産加工振興協議

会で先進地視察、平成１９年度であれば黒米の先進地視察、漁協青年部でまつもなどの先

進地視察、平成１８年度はマグロのブランド化の推進事業の先進地視察、朝市実行委員会

の活動備品の購入の補助を平成 18 年度から行っております。 

Q２．産業活性化に係る部分については、これだけなんですか。 

A２．実際つけあげが有るくらい出てくれば一番いいんですが、なかなかそのいう事が無いのが

実態です。 

意見．このような部分を効率的に多くお金を使った方が良いと思います。これからの福島町の目

玉になる産業を何にするかということで、地場産業の活用が主になってきてて、結局はし

りつぼみになってきているわけじゃないですか。 

町だけの問題ではないと思いますが、実になっている物がないと思います。耐久的な考え

を持って重点的な投資をした方が良いと思います。 

また、この点については広報などで活動報告はしていないですよね。そのような活動報告

もしなければどのような事になっているのかわからないので検討材料としてもらいたい。 

Q3．ふるさと応援基金においても、産業団体の育成にかかる部分の頄目もありますよね。 

ふるさと応援基金で事業を行う時には、ハードルは確かにありますが、この産業活性化ｻ

ﾎﾟｰﾄについては、これから始めようとする事業への先進地視察的なものへの補助であり、

それだけでは、産業の育成には繋がらないと思います。 

その辺で、応援基金との絡みもあるので事業としてみる必要性があると思うのですが。 

A３．前に付帯意見として、名称を変えて効果的な方法で行った方がよいという意見もありまし   

   た。良い機会なので方向付けを見出して行きたいとは思っております。 
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意見．応援基金の中で頄目分けもあり、運用規定まで作っているので、むしろその辺の絡み合い

も含め精査を行った方がよいと思います。 

意見．明確な方向性や継続性が町民の人に見え易いようにしてもらいたい。また、やるのであれ

ば将来のため、まとめて使った方がよいと思います。 

町意見．産業活性化ｻﾎﾟｰﾄ事業をこの総務部会で検討することも疑問があり、本当は経済産業部

会より産業関係者からの要望のあった意見を反映することが理想だと思っておりますの

で、全体通してまとめた意見の中に繋げていこうと思っています。 

 

NO. 019 事務事業名 教育関係団体等助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 1,210 

うち町補助金 1,210 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

質疑なし。 

 

NO. 020 事務事業名 中体連参加助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 500 

うち町補助金 500 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  
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＜質疑等＞ 

質疑なし。 

 

NO. 02１ 事務事業名 小学校体育連盟助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 100 

うち町補助金 100 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

質疑なし。 

 

NO. 022 事務事業名 函館地区吹奏楽コンクー

ル参加助成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 80 

うち町補助金 80 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

質疑なし。 
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NO. 02３ 事務事業名 各種大会参加助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 1,000 

うち町補助金 1,000 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

質疑なし。 

 

NO. 024 事務事業名 福島商業高等学校新規入

学者奨励金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 1,200 

うち町補助金 1,200 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

意見．福島商業高等学校存続検討委員会にて論議がされていて、町長の考えなども話されている

のでここでの検討ではなく福島商業高等学校存続検討委員会の論議に任せるということ

でよいと思う。 
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NO. 025 事務事業名 福島商業高等学校等通学

費助成 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 228 

うち町補助金 228 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

意見．福島商業高等学校存続検討委員会にて論議がされていて、町長の考えなども話されている

のでここでの検討ではなく福島商業高等学校存続検討委員会の論議に任せるということ

でよいと思う。 

 

NO. 026 事務事業名 友好町村交流事業助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 1,000 

うち町補助金 1,000 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

Q１．参加者人数はどうなんですか。 

A１．自立プランの時から縮小しながら継続ということにしてきましたので、隔年にしたり 8

人だったのを 6 人にしたりしております。 

参加者の申込についてもその年によって違ったりしますが、去年は 8 人の枠を設けたが

申込結果は 6 人でした。 
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NO. 027 事務事業名 福島町就学指導委員会助

成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 34 

うち町補助金 34 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

Q１．就学指導員になる人はどのような人がなるのですか。 

A1．町の保健士や福祉担当の一般職と学校医です。 

医者の方からの見地から意見も頂き、普通学校がいいのか盲学校、ろう学校への進学がい

いのか判断しております。 

Q２．特に町外、外部から専門医を呼んで行っている訳ではないのですか。 

A2．小さい頃から病院の付属学校に通っていたり、児童相談所などの関係があれば参考として

意見をもらっております。 

Q３．この委員会で、重い障がいを持っている児童の普通学校に通わせるかの判断をどのように

行っているのか尐し疑問を感じます。確かに成長が乱れていますが、児童が学校を卒業し

たあとはどうするのか、普通学校に通ってから次のステップになる時に親の意識も難しい

ですし、実際に今の福祉行政から言っても中途な状態から、盲学校・ろう学校に通う場合

はかなり難しい状況であります。その点で学校に入学する際にどのような判断をしている

のか思っておりました。 

A３．おそらくですが、医者の意見と親からの強い希望があるのかなと思っております。 

Q４．最終的な判断は、就学指導委員会の意見を聞いて教育委員会で判断しているという事でい

いんですか。 

A４．はい。ただ、指導委員会の前に親の意見を教育委員会で聞いてその意見を指導委員会で検

討してもらうことにしております。 

意見．入学時に判断してその後の卒業するまでの間で検証することも必要だと思います。 

Q５．サポートすることも毎年していくことも必要だと思います。 

A５．それについては、常に保健士が対応しているから問題がないと思います。 
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NO. 028 事務事業名 渡島地区予選会助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 100 

うち町補助金 100 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

質疑なし。 

 

NO. 02９ 事務事業名 私立幼稚園管理運営費補

助金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 500 

うち町補助金 500 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

Q1．この補助金は何に使っているんですか。 

A1．経営費の一部分に入っていると思います。国の方でも、就学前児童の幼児教育の一部を民

間の方でも担っているということで、各自治体で助成するようになっております。 

Q２．子どもの数に比例してという訳でなく、定額で行っているのですか。 

A２．昔から定額で行っております。自立プラン前は 600 千円で補助をしておりましたが自立

プラン以降は、500 千円で定額で行っております。 
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NO. 031 事務事業名 町 PTA 連合会助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 27 

町補助金 267 

会費・事業収入 50 

その他  

 計 344 

＜質疑等＞ 

質疑なし 

 

NO. 032 事務事業名 町文化団体協議会助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 32 

町補助金 81 

会費・事業収入 42 

その他 51 

 計 206 

＜質疑等＞ 

質疑なし 
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NO. 033 事務事業名 町子ども会育成連絡協議

会助成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 

（組織体系を整理すること） 

事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 31 

町補助金 68 

会費・事業収入 90 

その他  

 計 108 

＜質疑等＞ 

Q１．団体を勝手に抜けられるものなんですか。２つしか参加団体がないのであればさほど意味

が無いように思える。 

A１．教育委員会としては、無くすることも出来ません。 

やり方として、新たに組織を作ることも出来ますが、ただ尐し時間が掛かるのもあります

し、これまでの経過が各子ども会の育成者の代表がお母さん達であり、母の会で代表を誰

がやるという話になり、皆が代表をやりたくないので連絡協議会を辞めていくことに繋が

っております。 

意見．子ども達の多い地区の方が会を抜けることがどうかと思う。 

意見．前は「夢と友情の船」が走り出しの頃で、そのようなイベントに参加させる子ども達を集

めるのにだんだん親同士の繋がりがあって、この会が出来たと思っておりましたので、逆

に言うと現在の会が魅力が無いと思いますので、一旦解消をして、子ども達に対する活動

をもう尐し真剣に考えていただければ、各地区から参加したいという人が出てくると思い

ます。 
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NO. 034 事務事業名 文化祭実行委員会助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 150 

うち町補助金 90 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 60% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

Q１．教育委員会として、文化祭の経費として大丈夫なのか。 

A1．文化祭について、経費が足りなくならないよう調整を行い慎重に行っております。 

意見．個人的な意見ですが、毎年文化祭を見ておりますが飾りつけ等も経費削減で何とか行って

いるように見えるので事業費を上げられるのであれば上げた方がよい。 

Q２．この事業費は何に使われているのですか。 

A２．飾りつけなど消耗品類に使用しております。 

意見．年々文化祭に出展される方が限られてたり、出している人も高齢化していたり、広がりと

して縮小傾向に思えるのでもうちょっとお金を掛けてもいいかなと思っておりました。 

 

NO. 035 事務事業名 成人式実行委員会助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費 140 

うち町補助金 140 

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合 100% 

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 
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質疑なし 

 

NO. 036 事務事業名 松前神楽保存会助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 12 

町補助金 71 

会費・事業収入 420 

その他 157 

 計 660 

＜質疑等＞ 

質疑なし 

 

NO. 037 事務事業名 【町指定文化財】 

福島大神宮祭礼行列保存

会助成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金  

町補助金  

会費・事業収入  

その他  

 計  

＜質疑等＞ 

質疑なし 

 

 

 



 - 19 - 

NO. 038 事務事業名 【町指定文化財】白符荒馬

踊保存会助成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 15 

町補助金 36 

会費・事業収入 30 

その他 29 

 計 110 

＜質疑等＞ 

質疑なし 

 

NO. 039 事務事業名 町体育指導委員協議会助

成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 21 

町補助金 35 

会費・事業収入  

その他 1 

 計 57 

＜質疑等＞ 

質疑なし 
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NO. 040 事務事業名 町体育協会助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 106 

町補助金 435 

会費・事業収入 36 

その他  

 計 577 

＜質疑等＞ 

質疑なし 

 

NO. 041 事務事業名 町尐年体育連盟助成金 平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 15 

町補助金 220 

会費・事業収入 15 

その他  

 計 250 

＜質疑等＞ 

質疑なし 
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NO. 042 事務事業名 南北海道駅伝競走大会助

成金 

平成２１年度予算額の推移

(千円) 

ア．どうする 継続する 事業費補助等の場合 

イ．増やす、減らすの

場合どの程度 

－ 事業費  

うち町補助金  

ウ．廃止・中止・減ら

すの場合の理由 

― 町補助の割合  

団体の運営費等補助の場合 

エ．いつから ― 繰越金 571 

町補助金 858 

会費・事業収入 650 

その他 251 

 計 2,330 

＜質疑等＞ 

質疑なし 

◎その他 

 ・もう一度専門部会を行い、部会として意見の最終集約行った後に、全体会議にて部会の意見

と共通頄目を取りまとめを行うこととした。 

 ※次回の会議日程について 

  資料の取りまとめが済み次第、日程について連絡することにした。 

（閉会 午後８時２０分） 


