柴監告示第８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により報告した監査の結果に
ついて、同条第１２項の規定により柴田町教育委員会から措置を講じた旨の通知があったので、
次のとおり公表する。
平成２６年７月２９日
柴田町監査委員

中 山 政 喜

柴田町監査委員

我 妻 弘 国

記
平成２５年度定期監査（平成２４年度各課等の事務事業）
⑴ 監査の結果の公表年月日

平成２５年８月２６日（柴監告示第１１号）

⑵ 措置通知があった年月日

平成２６年７月１６日

⑶ 監査の結果及び措置の内容
監査の結果（指摘事項等）
⑶

学校給食センター施設・設備の老朽

措置の内容（改善等内容）
３町共同による給食センタ－構想断

措置を講
じた課等
教育総務

に伴う改築方法（3 町共同事業か町単独 念により、柴田町単独で整備を進めなけ 課
事業か）が議会において検討されてい

ればならない。現在の施設は昭和 55 年

る。結論がどのようになろうとも、新し に建設されたウエットシステムであり
い施設が稼働するには時間が必要であ

「学校給食衛生管理基準」に適合してな

る。この間、児童への給食は現施設での いため、新たな施設では、ドライシステ
対応となるが、要修繕個所の洗い出しと ムの運用が出来るように平成 26 年度か
費用・時間の見積りが必要と指導してき ら老朽化している既存機器類の改修方
たところであるが、設備の改善に向けた 策として「蒸気回転釜(高効率タイプ)・
取り組みは「町の長期総合計画に則り、 冷暖房用ガスヒ－トポンプ」を新規に設
修繕計画に基づいて毎年度予算化して

置することにした。更新するにあたり、

いく」となっている。

調理器具類等の工事費を含めてのリ－

給食センターには、安全な食事を提供 スとした。また、平成 26 年度からの実
する義務がある。今後、新しい施設が稼 施計画に基づいた長寿命化対策として
働するまでの間、必要最小限の設備投資 の改修を行う。さらに、平成 26 年度か
は不可欠であり、修繕計画を開示して議 ら「学校給食センタ－建設等整備基金」

会の協力を得る必要があるのではない

として積立を行い後期基本計画に建設

か。

時期等を明記していく。

平成２５年度定期監査（平成２５年度教育関係施設）
⑴ 監査の結果の公表年月日

平成２５年１２月３日（柴監告示第１４号）

⑵ 措置通知があった年月日

平成２６年７月１６日

⑶ 監査の結果及び措置の内容
監査の結果（指摘事項等）
(1)町スポーツ振興室の「学校体育施設

措置の内容（改善等内容）

措置を講
じた課等

学校体育施設開放（体育館等）は、管 生涯学習

開放事業」において、学校施設（体育館 理人が常駐していないため、AED を適切 課
等）を開放しているが、救急救命用具（特 な状態で保管・管理することは、難しい
に成人用・子供用のＡＥＤ）が配備され 状況である。このため、平成 26 年 4 月
ていない。学校には１セットあり職員室 の学校体育施設開放調整会議の際、利用
や保健室に設置されているが、校舎と体 者に日本医療財団ホームページで公開
育館等は分離され、管理上、休日や夜間 されている、町内 AED 設置場所の資料を
は校舎に入ることができないため、緊急 配布した。平成 26 年度は船岡体育館、
時には使用できない状況にある。

槻木体育館に AED を新たに設置したこ

学校は教育目的の施設ではあるが、一 とで、管理人がいる社会体育施設の全て
般の住民にも開放を行う以上、開放する に AED が設置された。このことを受け
施設には最低限の設備・備品は設置すべ て、救急救命講習会の開催に向けて体育
きと思われる。

協会で計画をしている。受講の呼びかけ
や実施について支援していきたい。

(2)「大規模改修とはどういうことか」
が問われる事態が起きている。

今後予定、実施する学校施設等の大規 教育総務
模改修工事については、細部にわたる調 課

平成 23 年度に大規模改修が完了した 査を事前に行い、改修もれがないように
槻木小学校において、校舎内に配管され 十分に注意をしていく。
た雨樋から水漏れが生じるとの理由で
修理の要望が出されている。施設管理上
早急に修繕する必要はあるが、大規模改
修が完了してから２年も経過していな
い。基本的な雨水対策が採られなかった
のは何故だろうか？大規模改修を行う
と、再度大掛かりな修繕は難しいのが財
政的実情である。改善が必要な箇所は計
画に盛り込むように監査時に助言して
きたところであり学校側は担当課とと
もに当初から設計に関わり、改修箇所の

抽出を行ったといわれるが、雨漏り防止
という肝心な修繕項目の抜け落ちでは、
何のための大規模改修か分からなくな
る。
また、現在施工中の船迫小学校では、
過去に行われた改修作業や震災に伴う
手戻り的作業に予算が取られ、計画が予
定通りに施工されていないといわれる。
大規模改修は新築に次ぐもので莫大な
予算をかける事業であるだけに期間内
に完結させる必要があり、予算上計画期
間内に完了が難しい場合は翌年度予算
化する等の措置を講じるべきと思われ
る。大規模改修を行う学校が順次控えて
おり、現状把握に努めていただき、槻木
小学校や船迫小学校のようなことが生
じないようにしていただききたい。
(3)船岡小学校において校舎裏側の職員

船岡小学校の北側敷地については、こ 教育総務

駐車場の舗装が懸案事項になっている れまで隣接住民の生活用通路としても 課
が、駐車場整備以前の問題として施設管 使用されていたが、今後は、学校敷地で
理はどうあるべきなのか検討すべきで あることを明確にし、一般の道路・通路
はないか？

ではないことを広く周知することで、学

平成 23 年度の監査時に校舎の安全対 校関係者以外の通行について規制をし
策や隣接住民が生活道路として使用し ていく。
ていることを踏まえ、公有財産の管理の 教職員については、西側町道からの車両
あり方を関係課とともに検討すべきと 等の進入をすでに禁止にしているので、
指摘し、関係課が監査委員室で打合せを 一般車両についても、車止め等の設置に
されているが、残念ながら、公有財産・ より、車両での往来等ができないように
学校施設・通路の管理についてどのよう 規制し、児童の安全強化に努めていく。
に検討されているのか（児童の安全をど
のように考えるのか、通用者への対応を
どうするのか、施設管理をどのようにす
るのか等々）指摘後２年間の対応が見え
ない。
平成 25 年度になって「現況を確認し
安全管理上実施可能な対策を関係する
課等と協議し実施する」が措置として提
出されたが公共施設、特に学校施設は安

全・安心の確保が必要であり、教育上の
観点からも早急な対応が必要である。
(4)雨樋の修理・清掃が必要となってい

現状の把握をしているので、予算化し 教育総務

る学校が複数ある。二・三階の雨水が一 て定期的な点検・清掃を実施していく。 課
階部分の屋根に縦樋で落ち、一階の樋と

また、陸屋根等で雨水が溜まりやすい

直結していないために屋根に滞留する 構造の学校については、定期的に学校で
状況にあり、屋根の防水機能の劣化と相 ドレン周りの清掃をするように指示を
まって雨漏り要因のひとつと考えられ している。
る。
また、横樋が清掃されていないために
泥が溜り草の生えている状況が見られ
た。軒先の破損原因ともなるだけに清掃
が必要となるが、高所であるために行わ
れていない。施設管理を考えた場合、高
所を理由に放置することは許されない
のではないか。数年に一度、高所作業車
等を使えば対応は可能ではないだろう
か？施設を長持ちさせる（雨漏りによる
施設の劣化防止）方策に知恵を出し合っ
ていただきたい。
平成２５年度定期監査（平成２５年度教育関係施設）
⑴ 監査の結果の公表年月日

平成２６年２月２８日（柴監告示第１号）

⑵ 措置通知があった年月日

平成２６年７月１６日

⑶ 監査の結果及び措置の内容
監査の結果（指摘事項等）
①町民共有の情報端末の再配置につい
て

措置の内容（改善等内容）

措置を講
じた課等

町民共有の情報端末は、柴田町図書館 生涯学習
に 3 台あり、その利用についてＰＲして 課

各センターに設置されていた町民利 いく。３つの生涯学習センターへのパソ
用可能なパソコンが、搭載しているオペ コン設置については現状を見守り、町民
レーティングソフト XP が、平成 26 年 3 からの要望等を見ながら検討していく。
月 31 日をもって終了することに伴い、
危機管理上の問題から使用停止・設備撤
去された。
取られた措置は理解できるが、情報化
社会にあって柴田町においてもホーム
ページを活用し、情報発信を行っている

ことから、平成 26 年度においても不用
な媒体の持ち込みや閲覧を規制するな
ど危機管理の徹底を図りながら、町民の
利活用に配慮していただきたい。
① 社会教育施設と観光行政

来年度、桜の季節に町外から訪れる観 生涯学習

柴田町は観光（四季折々の花を主体 光客に対し、柴田町の偉人たちを紹介で 課
に）を町おこしの主眼に据えている。

きるコーナーを設けていくことを計画

町民の協力を得ながら「はなのまち柴 している。サクラ回廊やさくらの中の美
田」を観光戦略として前面に出し、各学 術祭と一緒に盛り上げ観光客の呼び込
習センター、各公民館において町民を対 みをしていく。
象としたさまざまなイベントに取り組

麹屋コレクションについては、収蔵品

み、郷土館においては町外の方にも文化 を確認し、展示が必要と判断されるもの
財を公開するなど、柴田町の良さを発信 は、流失を防ぐために買い取りはできな
している。

いので借用して公開することを検討し

しばたの郷土館には文化財展示施設 ている。
としての思源閣があり、彫刻家小室達氏 文化財保護委員の意見も取り入れなが
の作品をはじめ多くの作品が収蔵され ら検討していく。
定期的に公開するなど、観光行政の一端
を担っている。
残念ながら、農村環境改善センターに
伊達政宗公の騎馬像が展示？されてい
るのはあまり知られていないし、山本周
五郎原作 NHK 大河ドラマ「樅ノ木は残っ
た」に登場する原田甲斐・伊達外記の墓
碑も城址公園の片隅に並んで設置され
ているが、立ち寄る人は少ないようだ。
また、多くの観光客が立ち寄った「麹屋
コレクション」は当主が他界し、休館状
態にある。
町内にある重要文化財や天然記念物
については所管課を中心に把握されて
いるが、多くの貴重な資料が個人宅に眠
っているものと思われ、逸散が心配され
る。
収蔵品については町が管理すること
も考える必要があるのではないか。
観光スポットとしての城址公園と町
内に集客するには、「花」以外にも年間

を通して足を運んでもらえるものが必
要であり、騎馬像や麹屋コレクションを
はじめ眠れる文化財が観賞できる施設
を設けることも一案と考える。
思源閣の展示スペースには限りがあ
るため、改修費用は掛かるが取り扱いが
定まっていない旧勤労青少年ホームを
文化財収録展示する場として活用する
ことも必要ではないか。
収蔵品を増やしても「専門的知識を有
する職員がいない」ため、対応が難しい
との声もあるが、町内には町史編さんに
携わった方や文化財に詳しい元職員も
おり、ガイド養成講座受講生の協力を得
ることも大切である。
職員の皆さんは「観光行政は商工観光
課だけが行うものではない」ことを理解
され、納めていただいた税金を各種事業
（補助金も含めて）により町民に還元さ
れているが、還元の結果を意識すること
も大事である。
新製品が開発され、柴田町で生産販売
されることが重要であり、そのことによ
り町の知名度が上がり、町内での購買力
のアップにつながっていくことを認識
していただきたい。

