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第５回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年５月１３日（火） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時４１分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（第８号）専決処分について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算（第１号）について 

  ③介護老人保健施設きよさと前施設長目黒氏への善行表彰の贈呈について 

 

 ●生涯教育課 

  ①町民プール建設事業について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算 

 

 ●消防清里分署 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（消防所管分）専決処分について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司     

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    伊藤 浩幸 
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 ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚    ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

 ■消防分署長      河合 雄司    ■消防分署警防係長   内野 智也 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第５回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 総務課より３点出てきてございます。１点ずつ説明お願いいたします。 

はい、課長。 

 

○総務課長 

 総務課からの協議報告事項でございます。１点目の平成２５年度一般会計補正予算第８号専決

処分について説明させていただきます。１ページをご覧ください。平成２５年度一般会計補正予

算８号の専決処分の概要でございますが、今回の補正につきましては、ご案内のとおり地方自治

法の定めによって３月３１日付けをもって専決処分をいたしました事項を議会に対する報告を行

うということの概要説明であります。 

補正額につきましては、歳入歳出それぞれ３億６千８３０万２千円を追加し、予算の総額を５

０億２千３７５万９千円とするものであります。 

歳入につきましては、地方譲与税から町債までそれぞれ額が確定するとともに、歳出につきま

しては、介護会計、国保会計後期高齢者医療会計への繰出金の精算及び道路橋梁河川指定管理委

託料消防組合本部負担金の増額補正を行い、剰余額につきましては、基金積立及び公債費の繰り

上げ償還を行うものであります。総務課関連につきましては、公債費におきまして、平成２４年

度借入分の臨時財政対策債につきまして１億３千８１２万７千円の繰り上げ償還を行うものであ

ります。総務費において、剰余額分残の２億２千８３７万５千円につきまして、公共施設整備基

金に積み増しをおこなうものであります。これによりまして、繰上償還後の平成２５年度末公債

費残額は、７２億８千７０８万６千円となりまして、前年度末残額対比６億９千６４５万５千円

の減となっております。 

 また、基金残高につきましては、備荒資金を含みまして、４２億８千９２６万７千円となりま

して、前年度末対比７７９７万４千円の増となるものであります。その他専決補正内容につきま

して、所管各課より後程説明を申し上げるということであります。  

 以上で説明終わります。 
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○畠山委員長 

 ①番の平成２５年一般会計補正予算８号を専決ということで説明をいただきました。委員の方、

何かありましたら。いいですか。無ければ次に②番お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ２点目の協議報告事項でございます。２６年度一般会計補正予算第１号でございます。今回の

補正につきましては、すべて町民プール関連の補正であります。歳入歳出にそれぞれ５億６千９

６１万６千円を追加し、補正後の予算総額を、４７億４千３６１万６千円とするものであります。

歳入につきましては、国庫支出金道支出金公共施設整備基金からの繰入れ町債となっております。 

歳出につきましては、建設に係る予算を森林整備加速化交付金の関係から農林水産業費で予算

計上しております。また解体及び町民プール閉鎖期間中の代替施設関係経費につきましては、教

育費で予算計上しております。詳細につきましては、後ほど生涯教育課より説明がございますの

で、よろしく申し上げます。 

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただいま２６年度一般補正予算、１号概要について説明をいただきました。これについて何か

ございませんか。無ければこの関係について教育の部分で質問をしていただければというふうに

思います。続いて３番はい、課長。 

 

○総務課長 

 ３点目。報告事項でございます。清里町表彰規則に基づく善行表彰の関係でございます。 

記載のとおり介護老人保健施設の施設長として、１０年１カ月にわたり勤務されました目黒医

師につきまして、清里町表彰規則に基づき、善行表彰を贈呈するものであります。功績につきま

しては、記載のとおりになっておりますが、本日この委員会終了後、目黒先生の受賞通知を行わ

せていただきまして、１９日予定の臨時会終了後、授賞式を考えております。先生の御都合が良

ければということでございますので、後程また正副議長、常任委員長につきましては、式典の出

席をお願いすることになろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でござ

います。 

 

○畠山委員長 

 ③番であります。介護老人保健施設きよさと前施設長目黒氏への善行表彰の贈呈についてとい

うことで説明をいただきました。この関係について何か。総務課全体で何かございませんか。無

ければ終らさせていただきます。いいですか。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 続きまして、生涯教育課２点について、説明をいただきたい。１点ずつお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 それでは、生涯教育課からは２点という事で、町民プールの建設事業関係またそれに付随する
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補正予算という事でございます。資料の４ページをお開きいただきたいと思います。 

本事業につきましては、昨年の１２月定例議会におきまして、建物の本体及び現在の建物取り

壊しに係ります実施設計の予算も補正させていただいております。早期の事業実施に向け準備を

してきたところでございます。また本年２月にも本常任委員会で御説明いたしましたけれども、

平成２６年度予算におきまして、北海道からの木造公共施設整備に係る交付金の内示が４月に示

されまして、また裏財源として過疎債についても２６年度分の申請をし、目途が立ちましたので、

今回５月の臨時議会での補正予算計上について協議をさせていただきたいと思います。 

まず全体の事業費及び財源内訳について、４ページでご説明をさせていただきます。一番上の

網掛け部分につきましては２５年度事業でありまして、本体建設及び現施設取り壊しの実施設計

並びに地耐力検査であります。事業は既に完了しております。２６年度につきましては、今回の

補正予定が建築本体工事、機械設備工事、電気設備工事、施工管理、現施設解体、備品整備まで

となっておりまして、合計で５億６千９８０万９千円となりさらに６月補正を予定しております

けれども、２７年度に行います外構工事の実施設計費３２１万９千円を合わせまして、今年度予

定しております合計金額が、５億７千３０２万８千円ということで現在予定しております。 

下の２７年度外構工事につきましては、プールの周辺の外構整備に合わせまして、トレーニン

グセンターですとか保育所、緑清荘など周辺の施設でも利用できる駐車場整備を行うというもの

でございまして、今年度中に実施設計を行いまして、事業費については概算ということで計上さ

せていただいております。以上３年間事業全体合計金額が６億１千５５８万３千円となっており

まして、本年２月に常任委員会でお示ししました合計金額につきましては、その時約６億２千１

００万円ということでございましたが、若干それよりは下回っております。ただ震災復興事業の

影響などによりまして、資材の単価及び労務単価が予想以上に上昇しているというのが実態であ

ります。施設の全体的に必要な分を精査いたしまして、面積につきましても当初計画に予定して

いたものより約１割削減し、１，０００平米未満に押さえ必要な機能は備えつつ、できるだけ過

大また過備にならないよう設計をしておりますので、何とぞ御理解をいただきたいというふうに

存じます。 

財源内訳につきましては、これまでは見込んでおりませんでしたけども、国庫支出金の中の頑

張る元気交付金というのが２千万円、今回の補正事業分に充当可能となっております。従いまし

て、総トータル国庫支出金の合計が全体で２５年度とあわせて４千万円。道支出金といたしまし

て、昨年来要望しておりました森林整備加速化交付金これが１億６千９６１万６千円。これにつ

いては、本体工事のうちの交付金の対象外になる部分を除いた金額。これの２分の１となります

けども、４月に内示を受けております。それにプラス２７年度の外構工事に道の地域づくり交付

金１千２０万円を見込んでおります。合わせまして道支出金が１億７千９８１万６千円。次に過

疎債が今回補正分に２億６千万円ということで充当を予定しております。その他まちの公共施設

整備基金から今回の補正分に１億２千万円。残り一般財源といたしまして、トータル２５年度分

と、今回補正分さらに来年外構実施設計費と来年の外構工事費合計いたしますと１千５７６万７

千円ということになります。なお過疎債につきましては、今年度の起債償還額及び基金の繰入額

これら含めた実質の町の負担額は、備考欄に記載のとおり２億１千３７６万７千円ということに

なっております。この数字につきましては、昨年この事業の前に、９月大規模改修か、建てかえ

かの検討を行う時点でお示ししておりました実質の負担額の上限２億８千万円ということでござ

いましたけども、下回っているということでございますので御理解をいただきたいというふうに
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存じます。以上財源内訳の内容でございます。 

次に建物について概要を説明させていただきますので、５ページからご覧いただきたいと思い

ます。まず５ページにつきましては、配置図となっておりまして建築場所は、現在地と同じとこ

ろに建てかえを行ってまいります。図面の上が北側となりまして、建物の入り口が北東の角、上

の左側の角からとなります。建物の南側には、太陽光発電パネルを設置し、発電量は１５キロワ

ットということで予定しております。また先ほども申し上げましたけれども、２７年度事業は、

外構整備として駐車場を合計で５６台分整備する予定でございます。次の６ページにつきまして

は、立面図でありまして、西側・南側・東側・北側という順に載せております。西側・南側・東

側の大部分につきましては、ガラス張りとしております。北側については、図の下の右側になり

ますけども外壁にカラマツ材の使用の予定をしております。次に７ページが平面図でありまして、

右下に記載のとおり木造平屋建て全体床面積が９９７．９７平米ということで予定しております。 

プール水槽につきましては、まず、一般用のプールが２５メートル５コース分。これは水深が

１．２メートルであります。その内の２コース分ちょっと小さくて見づらいんですけども図面の

上の方に歩行用プールと書いておりますけども、ここに２コース分、高さ２０センチの調整台を

設置します。普段はこの台を設置して、歩行用として使用しまして、また学校授業などの時は、

低学年にも使用できるということで考えております。大会などで全面を使用する場合につきまし

ては、この台を撤去し、５コース全部で同じ深さで使用していくという予定をしております。ま

たプールの上側につきましては、スロープならびに階段を設置しまして、水に入りやすいように

ということで高齢者等にも配慮した設計をしております。次に図面のこの右側、下が幼児用プー

ルでありまして、面積は６７．５平米であります。これは現在のプールとほぼ同じ面積になって

おります。こちらにも水に入るところは階段を設置しておりまして、深さが６０センチになりま

す。 

幼児用プールの隣りには、泳いだ後または水中運動をした後などの疲労回復と体を温めるため

のジャグジーを設置しております。その他この図面の上側になりますけども、管理室、男女の更

衣室、シャワー室、そして機械室。さらに入口近くのホールにつきましては、現在のプールは一

部２階部分がございまして観覧スペースがあるわけですが、この部分が今回は平屋建てという事

で、このホールを広めに確保しガラス張りとしましてプールの中が見えるようにし、その部分に

カウンターとイスを設置しまして、保護者の方等観覧しやすいように配慮をしております。また

小規模な会議などもできるようにということで机イス等も配置予定をしております。 

またホールの横には、一般の見学者あるいは障害をお持ちの方なども利用しやすい多目的トイ

レとさらに子供たち幼児を対象にしたキッズコーナーを設置しまして、子どもから高齢者まで利

用しやすい施設ということで考えております。 

次に８ページをご覧いただきたいんですけども、プール建設事業にかかる今後の事業スケジュ

ールということでございます。現段階でのスケジュールということで、５月１９日予定の臨時議

会において、解体費、本体工事費、備品購入費の予算補正させていただき、即入札、契約等の手

続きを行いまして、先に現施設の解体事業を進め、現在６月２０日に予定されております定例議

会におきまして、本体工事の契約に関する議決と外交の実施設計費の補正予算をさせていただき、

６月中には本体工事の契約行為を行ってまいりたいと考えております。実際の工事につきまして

は、６月から７月に解体工事を行い、その後本体工事に取りかかるということで、２７年３月ま

でには建物の建設をさせていく予定でございます。新しいプールにつきましては、来年５月１日
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にオープンを予定しておりまして、外構工事につきましては来年５月から９月を予定しておりま

す。このため、今年度につきましては現在の町民プールにつきましては使用できませんので、代

替の施設といたしまして、光岳小学校のプールを７月から９月まで使用する予定であります。使

用は主に学校、幼稚園、保育所等の授業での使用、さらには少年団での練習また一般の町民への

開放も予定をしております。利用時間帯は、現在調整中ですけれども学校等とも相談をしながら、

午前中は各学校の授業の対応といたしまして、午後及び夜間について一般開放また少年団の利用

ということで予定しております。なお代替施設として利用するにあたりまして、現在の光岳小学

校、一部プール等の補修費用含め既存の町民プール管理費管理運営費予算の組みかえをしまして

今回の補正予算に合わせ計上させていただきたいと思いますので、後ほど詳細について担当より

ご説明させていただきます。職員の配置につきましては、町民プールの管理運営を委託しており

ますスポーツ文化施設管理協会の職員がこの管理にあたる予定でございます。 

以上１点目の町民プール、建設事業についてのご説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 町民プール建設事業についてということで説明をいただきました。この関係について何か。は

い。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 早急に着工されるっていう事で行くと思うんですが、施設の中で南側ガラス張りが非常に多い

という感じでいくと、その前に太陽光があってこの関係の長さ的といいますか、距離的にも１０

メートルあるかないかぐらいなのかなって。図面、平面図の距離感ちょっとわかりませんけども

その中でソーラーパネルにおける光線の部分というのは、十分考慮されているのかなというのが

ちょっと気になった点です。それとこの太陽光発電の１５キロを公共施設にするという中で設計

されているわけですが、今年度の３施設等については、確か総務課の説明の中では全量売電でい

きますよということだったんですが、この施設についても北電との契約が本当に可能なのか。こ

のへんある意味では「使った残量を売りますよ。」という感じでいくとコスト的に果たしてどう

なのかなと疑問点も湧いてくるような部分があるかと思います。この辺の整備あるいは着工をす

る時点で、太陽光の発電量がどうのこうのと言う段階ではもう無いわけですが、これからの公共

施設が売電の中で公共施設に建っていく中では、全部の施設でコストを上げていくということで

は問題になってくるんで最低限つけたのはいいんですが、それが結果として効果が出るような、

あるいは最善の効果が出せるような方法での設置の確認を是非しておいていただきたいというふ

うに思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長 

 

○生涯教育課長 

 加藤委員御指摘の関係でございますけれども、まずパネルの設置、位置につきましては、プー

ル、建物との間隔、当然光の取入れの部分と冬場の雪の関係等もございまして必要な距離７、８

メートルぐらいのですね、距離をあけて設置を予定しております。発電量１５キロワットという
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事につきましては、この建物の東西の幅敷地の部分に合わせてできる限りということで１５キロ

ワットということで設計し、これは他の公共施設と同じ考え方ということで、全量売電をする予

定でございます。できる限り効率的に他の施設と同じように調整しながら運用したいというふう

に考えています。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ２月の１３日の委員会資料見ながら、全体的に町の負担は、当初から見ると約７千万ぐらい減

ったかというふうに思うんですが、建築本体工事とか設備工事とかっていうのは、２月の段階よ

りも相当安くはなっているんですが、現地の解体工事だけ前回のやつよりも７５０万高いんです

よ。このへんやはり地元の解体業者がやるんでしょうけども、前回の資料見ると２千８５０万円

から３千６００万円になっているんですが、そんなに変わるものだろうかというふうに思ったん

ですが、その辺いかがですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 前回お示しした解体工事２千８５０万という金額につきましては、昨年の当初段階で単純な面

積による概算事業費ということでの算出をされていたということで、実際の設計にあたりまして

は、人夫賃あるいは機材等のやりくり等に非常に単価が上がっているということで３千６００万

ということで数字が上がってきているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

設計上の話なんですけども、南面がすべてガラス張りということでかなりオープンな形でプー

ルの中が見えるのかなと思うんですよね。９メートルか１０メートル距離を置いた段階でソーラ

ーパネルの設置は、外からの景観中をのぞけないという効果も太陽光パネルに求めるのか。それ

を求めない中で南側の面に対して、ブラインドなりそういうものがあるのかどうか。そこら辺質

問したい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長 

 

○生涯教育課長 

 ただ今の関係ですけども、６ページの立面図をごらんいただきたいんですけれども、細かい説
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明は省略させていただいたんですが、この南側の部分のガラスの下が斜線になっているんですけ

どもちょっとこの図面の窓の高さのところまでこの斜線がちょっと上にのびまして、フィルムを

内側に貼りまして目隠しをするということで、光を遮らない程度に目隠しを行う予定をしており

ます。 

 

○前中委員 

 あと、パネルソーラーの設置する時のその架台の高さによって景観上、例えば２メートル近い

架台の上にパネル設置とかになると、景観上のバランスもあるんですけども、そういう部分の設

計までは細部検討はしてないというふうに。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 架台につきましては、高さ何センチかというのはちょっと今わかりませんけども、必要以上高

くは設置をしないということで予定をしております。その全体が隠れるような高さにはならない

と。目隠しにつきましては、今、先ほど申し上げたフィルムを貼って、中が余り見えないように

するということで考えておりますので、太陽光パネルで全部を隠すということでは予定はしてお

りません。 

 

○前中委員 

 これ関連なんですけどね、その周りもこうフェンスだとか入れない形にするんですか。駐車場

が近いという部分があって、子供がその架台の下に行き来して、無いとは思いますけどそういう

安全性の部分はどうなんでしょうね。そのまま野ざらしの状態で、ぽんとパネル設置、架台を置

いて果たしてそれでいいものなのかどうかという。ちょっとその辺も絡めて考えていただきたい

なと思うんですけども。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長 

 

○生涯教育課長 

 建築の方とも打ち合わせをしまして、そういった危険のないような配慮をしていきたいと。 

 

○前中委員 

 ちょっと参考なんですけども、弟子屈の中学校で同じようにパネル設置した下が駐輪場になっ

ていたんですよね。自転車置き場。こういう使い方もあるのかなというのがあったんで、たまた

ま参考なんですけども。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 
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○加藤委員 

 私もそのパネルの関係とか、確かにその子供の部分の危険性もあると思うんですが、草刈等色

んなこと考えた時に、逆に全部舗装にしてしまって、駐輪場にする。あるいは車を縦に２台置け

るだとかいろんな方法を考えた方が後々色んな意味で、草刈りをしなくて済んで且つ有効に使え

て。いろんな角度からちょっと検討された方がいいような気がするんです。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 まず１点。駐輪場につきましては、この北側の方に今予定をしているんですけれども加藤委員、

前中委員おっしゃった架台の関係につきましてですね、危険性の無いように、また有効的な活用

ができないかどうかというところについて、今後ちょっと協議させていただきたいというふうに

思います。 

 

○畠山委員長 

 あと他。 

 

○村尾議長 

 ちょっといいですか１点。これ太陽光の１５キロというのは、金額どのくらい見込んでいるん

ですか。これ項目中のどれに当てはまっているのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 太陽光パネル設置につきましては、およそ１千５００万円程度を予定しておりまして、この中

の電気設備工事費の中に金額が含まれております。 

 

○畠山委員長 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 １千５００万円で電気設備工事費に入っているという答弁でございまして、それが例えばこの

財源内訳ではどこに入っているんでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○生涯教育課長 

 財源内訳につきましては、道からの森林整備交付金につきましては対象外となります。また今

後過疎債等につきましても、その内容について精査をされていきますので、そういった部分は対

象外となる可能性が高いので、その分につきましては基金なり一般財源というところの充当にな

っています。 

 

○畠山委員長 

 はい議長。 

 

○村尾議長 

 財源内訳を聞いたわけでございますが、今回の町民プール建設事業とは関係ないって言ったら

ちょっと語弊があるかと思うんですが、その他基金って、町の基金の取り崩し等を一般財源で持

ち出すと、この１千５００万円については。そういう論法からいくと、生涯教育課のこのプール

の建設じゃなく、太陽光については総務課でやっておられる太陽光の事業に私は匹敵するのかな

と。これが道支出金とか国庫支出金だとか過疎債の対応になるんであれば、建物の中でやるのは

解るんですが、そうではないよということであれば加藤委員が言われたように、３施設プラス１

にするということでやられることが当然かなと思うんですが、それについていかがでしょう。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 この太陽光の設置につきましては、総務課とも調整をしておりますけども今回プールが新たに

建設されるということで、敷地内の構成、プールの建物ならびに外構の整備ということを含めて

プール建設事業の中で一体的に設計をするのが効率的だと言うことで、このプール建設事業を合

わせて設計を進めてきているところでございますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○村尾議長 

 所管と総務課の打ち合わせでこうなったのと言うのは、よく解るんですが、平成２６年度の町

長の目玉事業が太陽光なんですよ。そのなかで、プールを新設するということにあたって太陽光

を入れるっていうのが町長の政策予算なんですよね。その論法からいくとプールにかこつけるよ

りは、これプラスワンで出したほうが筋でないかと。所管の課長に質問するのもおかしいわけで

すけれども、そういう声があったということぐらいは、町長部局に言っといてほしいなと。いか

がでしょうかね。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長 

 

○生涯教育課長 

 プールの建設事業につきましては、昨年の９月以来ということで早急な整備を計画してまいり
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ました。その中で皆様方の御意見を伺いながら、エネルギーの有効活用を経費節減ということ含

めて太陽光パネル設置につきましても進めていくということでやってきておりました。その関係

上プールの建設事業の中では進んでいく。これでご理解いただきたいですけども、今後につきま

しては町全体の政策的な太陽光発電の推進というところに足並みあわせて進めてまいりたいと考

えておりますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

関連でなんですが、これ１５キロで、１千５００万というふうにありますけども、公共施設で

すから結構な単価なんですが、これで計算すると果たして効果があるのかなっていう非常に微妙

な部分を抱くのが一つなんです。これは設置するという話ですからいいのですが、ただ課長の説

明でいきますとこの４ページの最後に書いてあります、２５年度の町の負担の２億１千３００万

いう数字がですね。逆を言うと基金や一般財源からということになると、町負担はどんと増えち

ゃうということになる。要するに太陽光が道拠出金や過疎債やそういうことにならないとしたら、

この部分で上がってしまうっていうことになってきてしまうんで、そういう予算説明の中におい

ても、実はこの部分は別個でしたので言って、町負担が結果としてプールの施設費が上がったよ

うに町負担が大きくなる。そういう観点からも議長の言われたような１つの検討、あるいはそう

いう部分というものも十分にこう考慮されてですね、これはあくまでも予算だから仕方がないと

いう表現もありますけども結果として、こうだったから増えましたということの極力ないような

形で進むあるいはそういう計画をされたらいかがかなと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長 

 

○生涯教育課長 

 只今加藤委員御指摘のとおりですね。基本的に太陽光に係る経費につきましては、プール建設

本体事業また外構分につきましても同様なんですけどもプール建設本体とまた別ということを考

え方ができるかと思います。その中でこちらといたしましてもプールの事業費を抑えたいという

意味では、その部分を別に出しておくのが手法としては良いのかなというふうに考えております

けども。先ほど申し上げまして、外構も含めた全体ということで、今回この事業についてお示し

しているところでございまして、２億１千３７６万７千円の中には、太陽光の建築部分も含めた

負担額ということで入っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員 

 

○加藤委員 

 ２億１千３００万円というふうに言われてですね、一般財源の中に抱えている１億２千万と公
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共施設整備基金１億２千万と１９万３千円。これ以上増えてしまうってことでしょう結果的に。

太陽光の部分が補助対象外であるというふうになれば、ここの部分が基金と一般財源の分で 1億

５千万に増えるだけの話です。これその中に入っているのかどうなのかという部分が出てきます

けども、最初から見てないという表現もあるかもしれませんけども。そこのところ基金の中に全

部入っていますっていうことですね。 

 

○生涯教育課長 

 そうですね、約１千５００万ということですので、金額的にはこの基金１億２千万の中から出

るということになりますね。あくまで内数になっておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 歳入の部分は、どこで受ける形なんですかね。太陽光その売電収益。町長は従来どおりその教

育関連という部分で充当したいという動きがあるんですけども、歳入はどこで受ける形で処理す

るか。今の段階でわかれば。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 これは他の公共施設と同様な考え方で現在進めております。 

 

○畠山委員長 

 ただ委員会の意見として、要するにこの辺の取り扱い太陽光の関係については、本来であれば

別の方がわかりやすいし、そちらの進める意図がわかるのかなという意見が出ていたという部分

は、理解をしていただければというふうに。あと他勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 聞いておきたいんですが。構造上のものは、私もあまり詳しくないからわからない訳なんです

けど、かなり大きな建物なんですけどね。木造平屋でこれ南に立面図を見ると、若干の勾配が付

いて屋根がもうほとんど平らなような状態で、木築であり、耐雪とか耐久性とか当然調べられて

いるんじゃないかなと思うんですけど、この勾配のない部分が心配だな。これ屋根面積も相当な

面積じゃないかなと思うんですけどね。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○生涯教育課長 

 屋根の部分につきましては、西側からの立面図を見ていただきますと、プールの建物の部分こ

れが北側から南側に３％の勾配でその入り口部分を含めた管理室更衣室等のところはですね、ま

た別の屋根ということで１０％勾配となっております。屋根の構造につきましては、当然雪が落

ちやすい構造ということと、勾配はあまりないんですけども、当然たまることのないように冬場

ですと風で吹き飛ぶということも想定した設計をしておりまして、また構造的にも大断面の集成

材を柱としますので、構造的に雪が乗ってもですね、問題ないということで設計されています。 

 

○勝又副委員長 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 他ありませんか。それでは続いて、次をお願いいたします。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 それでは、平成２６年度一般会計補正予算生涯教育課所管分についてご説明いたします。９ペ

ージをお開きください。 

まず初めに５款２項１目町民プール建設事業でございます。施設の老朽化による安全性の確保、

機能向上、さらには町有林を初めとした地域材の利用促進を図るため、木造による新たな町民プ

ールの施設の整備を行うものでございます。 

事業費の内訳でございますが、町民プール建設工事請負費といたしまして、建築主体工事３億

６千４００万円。機械設備工事、１億１千３００万円。電気設備工事４千５００万円、工事費合

計５億２千２００万円。町民プール建設工事施工監理業務委託料といたしまして、６７８万３千

円。備品購入費といたしまして、机、イス、取水マット、ベンチなどの家具類１５６万９千円。

電話機、マイクセット、パソコンなどの事務通信機器５４万４千円。クリーナーポリッシャー等

の清掃管理器具で１０３万６千円。滑り台、スロープ等プール用器具で１５７万２千円。備品購

入費計で４７２万１千円。消火器貸出用具等の消耗品費で３０万５千円。総額５億３千３８０万

９千円を計上するものでございます。財源内訳でございますが、国庫支出金といたしまして２千

万円。道支出金として、１億６千９６１万６千円。町債といたしまして、過疎債２億６千万円。

その他として、一方公共施設整備基金が８千４００万円。一般財源１９万３千円。続きまして、

９款・５項・１目町民プール解体事業でございます。新たな町民プール施設の整備に伴いまして、

現施設の解体を行うものでございます。事業費といたしまして、解体工事請負費３千６００万円

を計上するものでございます。 

続きまして、９款・５項・１目町民プール管理運営事業でございます。現町民プール施設の解

体に伴いまして、管理経費の減額、代替で活用する光岳小学校プールの整備維持管理を行うもの

でございます。事業費といたしまして、現町民プール施設の管理経費の減額１７６万円。代替施

設の整備工事費といたしまして、６３万８千円。こちらの内容につきましては、給湯設備仮設暖

房仮設照明の整備を行うものでございます。それから消耗品、燃料費、修繕料等の代替施設の管

理費。９２万９千円。差し引き合計いたしまして、１９万３千円を減額するものでございます。

以上でございます。 
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○畠山委員長 

 ただいま補正予算の説明を頂きました。この関係について何かございませんか。はい、加藤委

員。 

 

○加藤委員 

 解体して代替のプールで整備をしていかなければならないと、前段の答弁の中にも、今までの

委員会の中であったと思うんですが、町民プールが出来た中では、統合と言いますか、集中した

形の中で、今後運営をしていきますよということになるとすれば、今年１年間の代替施設という

捉え方をするんであるとすれば、本当の最小限の形で安全性を無視してということにはなりませ

んが、その辺十分検討されて、明年度からその無駄にならないような、あるいはその物を町民プ

ールの中で活用できるものが、あるいは他の施設ができるような方法いろんなことを考慮した中

で取り進めていただきたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 御指摘のとおり今回の代替施設に係る経費につきましては、必要最小限ということで、６３万

８千円の部分でございますけどもまず１点としましては、光岳小学校はシャワーの温水が出ない

状況でございまして、他の施設にございましたボイラーを設置して、中古のものを設置して対応

してまいりたい。なおボイラーにつきましては、次年度以降も使用可能と考えております。また

暖房及び照明は、あくまでも今年度限りということで、これは仮設のものをリースで対応してい

く予定をしてございます。なお光岳小学校及び緑町小学校のプールにつきましては、老朽化が進

んできているわけでございますけれども、３年前にシート交換をしておりまして、これについて

はまだ使用ができるということで、シートの状況を見ながら、また他の施設全体を見ながらです

ね、町民プールへの統合時期を見計らって行きたいということで考えておりますのでご理解いた

だきたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 代替施設に光岳小学校を使うという事なんですが、今まではですね、すぐそこにあるためにで

すね、小学校とか保育所とかと色んな方使われたと思うのですが、こういった施設を代替で使う

ということは、そこに保育所なり小学校中学校が代替のところに行くっていうことになるんです

が、こういった交通手段をどういうふうに考えているんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 



 

- 15 - 

○生涯教育課長 

 交通手段につきましては、学校の授業でのプール授業の使用につきましては学習センターのバ

スの利用を考えております。また夏休み期間にはですね。清里市街から光岳小学校までの子供た

ちの夏休み間の運動ということでプールを利用できるように生涯教育バスを運行する予定をして

います。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 それはあれですか、例えば保育所とか幼稚園とかも入るんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 保育所も幼稚園も入りますけども、幼稚園につきましては事前に打ち合わせしたところ、従来

より、幼稚園から今のプールも自分たちで車を手配しての移動をしているということで、光岳小

学校に行く場合についてもそのような同じ対応をしていきたいということを今のところ承ってい

るところです。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ということは例えば、小学校だって６年生までいるわけですから１日に何回か交代で行くよう

になると思うんですが、そういった経費に関しては、すべて生涯教育の方で、持つってことです

よね。結構これ経費かかるんですが。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 従来からもいろんな授業の関係で小学校、中学校のバス利用はありまして、そういった部分の

予算の確保もしておりますし、全体の枠の中で生涯学習活動車の予算の中で処置をして参りたい

と考えておりますので、仮に回数等他の事業による利用等が多くなった場合ですね。年度末にそ

の分補正をさせていただくという可能性もございますけれども、とりあえずはその予算の中でや

りとりをしながら進めてまいりたいというふうに考えますのでご理解願います。 
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○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 新しい町民プール建設にあたって、代替施設の光岳小学校のプールの代用ってことで今説明が

ありまして、その管理という中で管理人を置きたいという意向があるんですけども。従来の光岳

小学校のプールテントは、もう完全にクローズした段階で外して撤去。そして従来であれば、Ｐ

ＴＡが落ち葉から清掃して水張りまで全てやっていた経過があります。そういう部分を今後町は

ある時期、全面管理ということでそこら辺も管理責任として、今年度に限ってはすべて管理する

っていうことで間違いないのかという部分がまず１点の確認。それからもう１点、その施設の細

かい修理部分で今回も６３万円ほど出ているんですけども、プールの側溝の手前側にそのグレー

チングゾーンがぐるっと四面囲っているんですね、ステンレスの板で。それであそこはビス止め

になっているんですよ。ところがそのビス、かなり破損状況がひどいです。ということは、その

プレートの水切り板の板自体がもうあがったらコケるって言うかな、口が開いたりするような状

況なんですね。細かい話ですけども。そこはやはりきっちりと対応できるんであれば対応して欲

しい。 

それともう１点、乳幼児もこの光岳で利用するのかどうかの確認なんですけども。光岳のプー

ルの場合一度水を張ると低いところはあるんですけれども、それでも１メーター以上あるんで、

幼児が使えるのかなというのがあるんですね。保育所園児には現実どうなのかなというのは検討

していただきたいなと。 

 

○生涯教育課長 

 まず管理体制でございますけれども、今年度今シーズンにつきましては、あくまでも町民の代

替施設ということで、全て管理につきましては、管理協会の方で管理をしてまいりますので、学

校保護者の方の御協力は、いただかなくても清掃から全て行っていく予定をしております。その

中で軽微な補修部分につきましては当然危険のないように今後修繕をして使用してまいりたいと

いうふうに考えております。 

またプールの深さにつきましてもですね。前中委員御指摘のとおり水槽の深さ自体は、幼児用

につきましても８０センチ程度ありますけども、全体の水面も調整いたしまして幼児の利用に支

障のないように深さを調整し、一般の方が浅めになりますけども、できるだけ調整をしながら危

険性が無いように使用をしていただくということで考えておりますのでご理解いただきたいと思

います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。他、生涯学習課。全般を通してでもいいですよ。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 池下委員が言っていた通学関係の部分についてなんですが、バスを出してやることは当然だと

いうふうに思うんですが、同時に通学バスがありますよね、そのバスの時間帯というのはうまく

合わないのか、あるいはそういうものの利用も可能なように料金等の問題も出てくるかと思うん
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ですが、１年間限りの中での便利性を保つ意味合いからもその辺時間帯の調整が可能なのかどう

なのか、あるいは夏休みの時間帯その一般のお客の関係もありますけども、その辺も踏まえた関

係の中で対応が可能なのかどうなのか検討してみたのかどうなのかその辺ちょっとお伺いしてみ

たい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 通学バスにつきましては、朝学校に向かってくると。あと午後帰る部分が３時ぐらいと夕方と

いうことで運航しておりますが、まず学校の授業につきましては、ほぼ午前中にそのプール授業

を行っているということもございまして、ちょうど合間になってしまうということがあろうかと

思います。また夏休み中についてはですね。中学校のスクールバスというところが基本なもんで

すから休み期間中は運航がなくなってしまうということで、なかなかこれとあわせて利用するっ

ていうところが、実質難しい状況にあろうかと思います。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと中学校の関係、今年度体育の中で水泳授業を開催する方向なのかどうか。そこら辺、

ちょっと確認して聞きたいんですけど。 

 

○生涯教育課長 

中学校につきましても昨年より体育授業に水泳授業があるということで、これは今年度もその

予定というふうに伺っておりますので、今後は今月中に各学校にお集まり、幼稚園も含めてお集

まりいただきまして、時間帯の調整をいたしますが、今のところは従来通り中学校での授業も予

定していると。 

 

○前中委員 

 それとやっぱりトイレもぼっちゃん式っていうんですか。かなり深い便所ですけれども。多分

現地は見ていると思うんですけど。その辺もちょっと考慮していただけるのかどうなのかと。 

 

○生涯教育課長 

 小さい幼児ともいらっしゃるということで、特にトイレはなかなか水洗にというまではいかな

いんですけれども、今の和式の汲み取り式の和式の便器でありますので、学校側からも和式では

ちょっと利用がしづらいということがありまして、それを簡易に洋式に変えるような措置を考え

ているところでございまして、またロッカー・下駄箱と、利用人数が増えてまいりますので、そ

の分の設置をしていきたいと考えておりますのでご理解願います。 
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○畠山委員長 

 よろしいですか。無ければ生涯教育課終らさせていただきます。ご苦労様でした。続きまして、

消防清里分署１点です。説明をひとつお願いいたします。 

 

○消防分署長 

 説明の前に少しだけ時間をいただきまして、ご挨拶をさせていただきたいと思います。４月１

日付の人事におきまして消防清里分署の方に参りました河合と申します。よろしくお願いいたし

ます。２４年から２年間社会福祉協議会の方にいっておりまして、そちらの方でも皆さん方には

大変お世話になりました。ありがとうございます。社協の方ではこの場に来ることはなかったも

のですから２年間ブランクがございまして、多少戸惑っております。これから消防事業に関しま

して、皆様方の御理解をいただきながら進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。また隊員でおります内野でございますが、３月まで消防の斜里の本部の方

に派遣で行っておりました。現在は山田消防士長の方が行っておりますが、こちらの方に内野が

戻りまして警防係長ということで、当面は、１８日の春季消防演習に向けて、準備の方中心にな

って行っているところでございます。内野の方からも一言挨拶いたします。  

 

○消防庶務係長 

 先ほど、説明ありましたけども、４年間ほど斜里の消防本部の方に出向しておりまして、４月

から帰ってきまして警防係に配属されました。よろしくお願いします。 

 

○消防分署長 

 それでは説明の方に入らせていただきます。今回うちの方から出しましたのは、平成２５年度

一般会計補正予算、消防所管分の専決処分についてでございます。１０ページの方をごらんくだ

さい。 

まず今回の専決補正につきましては、３月議会におきまして補正をいただきました消防救急デ

ジタル無線整備工事の増額となっているところでございます。消防救急デジタル無線整備工事に

つきましては、３月議会におきまして、平成２６年度への繰越事業といたしまして本部負担金と

して、１億１千８８万６千円の補正をいただいたところですが実施設計が終了し、設計の金額の

確定によりまして差が生じたために今回補正いただくところでございます。設計を進める上で総

務省と協議を行った結果、清里町分の最終的な設計金額につきましては、１億５千４３３万９千

円となりまして、３月に補正していただいた時点の金額。これは１億５千７４５万３千円という

ことでございましたが、そちらの段階よりも３１１万４千円下がったところでございます。です

けれども、設計金額の中身におきまして、補助対象が減って補助対象外が増になりバランスが変

わったことによりまして、消防本部で受ける補助金の収入が４２７万４千円下がることになりま

す。そちらの方で金額が下がったんですが、補助金の収入も下がる事になりましたために、負担

金といたしましては、１１１万６千円の増といった形になってまいります。そういうわけで消防

本部負担金全体では、１億２千８８０万１千円。うちデジタル無線に係る事業に対しまして対す

る負担金につきましては、１億１千２０４万６千円となります。こちらの方につきましては１０

ページの上の表でございますが、補正前が１億２千７６４万１千円。補正額が１１１万６千円。

今回の補正後の額が１億２千８８０万１千円といった形になります。 
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それと繰越明許費の概要といった所の表にございますが、その右下の欄、今回事業に対する額

１億１千２０４万６千円といった形の変更になるといった形でございます。また、補助対象と補

助対象額のバランスが変わったことによりまして、補助対象分といたしまして見込んでいた地方

債こちら一般補助施設整備事業債でございますが、こちらについて地方債の欄から４４０万円を

減額いたします。また補助対象外に充てるために見込んでいた地方債、緊急防災減債事業債こち

らの方につきましては、上限額がすでに道と協議の上決まっておりますので、増額することがで

きませんでしたので、不足する財源先ほどの１１１万６千円とこちらのうち、先ほど地方債の減

額分４４０万を足した額でございますが５５６万円につきましては、一般財源として財源を充て

るところでございます。そういう中でございまして、繰越明許費のところに書いてございます、

地方債が１億１千６００万から１億６２０万円ということで、ここで４４０万円下がっておりま

す。また一般財源につきまして、５２８万６千円から５８４万６千円ということで、ここで５５

６万円の増といった形の財源内訳となるということでございます。内容につきましては以上でご

ざいます。 

なお、消防救急デジタル無線工事につきましては、現在工事の参加資格を地域限定の企業体に

よるものといたしまして、既に斜里の本部の方で、企業体の募集、資格審査、指名選考工事の機

構が終了しておりまして、入札につきましては５月２０日執行の予定となっております。その後

に５月２８日招集の消防議会の承認を得まして、契約を締結する予定となっていますので、ここ

でご報告いたします。また工事の工期につきましては、２７年３月１５日までとしているところ

でございます。以上簡単でございますが、専決処分について説明いたしました。 

ここで余談になるのでございますが、消防本部の予算の扱いなんですけれども消防本部の方に

問い合わせましたところ、清里町については設計額に基づいて支払うべき負担金の最大の額を予

算化していくということで、今回専決処分という形で補正をあげているところでございます。た

だ消防本部につきましては、事業費が下がったということで、もともと規定の予算を大きい額で

もっておりますので、そちらの方を上回っていない状況にあるために、２５年度予算については

補正を今回行わないで進めていきたいというような意向をお持ちだということでございます。そ

ちらの方が本部の意向というふうに伺っておりますので、ここで簡単ですが説明に代えさせてい

ただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 只今、平成２５年度の消防費補正予算の説明をいただきました。何かありますか。いいですか。

全般を通してもないですか。どうもどうもご苦労様でした。それではあの引き続いて、総務課一

点あるということでよろしくお願いします。  

 

○総務課長 

 先ほど報告事項で目黒先生の善行表彰の関係を報告申し上げました。委員会に報告後ですね、

目黒先生に直接表彰の受賞をということで御案内申し上げました。ところが先生につきましては、

これまでどの種類の表彰も受けてこなかったと。これは俺の信条だと。過去斜里からも一切表彰

を受けてないと。ということで、式に出席するしない以前の問題として、表彰を受けないという

ことで固くご辞退の方がございましたので、町長、副町長、協議の上、今回については行わない

ということで臨時会終了後の式ということでご案内申し上げましたが、無いということでご理解
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願いたいと思います。以上でございます。  

 

○畠山委員長 

 わかりました。取り下げたっていう方向にするということであります。あと他いいですか。 

 

○村尾議長 

 折角来てくれたんで、先ほど生涯学習課のプールの関係で説明があったわけですが、課長も十

分認識されていると思うんですが、太陽光が今回１５キロ。この新設工事に合わせて設置すると

いうことで説明を受けました。財源内訳の中で国庫支出金及び道支出金過疎債に対応になるのか

ということを聞いたら今の所ならないと言うことで、町の基金並びに一般財源でこの１５キロ、

１千５００万の予算を考えているんだということになれば、先ほどの委員会ではプール事業費が

増えるだけでないのかと。これはちょっと問題でないのかと。プールの事業費を抑えることが必

要な中で太陽光の１千５００万は問題だということ、さらに太陽光は全部売電だと。歳入は生涯

教育課でなく総務課に入るということは、平成２６年度の町長の方針である清里町役場、緑支所

保健センター３施設の太陽光６千万の予算を見ていたわけですが、これは町長の政策予算のわけ

でございまして、太陽光自然エネルギー事業を導入していくというのが、町長の方針なわけでし

て、当然プールの１５キロ１千５００万についても、財源内訳からみて、総務課の事業になるべ

きじゃないかと。それから太陽光の収入の窓口から見て、総務課の仕事でないのかという意見が

出たんですが、その辺いかがですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今回の今の御質問につきましては、これ所管事務調査の一環であるのかどうか、それとも休憩

中の御質問なのかどうかというとことの判断をお願いします。 

 

○村尾議長 

 これは総務課と所管で打ち合わせで、所管にはそういう話をしたんだけど、私は、所管は総務

課でないかという聞き方をしているわけで。太陽光の３施設と同じ考えを持たんとまずいんじゃ

ないですかという事を聞いているんです。プールの建設に関係ないんだよ。先ほど聞くと。財源

内訳で過疎債、道支出金、国庫支出金に入ってないってことですよ。あくまでも我が町の基金そ

れから一般財源から出しますよということになれば、３施設、役場庁舎内、庁舎緑支所保健セン

ターでやるのと同じ事業じゃないですかっていうことを言っているわけ。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 基本的はですね、プールの建設と一体の中の付帯した事業ということでここに予算計上したと



 

- 21 - 

いうことでご理解願えればというふうに考えております。 

 

○村尾議長 

 これは先ほどの生涯課とよく協議して下さい。補助事業、財源内訳は一体じゃないわけですよ。

財源内訳が一体であればこれ、過疎債、道支出金、国庫支出金が充当するわけですよ。充当しな

いというような説明ですよ。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 起債の充当事業になるかどうかといった部分とその考え方の問題だというふうに考えておりま

す。例えば役場庁舎、保健福祉総合センター、緑支所というところで今回設置するんですが、こ

れにつきましては今後、現課が維持管理をしていくという形になろうかというふうに考えており

ますので、それに従いまして、これにつきましてもプールと一体の事業で今後とも維持管理につ

いては、生涯教育課が管理していくという形になるというふうに理解しておりますんで、今後の

考え方も含めて、生涯教育課の、教育委員会のプールの予算の中でこれを計上したということで

ご理解願えればというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 課長の今の答弁、全くおかしいと思うのはすべて売電なんですよこれ。プールで使用するなら

わかるんです、今の課長の答弁が。例えば役場庁舎もそうです。それから保健センターもわかる

し、緑もわかるんです。その施設で使うすべて売電でなく一部は使いますよというのなら今の答

弁はわかるんです、すべて売電なんでしょう。プールも売電なんですよ。売電でと言っているん

だからその辺の整理おかしいんじゃない少し。どうなんだ、それ。それをでき上がったら全部現

課に戻しますよなんてことならんでしょうこれ。 

 

○総務課長 

 維持管理につきましては、設置場所を設置している所管のところの維持管理というふうに今考

えておりますが。 

 

○加藤委員 

 ちょっとこれ委員会、議会の議員の中で論議した方が良いと思うんだけれども。委員会でなく

雑談でいいと思うんですが。 

 

○畠山委員長 

 とりあえず、休憩させて頂きます。 
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○畠山委員長 

 委員会を再開いたします。 

 

○澤田委員 

 プールが出来ると同時に太陽光もくっついて出てきたという太陽光は全部プールに使わないで

売電なんですよね。 

 

○総務課長 

 発注別個にするということになれば別個にできるでしょうね。 

 

○畠山委員長 

 考え方は違うからそれを一緒に変えなさいと言ったって、それは一方的な言い方なのさ。 

 

○総務課長 

 わかりました。 

 

○村尾議長 

 ６億１千５００万だ事業費が。１千５００万引いたら６億で出来るということなんだよ。 

 

○総務課長 

 別立てで考えたらどうだという話ですね。 

 

○加藤委員 

 別立てという表現はプールだけじゃなくて今年からやるソーラー全て、今後。これから計画さ

れていく施設について本当に全施設やっていくのか。ワット数を大きくして少なくしていくのか。

将来的には色々なことについて今年度の早い段階で提示していくべきだと思います。 

 

○総務課長 

 わかりました。持ち帰らせてください。 

 

○畠山委員長 

 とりあえず以上で終わらさせていただきますんでどうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、６月の１１日でございます。 

 

○畠山委員長 



 

- 23 - 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第５回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時４１分） 

 


