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平成24年8月 27日（月） 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第3回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、吉田委員

平野委員、笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：なし

事 務 局 山 本、近 藤

会議時間 13：30～15：21

開 会

1.委員長挨拶

ただいまから、第3回総務・経済常任委員会を開会いたします。竹田委員長

ただいまの出席委員は10名でございます。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配布のとおりであります。

2.調査事項

（1）教育委員会

①町民プールの改築について

大変暑い中ご苦労様です。まず、1点目の教育委員会の町民プールの改築に竹田委員長

ついて。

これについては、7月の常任委員会の中で再考していただきたいという部分で、その後

の経過を含めて、資料に基づいて説明をお願いしたいと思います。

佐藤課長。

それでは、資料に基づき説明させていただきます。佐藤課長

まず、資料の1ページですけれども、町民プール改築についての取り組み経過でござい

ます。7月26日の第2回の総務・経済常任委員会で事務調査がありました。それ以降の取り

組みについて、ご説明を申し上げます。

第2回総務・経済常任委員会終了後、ただちに第3回内部協議を行いました。この中でい

ろいろ検討課題についてどうするかということで、意識合わせをしました。それからその

後、8月10日、8月21日、8月23日それから一つ抜けておりました。これは、資料を作った

時点でなかったものですから補足願います。8月24日、もう一回第7回の内部協議を行って

おります。そして、8月23日の夜、第3回の改修検討委員会を開催しております。この中で

再考案について説明しております。

では、引き続き2ページをご覧ください。町民プール改築方針についてというタイトル

になっております。上段に（1）として整備内容、下段に（2）工事費の概算になっており
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ます。まず、上段の一番左側（イ）第2回総務・経済常任委員会での生涯学習課案という

ことで確認させていただきます。一つ目として、町民プールは平成25年度から供用開始す

る。営業期間はこれまでとほぼ同じである。採暖室を設けるが、温水化は考えていない。

管理棟は、現在の建物を一部改修して使用する。三つ目としまして、崩落した上屋は改築

し、構造材を鉄骨とし、内装材に町木である杉材を出来るだけ使用する。四つ目、プール

本体は現状のものを補修して使用する。五つ目、主たる財源を保険金とするということで

報告させていただきました。これに対していろいろご討議をいただきまして、再検討課題

ということで整理させていただきました。一つ目は、温水化と室内暖房を設備し期間を延

ばせないかという検討課題。二つ目として現管理棟も耐久年数等を考えたら一緒に改築で

きないかということで二つ目です。新たに6番目に太陽光発電の利用を検討するというこ

とで検討課題としていただきました。その後、先ほども説明させていただきましたけれど

も、数回内部協議を行いまして、 終的にロの教育委員会の再考案ということでまとめて

みました。一つ目は温水化し、初年度は試行的に4か月間営業したい。プール室内の暖房

も行う。二つ目、管理棟を取り壊し改築する上屋と一体整備する。6番の太陽光発電、こ

れにつきましては採用しない。太陽光発電は、プールの使用電力の大部分を占める「ろ過

装置の動力用電力」を供給できないということです。それから、太陽光発電設備の初期投

資が大きいということです。括弧に別紙参照とございます。次のページ、3ページ資料2の

別紙をご覧ください。一つ目、これは（1）として現状の分析をしております。平成23年

の7月12日から8月10日分の請求がきた分を基に作りました。電力の用途としまして、大き

く二つに分かれます。一つは、動力用のプールのろ過装置動力用電力、これは三相の200

Ｖです。もう一つは、シャワー用とか照明だとかの単相200Ｖと100Ｖになっていますけれ

ども、契約は100Ｖです。この二つになっております。それで、それぞれの消費電力を計

算して全体額で按分すると動力用がほぼ70％、それ以外のものが30％というふうな比率に

なっております （2）としまして、ソーラーパネル導入の問題点。先ほども言いましたけ。

れども、ソーラーパネルはろ過器の動力用電力に供せないため、設備しても消費電力の30

％しかまかなえない。それから、ソーラーパネル導入には初期投資が相当かかる。下記試

算例によるとなっております。ソーラーパネル導入の初期投資試算ですが、設定条件を1

か月の運営日数を原則25日とする。参考資料としましては、太陽光発電事業者の資料によ

っております。平成23年度のピーク月の電力をまかなうとして、1日当たりの必要電力を

月間実績424ｋｗｈをもとに、数字を丸めまして500ｋｗｈと仮定しました。500ｋｗｈを2

5日で割ると1日20ｋｗｈ。このパネル1枚当たりの標準的な発電量を0.25ｋｗｈとして、

これを割ると、必要枚数は80枚というふうに計算されます。同社の資料から1枚当たりの

、 。 、試算単価を割り出しますと 16万4,000円となっております これから80枚を掛けますと

1,300万円以上かかるというような単純な試算が出ております。それから、この事業には

補助金、交付金は無いということでございます。以上の点から、ソーラーパネルは導入で

きないというようなことを教育委員会案として提案させていただきます。そして、次の工

事費ですけれども （イ）のほうの真下、イの概算ですけれども上屋解体費450万円、これ、

は当初の概算です。上屋建設費、これは管理棟の補修を含むということで概算で1億円。

プール本体改修費設計費として概算で7,000万円 設計費等を概算で1,100万円 合計1億8,、 、

550万円ということになります。そこから保険金の概算額、1億7,150万円を引きますと、
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単純持ち出しが1,400万円ということになっております。この工事の内容でやると、資料

の3の1の工程表。このように、4ページの25年度のプールの供用開始というふうになって

おります。

一方、再検討課題を加味した中でのロの教育委員会の再考案としますと、上屋解体費。

これは、既に実績が出ておりますので397万円、上屋建設費これは管理棟の一体化、それ

から室内暖房等を含めまして概算で1億3,700万円、管理棟解体費が概算で200万円、プー

ル本体改修費はイ案と同じく7,000万円、設計費等が増えまして1,331万円、これも概算で

ございます。合計2億2,628万円。これから保険金の概算額、実績出たもので若干イ案より

は少なくなっております。これを引きますと、単純持ち出しで5,531万円、保険金から持

。 、 。ち出しになるという計算になります このロ案で検討しますと 工程表が3の2になります

これは5ページをご覧ください。これは上段にありますけれども、全部一般財源というこ

とではなく起債を。具体的に申しますと、過疎債を充当して考えた案でございます。過疎

債を充当すると設計費も含まれますので、どうしても25年度からの設計の着手になる予定

です。そうしますと、25年度の中段当たりに入札事務、基本実施設計委託とあります。こ

こからスタートしなければならない。その後、建築の確認申請だとか、さらに実施設計に

よる予算の確保、そのために議会補正をしなければならない。それから、入札事務それか

ら工事と。工事はほぼ半年見込みますと、結局25年度いっぱいかかるということになりま

す。したがいまして、こちらの案ではプール使用は26年度からということになります。こ

れの案をもとに、23日に第3回の改修検討委員会に望みました。委員さんのご意見をいろ

いろ伺いました。まとめますと 「いままで寒くて使えなかったことが何日もあると。プ、

ールの開設期間の中で、それが温水化によって平均化して使えるということは大変いいこ

」 、 。 、 、とだ と それから改善されていいと それから 管理棟も全部一緒にするということは

耐用年数的に考えても合理的ですし、それから安全管理という面からも非常に改善される

ということで、こういう改善されることからしたら「来年は1年は我慢しても仕方ない」

という大方の意見でございました。検討委員会のまとめとしていただきました。というこ

とでご報告申し上げます。以上です。

ただいま説明をいただきました。7月の常任委員会から見ますと、かなり内竹田委員長

容が充実されて、我々委員会の中でもいろいろ議論があった部分も適用されたというこ

とになります。皆さんからいまの説明で何かありませんか。

福嶋委員。

いま縷々説明がありました。 後の5ページの件でいま 後に1年間我慢してせ福嶋委員

っかく4,000万円増えると。管理棟一体で改革し、そのためなら1年間遅くなっても仕方な

いのではないかと意見があったようですけれども、私は、ちょっと中身が起債の決定を待

って来年の8月、これを見ると9月の定例会、または決定段階で工事費の補正を考えていま

す。これを見ると、想像しますと9月定例会だなと。なぜ9月にそれをしなければならない

か、起債の決定はそれは秋でなければみんな集まった中で、木古内の割り当てが過疎債に

、 。該当するということの枠内がありますから 順位があってそのようになるかもしれません

たかが4,000万円で、どうせ9月に決定しても起債の入るのは翌年の3月、年度末でなけれ

ば入らない。それまで、いままででしたら起債を前借りして工事していましたけれども、

いまの財政の仕組みからいけば工事が決定する前に、おおよそもう枠組みがあって木古内
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の 重要課題だということであれば、年度当初にもう初年度から、はじめの第1回定例会

に予算を組んで、過疎債はあとで決定するだろうと。もしだめだったところで1年間ぐら

い我慢する。先付けというよりも、いまの財調から一時借り入れをするということぐらい

考えて、1年間早くならないか。私はやれる可能性が十分にあると思います。3月の定例会

で補正したら、すぐ工事にかかってやれば半年かかってやれば、少なくても1か月くらい

遅れるかも知れません。であれば1年間遅れなくても、過疎債の決定を待って1年間様子を

、 。 、 、見るのだと 確定してからやるのだと これでは 私はもう少しいままでの実績も含めて

早くもうほぼ確実視するだろうということを考え、万が一もれたとしても1年間借りたら

いいのではないのですか、町の財調の中から。いまの借りて8億いくら財調があるでしょ

う。4億財調から借りるというのは、また価格は大きいけれども4,000万円の起債をもらう

のに1年間待つというには十分に当初で組んでいいのではないかと、そのくらいばくちで

はないけど予想を見てやれる見込みは十分にあると。私はそう思っていますけれども、そ

れについてそういう見解がなされたかどうか。そういう案を含んだかどうか、それについ

て財政と相談して、きょうは総務課長がいますから、総務課長と協議したかどうかちょっ

とお願いします。

佐藤課長。竹田委員長

いま、福嶋委員さんからの財調を一時取り崩して云々という話ですけど、それ佐藤課長

については特別議論には上がりませんでした。

総務課長。竹田委員長

起債の申請月でございますけれども、4月とあとは10月、年に2回ございます。大野課長

当然、25年度事業で実施をするという前提であれば、当初予算に組み入れて4月協議に持

っていくというのは可能でございます。ですので、この委員会サイドとしては4月に協議

をして6月なりに決定を受けた後に予算を計上すると、こういう安全策を取っての考えか

たですので、それはそれでいいのかなと思って私も見ておりました。ただ、福嶋委員がご

指摘のように当初で組めないかと言えば、何としても過疎債を付けていただくという方向

。 、 。で動くわけですから可能な話でございます ですから 訂正は可能かと判断しております

ただ、2か年事業で 初から実施をするというのであれば、財調を前借りするというの

は可能ではございますけれども、過疎債を1年事業で出して、その年に付かなかった場合

に事業だけ先行してやって来年、翌年に過疎債が付くかというとそういうシステムにはな

っておりません。ですから、2年間事業ということでやるのであれば継続費というような

形でやって、ただ25年度に内諾を得ていないとなかなか難しい話ですので、25年度の4月

協議の中で何とか過疎債を付けていただくように進めてまいりたいと思っております。

暫時休憩をいたします。竹田委員長

休憩 13：50

再開 13：51

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

又地委員。

ソーラーパネルの話が出ましたが、これは太陽光発電事業者の資料というのは又地委員
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これは会社の名前ですか、太陽光発電の事業者というのは。会社の名前をまず教えてくだ

さい。それから、例えばろ過装置の動力用としては云々と書いてありますが、私は、これ

は全部シャワー用、電気温水器も一緒にしているのですね。これは、やはり担当とすれば

二つか三つくらいに分けるわけです、課長。例えばシャワー用、電気温水器だけにソーラ

、 。ーパネルを使用するとすればこれだけですむとか これは全部一色単にしているのですか

プールろ過装置動力用電力とシャワー用電気温水器他、これは一緒にして80枚というので

しょう。これをちょっと中身をもう一回説明してください。私は、これは例えばシャワー

用電気温水器に使うのに関しては80枚も要らないと思います。これから見ると、80枚とい

うのは両方使うためにというふうに取られても仕方ないのではないですか。この辺を、も

う少し詳しく因数分解をした中で教えてください。

佐藤課長。竹田委員長

まず、一つ目のご質問ですけど、どこの会社の資料にしたかと申しますと、伊佐藤課長

藤忠エネクス（株）というところです。いまの動力のほうと一般の電力のほうの区別が云

々ということですけど、もう一度説明させていただきます。まず、表ですけれども（1）

のほうです。上段、プールろ過装置用電力、これがいわゆる三相200Ｖというやつ、動力

の専門の。これにはソーラーパネルでは電力をまかなえないということなのです。ですか

ら、残りのほうの下段のほうの部分、これは100Ｖ契約で使っております。このほうしか

ソーラーパネル太陽光発電パネルで電力を供給できないというふうに伺いました。そうす

ると、その計算が下のほうなのですけけれども「424」とありますが、これが去年の実績

の 大月です。数字を丸めましてちょっと増やしたのですけれども、500Ｋｗと仮定しま

した。それを1か月ですから、25日の運営日数ということで割りますと、1日20Ｋｗｈとい

う消費電力が必要となります。パネル1枚の発電能力というのがこの会社の計算でいきま

すと0.25Ｋｗ、つまり250Ｗなのです。この枚数を、20Ｋを0.25で割ると80枚という枚数

が出てきます。この同社の資料から全体の設備費、パネルだけではなく例えば蓄電池だと

か、それからいろいろなもろもろのシステムがあるのです。それを全部、総体で枚数で割

ると、この会社の枚数はまた別なのですが、たまたまその事業の枚数で割ると、1枚当た

り16万4,000円というふうな数字が出てきました。これを単純に80枚で掛けた数字が1,312

万というふうになります。そういうことでよろしいでしょうか。

これはシャワーの部分、従前のようなシャワーの所に付いている温水器とい竹田委員長

うのは、ああいう装置をまた採用するということですか。それとも、電気温水器みたいな

通常のボイラーのシャワーになるのかどうなのか、その辺、検討結果を教えてください。

佐藤課長。竹田委員長

いままで付いていたいわゆる小型の電気温水器、二つ付いていたのです。それ佐藤課長

でシャワーを供給していました。この電気温水器というのは、使わない時も結局基本料金

がどんどんかかります。経済的でないというふうに考えております。今度は、灯油ボイラ

ーの、厚沢部町でご覧になったと思いますけど、ああいうイメージで灯油ボイラーでシャ

ワー、それから灯油ボイラーで加温といいいますか、そういうものを想定しております。

他にございませんか。竹田委員長

東出委員。

福嶋委員の話から延長していくと、まだ 終的に聞いていないのですが、起債東出委員
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の関係で起債をお願いする。そして決定を受けるという段階の話。先ほど福嶋委員とのや

りとりがあったのですが、そこで、4ページ、5ページと。4ページの場合は、この関係で

終的に起債の関係になると、来年もう1年知内にお世話にならなければならないのかな

と私は思うのですが。ただ、ここではっきりしていただきたいのは、また1年我慢して、

そちらに起債の関係で総務課長の財源の関係で説明があったのですが、 終的には落とし

はどこにするのかというのを我々聞いておかないと。起債の決定は待っても、もう1年知

内にいくのか、それとも4ページのように来年度からスタートさせるのか、ここは大事な

部分だと思います。これは、やはり第何回かの検討委員会の中で議論されていた中で、起

債の話は出ませんでしたというのは、そういう人達はそこまでの話はならないと思うので

す。ただ、議会とすると「では財源はどうなの」ということで我々がこの問題について、

それ以上のことを詰めていくのが我々の仕事なんだけれども、では、はたして起債の申請

・決定、それを待ってまた来年1年間そちらへいくのか。それとも、もう又地委員が言っ

たように「町長の重要課題ですよ」と 「政治課題ですよ」と。ですから、来年度からそ、

うであってもスタートするのか、その辺をはっきりしないと我々もここはすっきりしない

し、困ったと思っております。その辺の見解を。

佐藤課長。竹田委員長

まずは、補足説明させていただきたいと思います。まず、基本と実施設計なの佐藤課長

ですけれども、基本的に保険金で賄うことは、設計費は出ません。その基本設計、実施設

計のこれは起債では賄えるということで、来年からのスタートに設計も入れたわけです。

この設計が今年度中に終わっていれば、またちょっとずれてきまして若干変わってくるの

かもしれませんけれども、いずれにしましてもそういうふうになりますと、この4ページ

のほうの工程表に近くなります。したがいまして、もう一つ第3回の改修検討委員会の皆

さんが言うには 「基本的に起債とかそういうことで制度資金を使うためには、これがや、

む無しと考えている」というご説明は出てきました。

東出委員。竹田委員長

2回目なので、 終的に教育長に私はお伺いしたいのですが、いろいろとそう東出委員

いうルール的なものがあると思います。しかし、ここは何が何でも行政とこの辺をきちん

、 、 。 、と財政のほうと詰めてでも 私は24年度に実施したいのだという思いなのか 腹が ただ

どうしてもやむを得ないのだと。来年もう1年、ほかのほうにお世話にならなければなら

ないと思っているのか、それの見解というのはやはりある程度描いていなければならない

と思うのです。それによっては、我々も皆さんの力になって行政のほうに何とか4,000万

円、先ほど言ったように「財調を取り崩してでもいいから来年度やりましょう」という方

向なのか、その辺は教育長の考えの中でどういう腹づもりでいるのかお伺いしたいと思い

ます。

教育長。竹田委員長

ただいまの東出委員のプールオープンの時期というようなことでございます野村教育長

が、前回の常任委員会の折には、私は「来年是非」というような話で進めて説明をさせて

いただいたところなのですが、貴重なご意見をいただいて改修委員会等も開いた中で、や

はり機能アップ、安全性の確保、こういうような部分からして管理棟一体化、それから温

。 、水化というような部分を進めていまご提案させていただいたところでございます 問題は
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やはり財源の確保ということで、内部での検討を数度行ったところでございます。この資

金制度の部分については、やはりある程度確実な部分を捉えて進めていかなければいけな

いのではないかというふうに考えておりまして、結論として申し上げますと26年度の早い

時期、ここでいうと6月からオープンさせたいというふうに思っております。改修委員会

の皆様がたも、内部の事情については十分に理解していただきましたので、きょうも教育

委員会がございまして、そこで報告をした中で「このように進めて欲しい」というような

事でございますし、私の考えも同じでございます。

東出委員。竹田委員長

それは大人の考えであって、大人が考えるとそこまで考えてしまうのです。た東出委員

だ、やはり今年もこうやってお盆過ぎても、きょうみたいに猛暑日が何日も続いているわ

けです。学校は始まったけれども、確かきょうも小学校で水泳の時間があるのです。大人

の考えは大人の考えとしてわかります。でも、一つは子供の立場というのも考えてやらざ

るを得ないのではないかと思うのです。この辺はどうかなと私は思います。先ほどの教育

長の言葉を借りれば 「確実な」という表現をしているのですが、その確実というのは何、

をもとに、おそらく財源の部分での私はきちんとしたものが付かないうちは、来年は無理

かなとそういう腹づもりだと思うのですけれども、私はそうではないと思います。子供の

ためを思ったら、やはり一年でも早く、1か月でも早く、そして一日でも長く営業できる

ような形を取ってやるのが、せめて大人の子供に対する思いやりというか、木古内の将来

を背負う子供のためにはそれくらいまでやって、そしてそれで総務課長が言うけれど、そ

っちに向かっていくのだという私は決意があってもいいのではないかと。その辺が全然見

えていないので、私はちょっと残念です。その辺、財政担当どうでしょう。何とかそうい

う方法論。来年オープンに向けてやってやれませんか。

総務課長。竹田委員長

本日の資料からいきますと、2ページの（2）の（ロ）の持ち出しの概算額とい大野課長

うところだと思います。5,531万円、この財源をどのように捻出するかという事で協議を

数回行いました。教育委員会には 「補助金を申請できる制度はないのですか」と。局の、

ほうにも照会をしてもらって「通年型なければないです 、通年営業でなければプールの。」

整備には補助金はございませんでした。では、それに代わるものとして過疎債ですと。借

りた額の7割は地方交付税で返って来ますから、これを何とか適用させたい。ただし、24

年度は既に全道枠が飽和状態にあります。これは振興局に確認をしました 「秋の調査で。

出されても、もういまそれに財源を貸し付けを決定できる状況にありません」ということ

でしたので、何とか次年度で、当初で町の重点政策ということで持ち込んで起債を借り入

れしたいと。でも、これについてはいま言いましたように5,500万円を借り入れ一時立て

替えたとしても、7割は交付税で返って来ますので、一般財源の支出を押さえることがで

きると、使ってしまえばもうゼロです。この24年度でいま執行してしまえば、戻って来ま

せん。ですので、何とか過疎債という借り入れを、起債を起こすことによって事業を進め

て行こうというのが、町長と協議をした結論でございます。ですので、きょう提案してお

ります25年度に設計・工事、そして26年6月のオープンという事で進めたいと思っており

ますので、是非ご理解の程お願いいたします。

東出委員。竹田委員長
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大変財源的な部分で私も交付税に跳ね返ってくるのは重々承知なのですが、事東出委員

の発生はこの豪雪によって、ある意味では町民の一部には 「あなたたちの管理が悪いか、

ら潰してしまったのではないの」という議論もいろいろありますけれども。やはり2年間

もそういうことで使えないということは、我々議会としても「何をやっているのだ」と。

「子供のために議会いいことばかり言って、何もやってくれないのではないか」という議

論だってあるのです。ですから私は、あなたがたが言ったように「次年度、25年度からオ

ープンさせる」と言っているのです、やはり、子供の親たちには 「ですから、ことし1年。

我慢して行ってくれ」と。そういう現実、先ほど大人の話をしてばかりいて、何なのだと

いっていましたけれども、子供のことを考えたらやはり我々、やはり親だとか関係する人

達には 「ことし1年我慢して、来年オープンさせるから」という約束をしているのです。、

我々にまた嘘つけというのですか、町民に。ですから「何とかなりませんか」と言ってい

るのです。ですから教育長の腹はどうなんですか、財政的にはどうなんですか。その辺で

まだ理解できないのですか。付け加えると、あなたたちのほうから来年度オープンさせる

からと言ったではないですか。いまになって何なのですか、こんなこと。これは、我々議

会からも注文付け足かもしれませんけれども、管理棟の部分についてはこのたび「一緒に

やりましょう」と注文を付けたかもしれません。しかし、やれないというのは2年間も木

古内町のプールを使えないというのは、これはやはり子供たちに対するやはり私はある意

味では約束を裏切る行為に走らざるを得ないのかなという思いでいるのです。もう1回き

ちんと考えてあれしてください。

、 、竹田委員長 5ページのこの工程表これを見ますと 4ページもそうですけれども工事期間

やはり5か月見ているのですけれども、これについては、幾らか圧縮になるということは

考えられないのですか、ＭＡＸでの期間なのか。これが 大5か月なければ、工事が竣工

して完成までどうしても5か月かかるのだということなのか。そうなれば、新年度の予算

でどうこう執行しても、やはり早くても9月でなければできない、オープンできない、逆

算すればなるのですけれども。佐藤課長。

いま委員長のご質問ですけれども、まず工事の工期が5ページでいきますと、5佐藤課長

か月ちょっと、足かけ6か月見ております。これは、前の4ページにしても同じでございま

す。と言いますのは、鉄骨を発注して発注してから注文生産なのです。発注してから部材

を作ります。ですから、その期間というものをやはり3か月とか見なければいけません。

あとは組み立てるのは早いのですけれども。そういう期間がありますので、どうしても現

場のほうと打ち合わせても、やはり 低でも5か月半から6か月見ないと終わらないという

判断でございます。

暫時休憩をいたします。竹田委員長

休憩14：14

再開14：31

休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

いろいろ休憩の中でも、いろいろな意見が出されていました。やはり行政側もいろいろ

な出ていいる意見の中で、入札方法の仕方によって財源の生み出し等も含めて十分、今後
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のこのプールの改築にあたって検討願いたい。それと、8月23日の第3回改修検討委員会等

の議論その前段の内部協議の今回出されました資料に基づいて皆さんどうですか、この進

めで止むを得ないのかなというふうに思います。

又地委員。

5ページの、結果的には起債を利用した場合のほうになるのだろうと思います又地委員

ので確認をしたいのですが、そうすると25年の5月に基本・実施設計委託とこうあります

ので、来年の25年の3月予算議会には間違いなく設計委託業務に関しての予算は出てくる

ということですね、わかりました。そうして、そのあと建築確認申請をして、そして来年

の9月の後半に実際の上屋の入札を行うということになるのですね、わかりました。あと

はいろいろ私も言いましたけれども、発注方法だとかそういうことも勉強したほうがいい

。 、 。ですよ これは指名委員会なりにも あるいは現場サイド建築担当とかいるわけですから

そうすると、不用額が結構出てくるなと私はそんなふうに思っております。

他にございませんか。竹田委員長

（ なし」と呼ぶ声あり）「

なければ、町民プール改築については以上で、終えたいと思います。竹田委員長

どうもご苦労様です。

暫時休憩をいたします。

休憩14：34

再開14：43

（2）その他

それでは、休憩を解き会議を再開いたします。竹田委員長

、 。 、その他で 前段言いましたように2件ございます 1点目は事前に資料配付しております

まちづくり新幹線課から出されております新幹線駅駐車場整備事業に関しての資料の説明

をしていただきます。

もう1点は、前回の常任委員会の物品保管庫建築工事についての説明がありましたけれ

ども、建設水道課のほうから発言をしたい旨の申し出がありますので、このあとまちづく

り新幹線課が終わってから建設水道課に入っていきたいと思います。

それでは、まちづくり新幹線課の皆さん、ご苦労様です。

それでは資料の説明をお願いいたします。

新井田課長。

暑い中、貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございます。新井田課長

それでは、私のほうから資料に基づきまして、新幹線駅駐車場及びアクセス道路の用地

及び計画についてご説明を申し上げます。

まず、新幹線駅駐車場及びアクセス道路新設事業の用地でございますが、春以降、地権

者と協議をさせていだきました。この中で、このたび内諾を得ましたので、他の駐車場の

計画と合わせてご報告させていただきます。

まず、新幹線駅駐車場及びアクセス道路新設事業のための取得予定地、これにつきまし

ては1ページをお開きください。まず、所有者斎藤一三氏、斎藤和子氏、共有のものが三
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筆ございます。木古内192番の1、同じく192番の23、同じく192番の47。それぞれ地目は宅

地、宅地、雑種地となってございますが、現況は全て宅地となってございます。3筆合わ

せた面積がこのたび取得を予定する土地の面積が4,776.9㎡でございます。

もう1筆は、所有者が上野知一氏。このかたは故人でございまして、相続人が8名おりま

。 、 、 、 。す 場所は 字木古内199番の2 雑種地でございますが 現況は同じく宅地でございます

面積が55.6㎡で、この4筆合わせて4,832.5㎡ございます。

次のページをお開きください。ただいまご説明申し上げました用地の図面で用地図でご

ざいます。赤で囲われた部分が全体の取得計画箇所となります。次に、3ページをお開き

願います。3ページにつきましては、新幹線駅駐車場及びアクセス道路、それと西、東、

南口になりますが、駐車場の計画の図面となってございます。駐車場として全体の合計台

数は、それぞれ北、東、西、合わせて304台になります。ただいまご説明申し上げました

北側の駐車場及びアクセス道路は、図面を横にしていただきました左側の黄色で囲んだ部

分でございます。このうちの青色で囲んだ部分が今回の取得予定地でございます。それか

ら、合わせて南口のそれぞれ黄色で囲んだ部分が東と西の駐車場でございます。東側の駐

車場が普通車47台、大型車7台、それから西の駐車場が普通車41台、こういう計画で今後

は進む予定となってございます。概要については以上でございますが、今回北側の駐車場

につきまして、この用地につきましては委員の皆さん、ご存じのかたもいらっしゃるし、

経緯をご存じないかたもいらっしゃるかと思いますが、ここの用地につきましては、当初

の所有者、斎藤一三さん、和子さんの共有の土地を平成7年に町が将来の駅周辺土地利用

計画のために取得をすると、そういう約束のもとに話が進んで来ていると、こういう経緯

がございます。そして、おおよそ全体の面積の約6割くらいになりますが、土地の所在と

しては、今回取得する土地の隣接になりますけれども、字木古内198の2、面積が6,995㎡

で、当時は坪単価7万2,500円、平米単価2万2,000円、合わせて1億5,340万9,275円、こう

いう価格で取得をしてございます。この時点で所有者より 「町は一括で購入するという、

約束だったにもかかわらず、約6割しか購入をしてもらえなかった」と。それで、今回、

平成8年から平成24年、16年経過していると。こういうことが今回交渉の中でいろいろ話

をされました。それで、所有者としては 「当時の条件で何とか町のほうには努力をして、

いただきたい」と、こういうお話をされました。町のほうとしては 「ただ、今回は交付、

金という国のお金を入れて買うということもあるので、価格については再度協議をさせて

いただきたい」ということで、それぞれご姉弟ではありましたが、別々な交渉となりまし

た。その結果、近傍の新幹線用地取得の前例等を勘案しながら、所有者の意向とも勘案し

、 、 。ながら協議をいたしまして 終的には内諾を得たと こういう状況になってございます

単価につきましては、当時は坪7万2,500円、平米に直すと2万2,000円でございました。そ

れで、今回につきましては、所有者につきましては 低この価格だということで、当初交

渉に当たったわけですけれども、周辺の用地、あるいは現在、土地については下落傾向に

あるということなども勘案していただいて、結果的には平米2万1,200円ということで内諾

を得ております。坪に直しますと、約7万円でございます。今回の財源につきましては、

駐車場部分は交付金で65％、国の交付金が手当てになります。

アクセス道路につきましては、約40％手当てされます。残り、補助裏でございますが、こ

れにつきましては、100％過疎債を措置したいということで、道のほうに要望を上げてご
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ざいます。説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。

説明をいただきました。それでは質疑ございますか。又地委員。竹田委員長

上野知一さんの所は、ここは買わなければならないのですか。又地委員

新井田まちづくり新幹線課長。竹田委員長

はい。新井田課長

又地委員。竹田委員長

どうしてですか。これは何かあとから付け足して買ったような。これは上野知又地委員

一さんも二つになっているのですね。大きいほうと小さいほうと。何か買わなくてもいい

ような。大したお金ではないかもしれませんが、坪2万1,000円だから、110万円、120万円

弱ですね。これはどうして199の2を買わないとだめなのですか。

新井田課長。竹田委員長

用地図をご覧いただければ、真ん中の赤い部分で囲われた右側に（3）198－新井田課長

と小さい字ですがあろうかと思います。ここが道路用地になります。現在は町有地でござ

います。赤い線で囲まれた分が今回、取得をまだ未取得なので、取得をする予定の所でご

ざいます。ですから、当然いまご説明した（3）の198、それからアンダーラインが入って

いますけれども、ここと、その左側全てが駐車場になります。ですから、一連の駐車場用

地として、この上野知一さんの所も当然、その中に。

又地委員。竹田委員長

何も55.幾らは無くていいでしょう。又地委員

新井田課長。竹田委員長

ここだけ中抜けというふうになります。ここを取得しないと、ここだけが中新井田課長

抜けの土地になります。

又地委員。竹田委員長

赤く引っ張っている所が今回買うところでしょう。又地委員

新井田課長。竹田委員長

そうです。その右側については既に取得して町有地になってございます。新井田課長

ただ、計画としてはこの部分を全て含めます。

一帯を全部購入するということですね。これについては、この9月定例会で竹田委員長

補正で出てくるのですね。

新井田課長。竹田委員長

その予定でおります。新井田課長

又地委員。竹田委員長

地目が宅地の部分と雑種地がありますね。これの単価の違いはないのですか。又地委員

それと、さっき持ち主が、一三さんと和子さんで、お互いに単価を当たると言いました

ね。そういうことは可能ですか。と言うことは、二人の共有財産で片方は仮にどうしても

売りたいから1万8,000円でもいいと、仮に。そうなった場合は、値段は下がるのですか。

まして、前の時はすごく値段の交渉に行って高い値段が出てきました。そして、議会で

いろいろ注文をつけて安くさせたのです。そういう経緯もあります。ただ10何年前に約束

をしたというのは、議会の人がたは誰もわからない。それは行政が勝手に約束をしてきた

ことだから。そんなことは、いま言っても理由にならないです。念書を入れていたとか、
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いろいろある。あるけれども、それは議会側としては関知しないことであって、だから例

えばこの値段だって新幹線ができます。本来であれば地価の値段が上がります、交通の便

が良くなるから。だけれども値段は下がっています、実際に。これはたった800円しか下

がっていないのですか。近傍価格はいくらしているのですか。私はもっと下がると思って

います。売るほうは 「16年も前に約束して、一向に投げられていた。だから買った当時、

の値段、坪7万2500円で買ってくれ」と、そういうかもしれませんね。だけれども、これ

からいったら、坪はたった2,500円です。2,500円ということは、3.3で割れば700円です、

坪当たり。もっと下がっています。これは不動産鑑定士だとかにあれして、この辺の近傍

価格はこうですよというものを資料として付けてください。それでないと、私たちも「あ

なたたちが勝手に行って、決めてきた値段でしょう」と議会側にとられても仕方ないです

よ。掴みみたいなものです。その辺の資料はないのですか。

（ 委員長、議事進行」と呼ぶ声あり）「

東出委員。竹田委員長

課長、これは9月予算に提案しているのですよね。東出委員

新井田課長。竹田委員長

はい。新井田課長

東出委員。竹田委員長

そうすると、これは事前審査になってしまいますけれども、その辺の見解をき東出委員

ちんとしてください。

これは、本会議での議論になると思いますけれども、いま言われた資料等に竹田委員長

ついては整備をして資料提示をしていただきたい。いま出されているような議論。

又地委員。

資料だけは出してもらわないと 「だから、こういうふうになりました」とい又地委員 。

うものがなければ。

新井田課長。竹田委員長

全てが宅地ですか」という声があったのですが。新井田課長 「

又地委員。竹田委員長

違うでしょう。例えば、税金はどういうふうにかかっているのですか。宅地と又地委員

雑種地と場合、単価が違うでしょう、税金をかけている単価。それで同じなのですか。売

買する値段が。おかしいですよ、それは。

新井田課長。竹田委員長

いまの質問ですが、要はこの雑種地というのは、評価地目と言いますか台帳新井田課長

。 、 。地目を掲載してございます 現況は宅地ということで 課税のほうも宅地でかけています

又地委員。竹田委員長

それならいいです。又地委員

いまのまちづくり新幹線課については、以上で。本会議までに資料の整備を竹田委員長

お願いいたします。以上で終わります。

（ まだあります」と呼ぶ声あり）「

又地委員。竹田委員長

3ページの図面、北口のほうは縁をずっと黄色で囲んでいますよね。この黄色又地委員
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は何か意味がありますか。意味あるのですか、ないのですか。

新井田課長。竹田委員長

これは今回、駐車場及びアクセス道路にする範囲の用地でございます。新井田課長

又地委員。竹田委員長

それからもう1点です。東側駐車場、レンタカースペースとあります。これは又地委員

なんですか。レンタカーをここに置いて、駅から降りて来たお客さんがレンタカーを借り

るために、ここにレンタカーを並べて置くという意味なのかどうか。

新井田課長。竹田委員長

おっしゃるとおり、ここはレンタカーの業者がいま現在誘致を予定しており新井田課長

ますので、そこが入るスペースというふうに見込んでございます。それで、ここの用地は

現在町有地になってございます。もう既に町有地として取得している部分でございます。

当然、町の土地を民間の業者に使わせるという、そういう前提でここについては、使用料

等をいただくというふうな考え方で、あくまでも新幹線から降りた方々の二次交通、これ

、 、 。らを考えれば レンタカーの整備は必須ということで こういう計画を立ててございます

東出委員。竹田委員長

よそのことは関係ないので、同じ3ページの東側の駐車場ですけれども、以前東出委員

に課長のほうに投げかけたら 「道のほうと協議をする」ということなのですけれども、、

夏場はそうやってレンタカー会社が来るのかどうかわからないですが、冬期間の雪の持っ

て行き場をどういうふうに考えているのでしょうか。駅またはロータリーの部分の雪、だ

から夏場は夏場でいいですよ。冬のことを私はこの間も聞いているのですが、その辺は道

とどういう協議をしましたか。

新井田課長。竹田委員長

冬場の除雪対策に関しましては、いま現在引き続きという協議でございます新井田課長

が、基本的には道で作った施設ではございますが、管理は町のほうに来るような、そうい

ういま打ち合わせになっております。ですから、今後町のほうでこのロータリー含めて駐

車場の部分の堆雪スペース、夏場の利用と冬場の利用がどの程度差が出て来るのか、その

辺も勘案しまして堆雪スペースについては検討してまいりたいというふうに思います。

東出委員。竹田委員長

そうしますと、レンタカースペース、それからこっちのほうで普通車47台、大東出委員

型7台が停まれる形になっているのですが、やはりこの辺について。そして、新しく道路

が付きますよね、いまのさかもと肉屋さんの辺りから裏を通って。そうすると、やはり町

に維持管理をさせられるのだと、そういうふうに土現も町のほうへ振ってしまっているの

だろうけれども、これは半端でないですよね。この維持・管理をするという部分では。や

はり重機、車両、排雪運搬、何だかんだと、私は相当、 後になるとお荷物になる、一般

財源でしょう、雪の場合は。特に多く降れば特交で少しはくれるけれども、通常の年は相

。 、当な維持・管理になるのだけれども大丈夫なのですか そして毎回運べるといいのですが

どこかに置かなければならない。どこかを潰さなければならないというふうになるのだけ

れども、その辺まで原課の建設水道課との協議をしているのかどうなのか、ここは少しし

つこく聞くのですが。

新井田課長。竹田委員長
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冬期間の雪対策については当然、原課の建設水道課のほうと協議をしなけれ新井田課長

ばならないというふうには考えておりますが、この計画をみた場合、当然これは夏場の計

画が基本になってございます。将来的に冬場の観光客、これは当然夏場よりは減少が見込

まれるという、そういう想定もございますので、その辺も勘案しながら、この現在のスペ

、 、ースの中で堆雪スペース あるいは排雪と堆雪する組み合わせをどうするかということは

当然課題として今後協議していかなければならないというふうに思っております。

東出委員。竹田委員長

そうしたら、いずれにしてもきょうどうのこうのではなくて、あなたたちと建東出委員

、 、設水道課と協議して 協議した結果はこちらのほうに知らせていただきたいと思いますし

それについては早く協議をして1日も早く議会のほうに説明していただきたいというふう

に要望しておきますので。

又地委員。竹田委員長

そうすると、東側は町有地、あそこは安川さん時代に買っています。あとは、又地委員

清算事業団の土地の部分はどうなるのですかね。清算事業団の部分も全部埋まってしまう

でしょう。

清算事業団は町で取得してあるのですね。又地委員。竹田委員長

これは町で買うのですか。又地委員

買ってあります。又地委員。竹田委員長

これ、全部買ったのですか。又地委員

新井田課長。竹田委員長

3,000平米は買っています。新井田課長

又地委員。竹田委員長

一番奥だけでなかったですか。又地委員

新井田課長。竹田委員長

一番奥だけで、黄色い部分はいまＪＲのほうで。新井田課長

又地委員。竹田委員長

この部分はどうするのですか。又地議員

新井田課長。竹田委員長

これは、当初5月に予算計上させていただいております。新井田課長

又地委員。竹田委員長

そうですか。そうしたらこれで終わりですね。わかりました。又地議員

他にありませんか。竹田委員長

（ なし」と呼ぶ声あり）「

なければ以上で終わりたいと思います。どうもご苦労様です。竹田委員長

暫時、休憩いたします。

休憩 15:06

再開 15:09

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

建設水道課長、それでは物品保管倉庫建築工事についての説明をお願いいたします。
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本日は貴重なお時間を裂いていただきましてありがとうございます。若山課長

建設水道課、若山です。私のほうからは、7月26日の総務・経済常任委員会でご説明さ

せていただきました物品保管倉庫建築工事について、補足の説明をさせていただきます。

当初は64坪、1,700万円ということで予算計上させていただきました。その後、保管物

品の精査を行い、48坪に修正という説明を前回させていただきました。前回 「建築費用、

、 」 、 、について 1,000万円くらいで予定しています と説明したところですけれども その後

実施設計を行い建築基準法の規程等が厳格に求められたため、予想していたほど単価を下

げることができませんでした。それで、現在の設計では、坪単価が約25万円の48坪で約1,

200万円です。それと、現みこしの家等の補修費に50万円、合わせて1,250万円で建築を予

定しております。

少し前回の説明より金額が増こうする予定なものですから、本日少しお時間をいただい

た次第です。以上です。

そうすると、工事費の単価アップ含めて200万円ほどアップになったという竹田委員長

こと。それと、みこしの家の補修費50万円を加算して、250万円が7月の説明より増えたと

いうことですね。これについて質疑ございますか。

（ なし」と呼ぶ声あり）「

ないようですので、以上で終わりたいと思います。竹田委員長

どうもご苦労様でした。

暫時休憩いたします。

休憩 15:12

再開 15:12

3.意見書について

①地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

3番の意見書について事務局から説明をお願いしたいと思います。

山本局長。

まず、一つ目が地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」山本局長

の構築を求める意見書採択についてということで、全国森林環境促進連盟というところか

ら要請がございます。詳しくは申しませんが、意見書のほうの下の方に書いてある二酸化

炭素吸収源として も重要な機能を有する森林整備・保全推進するということで、地球温

暖化対策の税の一定割合を森林面積に応じて譲与する地方財源確保・充実する仕組みを早

急に構築することが要約のようでございますので、皆さんでご検討をお願いしたいという

ふうに思います。

ただいまの1番目の地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕竹田委員長

組み」の構築を求める意見書これについては、いかがですか。

東出委員。

これは、林活の委員長か副委員長どちらかで出してもらいましょう。東出委員

提出者は委員長でいいですか。竹田委員長
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（ 3人で」と呼ぶ声あり）「

委員長と副委員長と東出副議長3人でお願いします。竹田委員長

②けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求める意見書

2番目のけいれん性発声障害の研究・治療等の推進を求める意見書について竹田委員長

を議題といたします。これは、前回保留になっているのですよね。

山本局長。

実は議運のほうで前回、常任委員会がなかったものですから、議運で上げたの山本局長

ですが、中身について詳しくわかからなかったものですから、重要案件のようなのですけ

れども、ちょっと勉強してからということで保留ということになっておりました。私も、

詳しくはわかりませんが、インターネットで調べてみました。以前は、病気については声

を出すところがありますよね。そこに2枚こうあって空気を出すことによって振るわせて

声というのは出ているのですけれども、その横にある筋肉、そこがなんらかの原因で緊張

するというか、堅くなるというかそういうことで声がでずらくなる、そういう病気だそう

です。それで、昔はよくわかっていなくて神経的に内因性というのか、そういうことで緊

張することによってなるということでいじめにあったりだとか、職場ででも電話を取った

時に声が出ないということでそういういじめではないのですが、極端な話退職に迫られる

だとかそういうことがあったのですが、研究していくとそれが病気だということがわかっ

てきたようでございます。それで、これに対する治療法というのがあまりないのですが唯

一、一番多くあるのが注射治療というものがあるそうです。ボツリヌムトキシン注射とい

うのがあって、1回3万円程度で保険適用外であると。1回注射しても、2か月から3か月で

その効果が薄れるということで、年何回か注射をしなければならないということで完全に

、 。治るというものではないということで 経費がかかるので保険適用にしていただきたいと

あと手術もあるようなのですが、それについても難病指定になっていないものですから費

用がかかるということで難病指定をしていただいて、この治療費についても国でもって費

用を見ていただきたいというのが主旨のようでございますので、一応そういう病気である

ということでの意見書でございます。

又地委員。竹田委員長

難病に指定してと書いていないのですか。又地委員

山本局長。竹田委員長

調べてみると難病指定になっていません。山本局長

保険適用ということは難病指定になるということですか。竹田委員長

又地委員。

難病指定になっていれば何もこんなお世話にならなくても。又地委員

東出委員。竹田委員長

基本は、早く難病指定にしてくれというのであればわかるのですが、注射が高東出委員

いから治療費が高いから保険適用をしてくれというのは、どうもその辺が。

又地委員。竹田委員長

どこから来たのですか。又地委員
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山本局長。竹田委員長

これは、連合のほうから来たのですが、これをやっている協会というか団体が山本局長

あるのですが、電話番号が書いていなくてメールで問い合わせをしたのですが、まだ、返

事が来ていないのです。おそらく連合に聞いても詳しい内容がわからないと思って、直接

団体には一応連絡は入れてあるのですが、まだ返事が返ってきていないのです。

又地委員。竹田委員長

本来は、厚生労働省に難病指定にしてくれというのが早いと思います。そうす又地委員

れば医療費はただとか、免除とだとか保険適用だとかになる。

山本局長。竹田委員長

もう少し待ちますか。山本局長

それでは、保留という形でもう少し資料が調うまで保留したいと思います。竹田委員長

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1／2への復元、「30人以下学級」の実現を③

めざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書

それでは、③についてはこれは9月の定例でというようなお話しがございま竹田委員長

したので、今定例会に提案したいと、これは副議長提案ですね。

賛同者は事務局で推薦していただきます。

以上で第3回総務・経済常任委員会を終えたいと思います。

どうもお疲れ様でした。

15：21 終了

4.その他

説明員：大野総務課長

野村教育長、佐藤生涯学習課長、山本忠（主査 、平野（智）主査）

西山（敬）主査

新井田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長、福田主査

若山建設水道課長

傍 聴：なし

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


