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────────────────────────────────────────────

◎議長あいさつ

○議長（一場明夫君） おはようございます。

本日は大変ご苦労さまです。

立春を迎え、大分日も長く感じられるようになってまいりましたが、まだまだ寒い日が続

いております。

ここに平成22年第２回臨時会が招集されましたところ、公私ともにお忙しい中、ご参集を

賜り、開会できますことに対し、厚く御礼申し上げます。

本日の臨時会は、付議事件として、物品購入契約の締結についてを始め、３件の議案が付

されております。十分な審議をお願いしたいと思います。

簡単ではありますが、開会に当たってのあいさつといたします。

なお、前村清議員につきましては、病気入院中につき、家族から欠席の申し出がありまし

た。

また、本日は傍聴の申し出があり、これを許可いたしました。

傍聴される方に申し上げますが、傍聴人の心得をお守りの上、静粛に傍聴されるようお願

いいたします。

────────────────────────────────────────────

◎町長あいさつ

○議長（一場明夫君） 開会に当たり、町長のあいさつをお願いいたします。

町長。

（町長 茂木伸一君 登壇）

○町長（茂木伸一君） おはようございます。

平成22年第２回臨時会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

暦の上では立春を迎えましたが、厳しい寒さがまだまだ続いております。特にけさは格段

の寒さでございました。

議員各位には、公私ともにご多忙にもかかわらずご出席を賜り、御礼を申し上げます。

来る２月12日に開幕する第21回冬季オリンピックバンクーバー大会において、日本勢の



－4－

活躍に期待し、明るいニュースが待たれる状況でございます。

また、国政では、2009年度第２次補正予算が可決され、当町でも１億1,700万円の事業費

が配分され、今後、補正予算のご議決をお願いするものでございます。

さて、本日の臨時会で提案させていただきます案件は、物品購入契約の締結について１件、

工事請負契約の変更締結について２件を予定しております。

どうぞ慎重審議の上、ご議決いただきますようお願いを申し上げまして、開会のあいさつ

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

────────────────────────────────────────────

◎開会及び開議の宣告

○議長（一場明夫君） ただいまより平成22年第２回臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開

きます。

（午前１０時０３分）

────────────────────────────────────────────

◎議事日程の報告

○議長（一場明夫君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

議事日程に従い会議を進めてまいります。

────────────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（一場明夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第118条の規定により、２番、竹渕博行議員、３番、

金澤敏議員、４番、青柳はるみ議員を指名いたします。

────────────────────────────────────────────
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◎会期の決定

○議長（一場明夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） 異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（一場明夫君） 日程第３、議案第１号 物品購入契約の締結についてを議題といたし

ます。

提案理由の説明を願います。

町長。

（町長 茂木伸一君 登壇）

○町長（茂木伸一君） 議案第１号 物品購入契約の締結につきまして、提案理由を申し上げ

ます。

平成21年度学校情報通信技術環境整備事業管内小中学校校務用パソコン購入の物品購入契

約につきましては、指名競争入札を行った結果、契約の相手方は、沼田市桜町4827番地１、

株式会社戸部商会代表取締役、戸部秀樹で、契約金額は1,732万5,000円でございます。こ

れは、管内の小学校に59台、中学校に58台のノート型パソコン及び表計算、ワープロ、ウ

イルス対策ソフト等を購入し、平成22年３月中旬までには使用できるよう、お願いするもの

でございます。

十分なご審議をいただきまして、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。

詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（一場明夫君） 続いて、担当課長の説明を願います。

教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 議案第１号 物品購入契約について詳細説明をさせていただきま

す。

このたびの校務用パソコンの購入につきましては、小学校、中学校、教員用のパソコンを
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購入し、校内ＬＡＮに接続し、将来の校務の情報化に向けた整備に対応するものであります。

パソコンの本体は富士通製でございます。主な基本性能でございますが、ＯＳはＷｉｎｄ

ｏｗｓ７プロフェッショナル、ＣＰＵはインテルコア２Ｄｕｏプロセッサーの2.53ギガヘ

ルツ、メモリーは４ギガバイト、ハードディスクは160ギガバイト、内蔵ドライブはＤＶＤ

スーパーマルチドライブ、光学式マウス等を有するものであります。購入数は、小学校59台、

中学校58台の合計117台で、パソコン本体及び表計算ソフト、ワープロソフト、ウイルス対

策ソフトでございます。パソコン本体のセットアップ及び各ソフトウエアのセットアップ作

業を行い、教員室等のネットワークに接続し、ネットワークプリンターからの印刷やインタ

ーネット接続等、ネットワーク設定をすべて行うこととしています。ネットワーク構築に必

要な標準的な資材につきましても、契約金額に含まれております。

また、パソコン本体等につきましては、５年間保証つきとし、今後余計なランニングコス

トがかからないようにしました。

本事業により、学校からの個人情報漏えいの予防や校務の効率化も図れますので、教職員

が児童・生徒と向き合う時間がふえ、勉強や生活指導に必ず寄与するものと考えております。

なお、契約金額の1,732万5,000円につきましては、学校情報通信技術環境整備事業補助

金と地域活性化・経済危機対策交付金をそれぞれ２分の１充当するものでございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（一場明夫君） 説明が終わりました。

質疑を行います。

15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） 今、説明を受けましたけれども、管内の小・中学校の各学校の設置

台数わかりましたら、細かくご説明をお願いしたいと思いますが。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） それでは、設置台数を報告したいと思います。

東小学校７台、太田小学校10台、原町小学校21台、岩島小学校８台、坂上小学校13台数、

東中学校10台、太田中学校11台、原町中学校15台、岩島中学校12台、坂上中学校10台でご

ざいます。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） この内訳わかったわけですけれども、この内訳はどういうことでこ

の台数に決めたんですか。
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○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 各学校の教職員数を基本に設置させていただきました。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） そうすると、学校の教職員、これだけじゃないんですけれども、全

部じゃなくて、行き渡らない先生もいるわけですね。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 基本的に正職員の方にはすべて行き渡ります。ですけれども、地

公臨の先生であるとかの人にはすべて行き渡らないこともあります。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） 正教員には、このパソコンが与えられると、地公臨には与えられな

い。地公臨でも学級担任を持って重要なものを担っている先生方が少なからずあると思うん

です。そういう人にこういうものがいかないと、非常にこれは懸念が残るんですけれども、

その辺の考えを聞かせてください。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 大変失礼いたしました。

地公臨でもクラス担任をしている教員の方には配備されます。クラス担任を持っている方

については配備される予定です。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） そうすると、配備されなかった先生方の対応というのは、どういう

方向ですか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） その方たちには、また今後検討していきたいと思います。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） 当然これは検討していかなくちゃならないことですけれども、そう

いう方々に全部行き渡る、その見通しとしてはどのように持っていますか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 予算等の関係もございますので、今ここで何年度までということ

は回答できません。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） 今、国もコンクリートから人へということで、民主党政権やってお
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ります。コンクリートから人へということは、教育にも、福祉と教育に重点を置くというこ

とでやっておられるわけです。私きょう、ここに来るまでに四、五日、それにこの件につい

て相当私なりに勉強してきました。この制度だけでなく、ほかにこれをもっと早く取り入れ

られる制度はないですか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） この制度が学校に一番、教職員数のパソコンを導入できる制度だ

というふうに理解をしております。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） 教育長も課長もちょっと不勉強だと思います。私は後で、また個人

的には教育委員会に行って打ち合わせはしますけれども、まだまだこの制度、活用できる制

度があります。とりあえず、これは緊急のものだと思うんですよね。緊急予算でとったもの

だと私は解釈しているんですけれども、ひとつ一日も早く全員の先生にこういうものが行き

渡るようにすることが教育委員会の重要な仕事の一つだと思っておりますので、その辺のと

ころをひとつもっともっと勉強してもらいたいと思います。

それと、それはさておいて、それは後日の問題として、これは先ほどの町長の説明の中で

３月中旬までには、これが設置できるということを言いましたけれども、これは必ずそれま

でにはできますね。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 工期内に設置できるようにします。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） 工期内と言いましたけれども、工期は多分、私が聞き落としたかわ

かりませんけれども、いつまでという説明はなかったような気がしますけれども、いつまで

ですか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） ３月19日までです。

○議長（一場明夫君） 15番、加部議員。

○１５番（加部 浩君） 繰り返しますけれども、それまでには必ず設置できるということで

よろしいんですか。繰り越しにはならないんですね。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 19日までに設置する予定となっております。
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○１５番（加部 浩君） 以上です。

○議長（一場明夫君） ほかにございますか。

７番、角田議員。

○７番（角田美好君） それでは、２点ほど伺います。

ノートパソコン、今までは学校にはほとんど公のものがなかったということで、先生が個

人で持ち込んで使用していたということですが、今度はそれがほとんど切りかわるというこ

とで、今まで要するに個人のものと、個人のプライベートな部分と混同した部分でパソコン

の中に入ったと思うんですけれども、今後公のものになったときに、これ情報リスト、十分

考慮していかなくてはならないんだと思いますけれども、このパソコンの管理についてはど

のように考えているのかお伺いいたします。

それと、先ほどパソコンのＯＳのことで説明があったんですけれども、議運のときにはＸ

Ｐじゃなければいけないような説明があったんですけれども、急遽ここでＷｉｎｄｏｗｓ７

がＯＳに使われるということですけれども、変更になった理由を伺いたいと思いますが、よ

ろしくお願いします。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 質問の管理の方法ということでございますが、今後、検討委員会

のようなものを立ち上げまして、その中で情報漏えい等がないように検討していきたいとい

うふうに考えております。

それとＯＳの関係でございますが、ちょっと説明不足だったんですが、Ｗｉｎｄｏｗｓ７

の正規版ダウングレート版ということでございます。これは、Ｗｉｎｄｏｗｓ７をグレード

を落としてＷｉｎｄｏｗｓのＸＰのように使うものでございます。ＷｉｎｄｏｗｓＸＰでな

いとネットワークを組んだときに、まだ接続機器等にそのＷｉｎｄｏｗｓ７に対応してない

ものも含まれております。ですから、そのグレードを下げまして、Ｗｉｎｄｏｗｓ７のグレ

ードを下げてＸＰのように使えるものでございます。

なお、Ｗｉｎｄｏｗｓ７が接続機器等が動くように、接続できるようになった後にはＷｉ

ｎｄｏｗｓ７に無償でアップグレードができるようになっています。

以上でございます。

○議長（一場明夫君） ほかにございますか。

９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 伺います。
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学校の教諭が、このパソコンを使うということの説明を受けたんですが、作業内容として

どういうことを前提としていますか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 成績の処理でありますとか出欠の処理、名簿の処理等が大きなも

のになってくるのではないかというふうに考えております。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） それに住所録管理、電話番号、連絡網等々、あるいは今ですから、学

校からのお知らせがメールで一斉配信もあり得る話でしょう。それ以上に学級通信をつくる。

そこの中にちょっとした映像は、あるいはイラストが入るかもしれない。その処理をするの

に、どれだけのスペックのパソコンが必要だと思いますか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 大変申しわけないんですけれども、その点についてはわかりませ

ん。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） わからない人間が仕様書を設計しているという解釈でよろしいですか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） そういうふうにとっていただくと非常に困るんですけれども、基

本性能につきましては、確かに大図議員さんがおっしゃいますように性能的に高いというよ

うなことも考えられるかもしれません。しかし、今後保証期間につきましても５年、長けれ

ば今後10年とか長い期間を使っていかなければならないというふうに考えております。その

ときになって、例えばこのくらいのスペックがあったもののほうがいいんでないかというふ

うに考えております。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） では、わからないようですから、ねちねちと一問一問聞いていきます。

大分スペックの高いパソコンを買ってあります。これは32ビットですか、64ビットです

か。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 32ビットでございます。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） なんでしょうね。ダウングレード版ですから。
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ところで、メモリーが４ギガになっていますが、ＰＣはどのくらいですか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 申しわけないんですけれども、ＰＣというのが、ちょっと意味が

わかりません。すみません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 転送速度といいますか、これによって値段がかなり違います。

ちなみに、ＰＣ6400でＤＤＲ３です。ベイシア電器で買うと１本、１ギガが１万2,700円

します。ところが、ちょっとグレードを落としてＰＣ5300に落とします。いいですか、パ

ソコン工房で買うと、２ギガが２本で6,000円でちょっとおつりがきます。どんなものつけ

るんですか、４ギガ。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 申しわけないんですが、その点についてはちょっとわかりません。

（「わからないままでね、で、言います」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） ハードディスクは160ギガバイトと書いてありました。すみません、

その回転数はどのくらいでしょうか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 大変申しわけございませんが、その点についてもわかりません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） ノートにつくのは、恐らく7,200回転はつかない。5,600回転であり

ましょう。大体の想像がつきます。知識として持っておいてください。いいですか、ノート

パソコンはそんなに性能がよくない。高いだけ。

ちなみに、伺っておきます。

画面が15.6型とワイドになっております。解像度は幾つありますか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 解像度・発色数につきましては1,670万色となっています。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 1,600万というのは発色であって、いいですか、解像度というのは、

恐らくノートですから、富士通製ですから、恐らくは低くても1,440、高ければ1,600ぐら

いあると思います。要するにドットの数です。これは横方向ですよ。実は、そういったもの
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の仕様書が契約書とともに、この議場に提示されて、それで適正かどうかを審議するのが、

この議会の役目なんです。今回の議案第１号、この議案書だけでは中身が見えないんですよ。

貴重な時間を割いて、そうやって事細かに質問しなくちゃいけない。全容を明らかにして、

この契約が適正であるかどうか、本来はそういうようにやるべきなんでしょう。

ちなみに伺っておきます。

物品購入契約の締結について、もう締結は済んでいるんでしょうか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 仮契約は済んでおります。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） それはいつ済みましたか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） １月22日でございます。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 仮契約が済んだということです。ご存じのように自治体の契約は文書

によるということになっていますので、１月22日に契約書の調印があり、ともにその契約書

を相手方に交付する。文書によるということは、相手方にその文書を交付するということで

す。これが実行になりましたか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 現時点では相手方の手元に行っていると思います。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 思いますでは、困るんです。行っているんでしょうか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） ただいま回答したとおりでございます。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） それはおかしいですね。招集通知が来た。これが２月１日の日に、す

みません、それより前に招集通知が来ました。我々のところにも来ています。ところで、私

は２月１日の日に事務局に伺いました。武井係員から説明受けたところによると、仮契約書

というのは本契約が済んだら日付を刻印して、それで相手方に送るんだ。まだ相手には送っ

てありません。手元にありますという説明を受けました。今、課長の説明ですと相手方に送

ったと言っています。どういう形でこの食い違いが出るんでしょうか。
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○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 相手方に現時点では送ってあります。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうすると、その契約書に何が記載してあるか、そういった契約が適

正であるか、そのために本会議があるんです。だから、その契約書がこの議場に提示される、

そういった方向で対応できるわけでしょうけれども、その用意はありますか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 現在、議員さんの手元に届いている議案第１号の物品購入契約の

締結についてという議案の中で審議していただきたいというふうには考えております。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうすると、その契約の内容が提示されないと、基本スペックもなか

なか課長の頭にも入っていない。説明しようにも語句の理解ができない。それで我々に承認

しろと。はっきり言えば、めくら判押せということでしょう。

じゃ、大事な問題聞きます。

今、同僚議員の質問で３月19日が納期という話、そのときまでにはみんな使えるようにな

るという話でした。まあ、そうでしょうね、それ以後はちょっと学校行事がかさんで、春休

みになりますので。

では、伺っておきます。

この契約について債務不履行があった場合に、損害金をどのように設定するんでしょうか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 納期までに完成させ、設定をしていただきたいというふうに考え

ています。

（「答えさせてください」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） 損害金の賠償をどう設定するかと聞いていますので、それに対する答

えをお願いします。

教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 仮契約書の中に契約の解除をすることはできるというふうにうた

ってあります。

（「答えさせてください」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） その設定は契約書の中にないという回答でよろしいんですか。
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教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 仮契約書の中には、その分はありません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうすると、仮契約書の中に議会の承認の日付というのを後で加筆し

て、それをもって本契約になるんだというようなやり方を横行しているようです。そうする

と、その契約書の中に、いいですか、債務不履行に対するところの記述が何もない。こうい

った内容の契約を議会が承認できるわけがない。従前から何度も説明していますけれども、

町民が債務不履行をした場合、地方税を延滞した場合にです。延滞税が14.7％だったかな、

４％だったかな、そのくらいの高率で延滞税がかかる。いいですか、その税を処分しての契

約ですから、当然に業者に債務不履行があった場合に、年率で14.7％、あるいはそれより

多いかもしれない。利息制限法が、たしか18％ぐらい持っていると思いますよ。多くの請負

工事では、大体そういう形になります。１日について契約金額の2,000分の１というものも

あります。これが標準的な我々がふだん使っている違約条項なんです。なぜそういった対応

を怠ったんでしょうか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 先ほどお答えしましたとおり、この契約書にはないということで

理解していただければというふうに思っています。よろしくお願いいたします。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） とってもとってもそんなところには考えが及ばなかったという答えで

私は理解します。あなたの能力はその範囲内だということでしょう。だけれども、この決裁

はきちっとルートをしょっていて、起案が通って、現実にもう仮契約が済んで、議案として

提示されておる。だから、契約書が重要なんです。ここに提示してください。

町長に言います。提示する用意がありますか。

○議長（一場明夫君） 町長。

○町長（茂木伸一君） ございません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうすると、町長もそういった契約で事足りるという解釈で私はして

おります。

もう一つ、次元を変えた段階で質問しますが、こういった物品購入について入札審査会が

開かれています。
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審査会長に伺います。

指名競争入札で、これが事足りるという判断はお持ちでしょうか。

○議長（一場明夫君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 町長と同様の見解でございます。

○議長（一場明夫君） 質問が違っています。指名競争入札で事足りるかと質問していますの

で、それに対する答えをお願いします。

○副町長（関口博義君） そのように認識しております。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうしますと、一番今回の性能に近いものを私の手持ちの新聞折り込

み等々から探りました。そうすると、これはダイレクトメールで先日送ってきたものなんで

すが、ほぼ同様のスペックで６万7,980円と書いてあります。これにオフィスをつけて２万

1,000円プラス、それと一太郎の単体で買って、恐らくは学校で使うというからアカデミー

パックでいいと、アカデミー版になると思います。そうすると、大体バージョンアップ版と、

過去でいいますと同額になりますから、今回の場合には八千何ぼです。大体10万円で買える

ものじゃないかなと。これが日常的に我々が目に触れる、あるいは手に触るところで頻繁に

出回っている数字なんです。入札審査会で買ったものが、やがて15万円、14万何がしです、

１台当たりにすると。よろしいでしょうか。こういった市販のものを活用すると大分安くこ

れが調達できる。入札審査会というのは、そういう状況を判断しなくてもよろしいんでしょ

うか。

○議長（一場明夫君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 入札審査会においては、そういうふうな細かい内容等ということで

はなくて、審査におきます条件等、入札に妥当なものであるかどうか、それに従って判断さ

せております。細かい市場状況等云々というようなことは今回の場合には考えておりません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） ですから、入札審査会へかける段階で設計金額が出てきます。今回の

設計金額はお幾らだったでしょうか。

○議長（一場明夫君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 私は設計金額に関してはちょっとわかりません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 設計金額を含めて入札審査会の対象ということで、私は理解している
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んですが、ちなみに税抜きで1,650万円です。当然に……

（「それは違います」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） ちょっと余分なことは……

○９番（大図広海君） すみません、これは予定価格と書いてありました。

そういった形で、いいですか、こういうものを買いたいと上がってくるわけです。１台当

たりの単価とすれば大体すぐ出てくる。市販のチラシを見てみると大分差がある。このまま

でいいのか。多くの場合、これは疑問を持たなきゃいけないんです。なぜ、これが指名競争

入札という形で限定された業者に対して門戸が開かれている。恐らく一般競争入札、あるい

は随意契約でもいいんですね。50万円未満と特に限定されていないんです。有利になればい

いんです。

いいですか、そうすると、どういうふうにしてもこういった市販の商品を活用することに

よって、ほぼ同じ、ぴったり同じにはならないです。これはしようがないです、機種が違う

んですから。ほぼ同じ能力でもって１台当たり４万円の上の差が出る。117台ですから、

450万円ほど、そこで経費が浮いてくると、そういった配慮はなされなかったんでしょうか。

○議長（一場明夫君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 今、ご指摘の件に関しましては、入札審査会では議論にはなってお

りません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 審査会で議論になりましたかと聞かれたら、そのような答えになるん

でしょうけれども、審査会長としておいて、そのリーダーシップが発揮できたか、そういう

やり方はやめましょうよと、少なくともこういった物品購入に関しては日常的に安いものが

出回っている。恐らく自分のものならそういうものを買うでしょう。私も実はこれを買いま

した。値段はもう少し、これスペックが古くて悪くて３万9,800円でした。町内のスーパー

スターと言われる、私が大先生と呼んでいる人間も、やはり「あれ、お買い得でした」と言

って、同じのを買ったそうです。そんなような値段でも十分仕事には間に合うと私は思って

おるんですよ。ただ、今回はその内容については触れないです。

いいですか、同じスペックが６万7,000円、それと、それにソフトを２本入れて、恐らく

は10万円でいくでしょうと、そういった情報は審査会長なら頭脳の中にインプットされてい

たんでしょうか、伺っておきます。

○議長（一場明夫君） 副町長。
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○副町長（関口博義君） 今、ご指摘のあった部分に関しては、私の考えの中にはありません

でした。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうすると、政治に疎いという評価になります。議場ですので、言葉

がちょっときつかったら、また後に訂正します。

そうしますと、この商品が、いいですか、有効に使われました。よかった、よかったとな

ります。どんなふうによかった結果を期待しますか。

○議長（一場明夫君） 質問はどなたに求めていますか。

○９番（大図広海君） だれでも結構ですよ。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 校務用のパソコンが導入されることにより、先生方の事務の効率

化が図られます。それによって、先生方に空き時間が多くできれば、子供たちのためにはな

るんではないかなというふうに思っております。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 先生のね、先生はだけれども、今までいろいろプリントつくる、テス

トをつくる、あるいは学級通信つくると、みんなやってたんでしょうね。かつてはガリ版だ

ったりします。手書きのほうが味があると言ったが、まあ、それはいいです。みんな時間の

やりくりの中でやっているんでしょう。

実は私、ノートパソコン買うという、なぜデスクトップじゃないかと。それは持ち運べる

から。どうやって持ち運ぶか。教員室から教室に持っていくんでしょうね。なぜ。教室には

この前の予算でハイビジョンがみんな設置される、あるいは設置される予定である。ノート

パソコンとハイビジョンがセットになったら何ができると思いますか、教室で。すごいもの

になります。お考えください。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） その点につきましては、ちょっとわかりません。すみません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうすると、教師が自分で努力してつくった教材、どんな教材であろ

うが、自分でつくります。いいですか、どこかの文章をスキャナーで呼ぶか、あるいは映像

を呼ぶか、いいですよ。制作した自分の教材を、いいですか、パワーポイントを使うかもし

れません。どこかで自分で撮りためた映像を使うかもしれません。あるいは理科の実験のそ
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の過程が、そこの中で放映されるかもしれません。とにかく現場ではできないことも映像だ

とできる。それが教室の中でハイビジョンで映る。いいですか、今、子供でもそんなことや

っていますよ。だとするとノートパソコンの価値がある。教室に持っていかなくちゃいけな

いから、授業の時間に、必要なときだけ。いいですか、そのためにはインターフェースが必

要になる。このノートパソコンはどんなインターフェースがついていますか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 何て読んでいいんかわかりませんが、1000ベース・ハイフォ

ン・Ｔというんですか、100ベースＴＸ、10ベースＴと読んでいいのかわかりませんけれど

も、それのインターネット、インターフェースを内蔵しているということです。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 無知もここまで来ると甚だしい。それは今のＬＡＮケーブルをつなぐ

ことです。私が伺っているのは、ハイビジョンとつなぐポートが幾つ用意され、そのインタ

ーフェースがどういうものがついていますかと聞いています。お答えください。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 申しわけございませんが、わかりません。

（「それが問題なんです」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） ノートパソコンですから、Ｄsub15ピンは常に装備されています。い

いですか、今度買うハイビジョンがどういうものであるか、私それ現物で見ていませんので

わかりませんが、少なくとも私が今まで購入したシャープ製、東芝製のものは、すべてＤ

sub15ピンではハイビジョンが能力を発揮できませんでした。４対３のＸＧＡタイプで画面

表示になりました。やはりフルスペックのハイビジョンも前提とした1920の1080という表

示をするのには、ＨＤＭＩ端子がついてないと、どうしても実現できないようです。そのた

めにＨＤＭＩ端子というのが規格として成立しているんだという解釈を私、持ちました。そ

うなってくると、このノートパソコンにＨＤＭＩ端子がついているかついてないか。それと

もう一つ、ビデオ能力、要するに映像能力がどれだけ、表示能力がどれだけのものがついて

いるか。そうすると、映像エンジンが何がついているかが重要になります。かなり高級機種

です。

ちなみに、いつも言っているように私が買った３万9,800円のものについては、満足する

だけのものがついていました。
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お聞きします。

対応は可能でしょうか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 大変申しわけございません。その点につきましてもわかりません。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 将来の利用目的をどこに置くか、非常に問題のある話です。それはい

いですよ。成績の管理、順番に並べなんていって、操作をする。ごくごく単純な仕事です。

もしそれだったら、こんな高級なパソコンは要らない。映像処理もしないので、映像処理の

ソフトがついてないからできない。表示だけはしますよ。スライドショーやなんかは映るで

しょう。Ｗｉｎｄｏｗｓ機能が持っていますから。ただ、画質調整をしなくちゃいけない。

トリミングをしなくちゃいけない。そうじゃないと、子供にいい絵にならない。いいですか、

そういったものに有効活用するんだとしたらば、まあまあこれだけのデュアルコアも必要か

もしれません。撮る写真も今のカメラは2,000万画素からのカメラがあります。実際には、

そんなに要らないと思います。500万画素もあれば十分な絵になると思いますが、いいです

か、その画像処理をする。それを教材に役立てる。なかなかすべてが理科の実験、あるいは

社会科の見学には行けない。たまたま行った過去のもの、あるいは先人がやったもの、どん

どん蓄積する。こういったものが授業の中で活用される。私、恐らくそのためにハイビジョ

ンをみんな整備したんだと理解していたんですよ。どうも、だけれども、設計するほうがそ

ういった全体を考えていない。そのものよりは、そういった単語の意味合いすらも理解して

いない。この状況が既にここに暴露されているわけでしょう。果たして、それで方向性がき

ちっと現代に合ったものになるかどうか、伺ってみましょう。

○議長（一場明夫君） ちょっとお待ちください。

建設課長、ちょっとぐあいが悪いんなら少し退席してください。

（「いえ、大丈夫です」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） いえ、退席して待機してください。休憩に入るから。

じゃ、答弁をお願いします。

教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 大図議員からの質問でございますが、質問の内容が私、ちょっと

今、理解できなかったので、すみません。

○議長（一場明夫君） ちょっと待ってください。
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ここで休憩をとります。再開を午前11時10分とします。

（午前１０時５７分）

────────────────────────────────────────────

○議長（一場明夫君） 再開いたします。

（午前１１時１０分）

────────────────────────────────────────────

○議長（一場明夫君） 休憩前に引き続き質疑を行います。

大図議員、再度質疑をお願いいたします。

９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 質問の内容がわかんないようなので、もう一度質問します。

そういった情報通信機器含めて、これを活用次第では映像教材とでもいいますか、いろい

ろなものに活用できる。そこにデジカメも登場する。よしんば音楽教育にどういうふうにや

るか。先生がピアノを弾いて音楽教育か、子供が合唱して音楽教育か、ＣＤを聞いて音楽教

育か、いやいやほかにもあるんじゃないか。まあ、いろいろできるでしょう。パソコンを音

楽教室に持ち込むか、それもありでしょう。曲の選曲が物すごくスムーズにできるから。な

かんずく、そういったものにフルに活用するのには、ハイビジョンとノートパソコンのマッ

チングがどうしても必要になってくる。そのためには最低線、インターフェースが備わって

なくちゃいけない。それとやはり表示能力をきちっと確保しただけの映像エンジンが載って

いないといけない。そういったトータルな考え方がなぜできなかったのか。どうもできなか

ったと私は解釈しなくちゃいけない。そういう解釈でよろしいでしょうか。質問の形を変え

ます。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） 議員がおっしゃいますように、そこまでは検討してございません

でした。ですが、意見をいただきましたので、今後また検討していきたいというふうに考え

ております。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。
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○９番（大図広海君） もし検討の余地があるんなら、この契約を議会が承認しない。そうす

ると、この契約が不調に終わる。そうすると、また再入札になる。そのときに改めて機種の

選定ができる。そのときにはＨＤＭＩ端子がついた機種を選定する。ノート型にするかデス

クトップ型にするか。それでいいんだと思います。検討するということはそういうことです。

既に機種を導入して、その中にＨＤＭＩ端子がついてない。ハイビジョンとのマッチングは

どうしてもうまくいかない。検討するから、そしたら次に機種更新をしましょうという話じ

ゃないと思います。ましてや、債務不履行のことには触れてない。触れてないんじゃないん

ですよね。思いも寄らないような契約内容。事務官として非常に不適切である。また、そう

いった書類が決裁まで受けている。

不可解な話というのが、せんだって私の目に触れました。私から言います。この話のほう

がよほど不可解です。こんなもんでいいんでしょうかと。いいですか、そうしますと、今後

検討しますと課長の答弁がありました。検討するということは、この契約を不調に終わらせ

るということだと思います。それでよろしいでしょうか。

○議長（一場明夫君） 教育課長。

○教育課長（先場 宏君） この案件につきましては、ぜひ議決をお願いしたいというふうに

思っております。

（「よわりましたね」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 堂々めぐりので言います。

町長は先ほどの発言の中で、議案として提示されたこの議案書１枚だけで、以上のものは

出す必要はないとお考えですが、先ほど来、課長とのやりとり、当然に耳にしておりますの

で、そういった内容で私たちがこの議場で何を判断するべきか、町民の負託にこれでこたえ

られるのか、所感を伺っておきましょう。

○議長（一場明夫君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 先ほどの映像教育というような中でいきますと、当然のことながら、

そういうような時代だという認識はしております。そこまでの確認をしてなかったというこ

とにつきましては、ちょっとうかつであったと私自身も考えておりますが、やはりそれはこ

れからまたこれを、今まではパソコンがなかったわけであります。それをこれからパソコン

を導入したというところで、これから進化させていくという形はやはり必要だと思います。

そして、それは現場の方々がやはりある程度はリーダーシップをとってやっていく、そうい
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ったことになろうかと思います。その辺のところでいろいろな要望とかございましたら、ま

た教育課のほうでよく協議をした中でやっていただきたい、そのように思っております。

今、大図議員から随分いろいろな形でアドバイスがございました。教育課長もその辺は肝

に銘じて、これからこの導入に向けてやっていくと思います。

それから、もう１点、債務不履行であった場合ということがございます。納期が守られな

かったということ、そのあたりにつきましては十分に指導監督をしていくであろうと思いま

すし、これにつきましても前払い契約があるのかどうかが、ちょっと私もわかっておりませ

んけれども、いずれにいたしましても工事が主体のものではなくて物品購入が主体のもので

すので、そのあたりのところは問題なくクリアはできるものだと思っておりますので、その

辺はご勘案いただけたらありがたいと思います。

○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） そうすると、ただ単にデスクワークの中で事務処理用に使うコンピュ

ーターとして前提で考えましたということです。聞けば、ちょっとした文章をつくる、子供

の宿題をつくる、あるいはテストをつくる、学級通信つくる、成績の順位をつける、住所録

管理をする。その程度と言えている感はあると。だとすると、これほどのコンピューターは

要らない。

ちなみに、このカタログに載っています。スリムタワー型です。18.5インチのディスプ

レーつきです。３万9,800円。これに対して今のソフトが約３万円。それもワードと一太郎

が複数入って、恵まれた環境ですね。これで事足りるんです。これでもまだおつりが来ます。

これが設計の大前提です。どういう目的で使うかということです。いいほうがいいだろう。

14万円のコンピューターを導入したら何ができるか。そのためにはどういう規格が必要か。

だとすれば、それは有効なのか。教室に持っていくならノート型のほうがいいでしょう。設

計思想がないんですよ。かつて行き当たりばったりという話がありました。こういうのを出

当たりばったりと言うんです。一歩も出てないんです。中止に値すると思いますよ。

入札審査会の会長という人間がリーダーシップを発揮して、こういった浪費を防ぐ。その

ためにあなたがいる。何のためにあなたはそこに会長としているか。抱負を伺っておきまし

ょう。

○議長（一場明夫君） 副町長。

○副町長（関口博義君） その責の立場として入札の適正な執行ということを念頭に置きなが

ら進めてまいりたいというふうに、改めて再認識しております。
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○議長（一場明夫君） ９番、大図議員。

○９番（大図広海君） こういったものの購入の仕方、これが適正だという結果に基づいて一

連の手続が終わったと思います。既に契約もなされています。どこか不適切な部分ってあっ

たんでしょうか、伺っておきましょう。

○議長（一場明夫君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 現時点では不適切という認識は持っておりません。

○議長（一場明夫君） 大図議員に申し上げますが、残り時間が３分を切っておりますので、

ご承知の上、質疑をお願いします。

９番、大図議員。

○９番（大図広海君） 先ほど来、課長の答弁の中から議員各自が、あれで適切であったかど

うか。それなりに存念があるでしょう。私、決して適切だと思っていない。設計の仕方、契

約のあり方、その大前提となる利用目的、これがはっきりしていないから。でも、副町長は

適切だと言っている。どちらの話が適切。また課長は、さらに検討を加えていく。だとすれ

ば、この機種を購入を一時中止して、新しい機種の選定をする。いや、そうじゃない、これ

はこのままいくんだ。そういうのを出当たりばったりと言うんですよ。これではもう承認ど

ころか、審議の対象外。もともと契約書が出てない。仕様書も出てないんです。何が幾らな

のか。どれが適切なのか、そのための議会なんです。

これ以上何も言うことはありません。終わります。

○議長（一場明夫君） ほかにございますか。

（発言する者なし）

○議長（一場明夫君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。

討論を行います。

（発言する者なし）

○議長（一場明夫君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。本件につきましては、原案のとおりこれを決定することに賛成の方は

起立願います。

（起立多数）

○議長（一場明夫君） 起立多数。

したがって、本件は可決されました。
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────────────────────────────────────────────

◎議案第２号及び議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（一場明夫君） 日程第４、議案第２号 工事請負契約の変更締結について（吾妻峡温

泉施設整備事業 天狗の湯新築工事（建築工事））及び日程第５、議案第３号 工事請負契

約の変更締結について（吾妻峡温泉施設整備事業 天狗の湯新築工事（機械設備工事））は

一括議題といたします。

提案理由の説明を願います。

町長。

（町長 茂木伸一君 登壇）

○町長（茂木伸一君） 議案第２号、議案第３号につきましては、関連がございますので一括

して提案理由の説明をさせていただきます。

まず、議案第２号 工事請負契約の変更締結について提案理由の説明を申し上げます。

今回の変更につきましては、吾妻峡温泉施設整備事業天狗の湯新築工事（建築工事）にか

かわるもので、昨年８月４日にご議決いただきました１億5,855万円で契約しておりますが、

工事金額を202万6,500円追加し、１億6,057万6,500円に契約変更するものでございます。

この主な変更点といたしましては、施設の防犯上、メンテナンス性の向上及び緊急脱出用

などと貫通岩を天狗の湯のシンボル的に扱いたいなどのため、４点ほどの変更でございます。

まず、１点目ですが、露天ぶろの塀の高さ、コンクリート塀の高さを1.5メートルから

1.8メートルに変更。

２点目は、露天ぶろの塀へ新たに扉を３カ所設置する。

３点目は、露天ぶろに両わき外部から入れないようドアつきのさくを新たに設置すること。

４点目は、露天ぶろに設置した貫通岩への銘盤の取りつけ、そして玄関に約５トンのトン

ネルから出た貫通岩を新たに設置し、そして銘盤をつけることであります。

以上申し上げた４点の変更で202万6,500円の追加をお願いし、１億6,057万6,500円の契

約変更をお願いするものでございます。

続きまして、議案第３号 工事請負契約の変更締結について提案理由の説明を申し上げま

す。

今回の変更につきましては、吾妻峡温泉施設整備事業天狗の湯新築工事（機械設備工事）

にかかわるもので、昨年８月４日にご議決をいただきました8,032万5,000円で契約をして
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おりますが、工事金額を119万7,000円追加し、8,152万2,000円に契約変更するものでござ

います。

主な変更点としましては、浴槽内の事故のときの対応と的確な温泉流量把握のためなど、

２点でございます。

まず、１点目ですが、温泉浴槽での事故またはトラブルの対応ができるよう、浴槽用緊急

給湯補給回路を新たに６カ所設置すること。

２点目は、温泉流量計８カ所の設置であります。これにより湯量調整と数値管理を的確に

行えるようにしたいと考えております。

以上申し上げました２点の変更で119万7,000円追加をお願いし、8,152万2,000円に契約

変更をお願いするものであります。

当初からできるだけ変更のないように努力をしてまいりましたが、工事を進める中で、さ

らにより安全で安心な施設完成のため、今回お願いをするものでございます。

なお、本事業はご承知のとおり、財団法人利根川荒川水源地域対策基金事業として認定を

され、進めており、今回の追加もすべて下流都県の負担でございます。

以上の理由から、お手数をおかけし、まことに申しわけございませんが、十分にご審議を

いただきご議決いただきますようお願いを申し上げます。

なお、詳細は担当課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（一場明夫君） 続いて、担当課長の説明を願います。

建設課長。

○建設課長（市川 忠君） それでは、議案第２号 工事請負契約の変更について詳細説明を

させていただきます。

今回の契約変更につきましては、町長が提案理由を申し上げたとおりでございます。

詳細内容でありますけれども、建築工事を進める中で協議を重ねた結果、４点の変更をす

ることにより、よりよい施設にしていきたい。また、事故の可能性を少しでも低くすること

で、安全・安心な運営を行うために今回202万6,500円の追加をお願いし、工事契約額を１

億6,057万6,500円に変更させていただきたいお願いでございます。

今回お願いいたします変更内容でありますけれども、議案の３号の後ろについております、

こちらのＡ４判の図を、資料を見ていただきたいと思いますけれども、まず、１点目につき

ましては、この資料の上部分の東側の立面図をごらんいただきたいと思います。

露天ぶろの塀の高さを、右側の長いほうの建物が露天ぶろ、ＲＣ構造になっていますけれ
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ども、その部分でございますが、露天ぶろの塀の高さを1.5メートルから30センチ高くする

変更でございます。この塀の長さ、下にもございますが、30.94メートルの塀の上へ黒く表

示してありますけれども、たまたま露天ぶろが重なっていますから、一部露天ぶろの屋根と

足湯の屋根と重なっておりますけれども、その部分30センチ黒く表示したところでございま

す。

当初の考え方は1.5メートルの壁に足湯との段差、この図で言いますと、南側の立面図、

下の部分を見ていただきたいと思うんですが、足湯との高さが1.5メートルあった。その境

目に植栽をして入れないようにということで考えておりましたけれども、当初の高さという

のが1.5メートル、段差が1.5メートル、３メートルの高さがあり、入浴者の景観を考えて

おったわけですけれども、1.5メートルだと、おふろに入っている方が途中ぐらいまで来る

と半分とか上半身が、または頭が見えてしまうために、見えない高さ、圧迫感のない高さ

1.8メートルに変更し、防犯、事故のない安全で安心な露天ぶろ入浴ができるよう、変更し

たいお願いでございます。

次に、２点目でございます。露天ぶろ塀、今、申し上げました30.94メールの露天ぶろの

塀、ＲＣでございますので、そこに黒く３カ所ほど扉と書いてあって矢印があるところ３カ

所でございますが、そこに扉をそれぞれ新たに設置したい変更のお願いでございます。

今回の設置につきましては、工事を進める中で塀がＲＣということ、それから、施設で今

後、外部点検及びメンテナンス性の向上、作業修理時または火災など緊急時の避難用扉とし

ても使えるため、高さ1.5メートル、幅0.8メートルの扉―アルミ製でございますが―を

男子・女子個室のそれぞれに設置し、緊急時、点検時、修理時の対応ができるよう、変更の

お願いでございます。

次に、３点目でありますが、東側立面図の浴槽のわきに黒く表示いたしました部分でござ

います。この施設の両サイドになりますけれども、そこに両わきに黒く表示してありますけ

れども、目隠しフェンスというか、フェンスを新たに設置したいお願いでございます。この

フェンスにつきましては、ふれあい公園が5.24ヘクタールの中のちょうど5284号線寄りの

吾妻川寄りということで、今後公園が仕上がる、または現在でもこの施設どこからでも入れ

るような形になっておるということで、露天ぶろに近づくことができてしまうということか

ら、防犯上からも立ち入らないよう、そこにさくをゆって資料の左下、南側立面図でごらん

をいただきますと、高さについては1.86、長さが2.7メートル、上の東側立面図、左側の

0.9メートル、2.7の90センチというＬ字型のフェンスつき、これは建仁寺仕様で、建仁寺
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というお寺のさくと同じような形のプラスチック製のものでございますが、そういうものを

左側、そして右側の北側には高さは同じで長さが1.8メートル、それから、表の部分、見え

ている部分については90センチ、これもＬ字型の扉つきで変更をお願いしたいということで

ございます。

次に、４点目でありますけれども、以前から申し上げておりました茂四郎トンネル1,760

メートルあります中間点880メートルの位置の貫通岩を露天ぶろに設置し、「安産」「初志

貫徹」「受験合格」の湯にしたいと申し上げておりましたけれども、今回その貫通岩に３枚

の新たに銘盤を取りつけ、貫通岩である案内周知をしたいこと。また、たまたまトンネル内

部から出ました長さ2.5メートル、幅が1.4メートル、高さが約１メートル、重さ約５トン

のトンネル内から出ました、さざれ岩でございますが、それを新たに玄関へ設置し、天狗の

湯の銘盤を取りつけたいという変更のお願いでございます。

続きまして、議案第３号 工事請負契約の変更（機械設備工事）について詳細説明をさせ

ていただきます。

設備工事契約変更につきましても、町長が提案理由を申し上げたとおりでございます。

今回の変更は、やはり工事を進める中、協議を重ねた結果、２つの変更をすることにより、

運営管理が複雑でなく、より事故の少ない、また事故などの対応ができるようお願いするも

のでございます。そしてさらに、よい施設管理を行えるよう119万7,000円追加し、工事契

約額を8,152万2,000円に変更させていただきたいお願いでございます。

変更内容箇所でありますが、２点でございます。

まず、１点目につきましては、浴槽用緊急給湯補給回路の新設６カ所でございます。天狗

の湯は男女各１カ所に内ぶろ、露天ぶろ、寝湯があります。個室ぶろには内ぶろ、露天ぶろ

が設置され、合計６カ所となります。天狗の湯の営業開始した以降、営業中の中で６カ所の

浴槽どこかで、例えば事故が発生した場合に、発生した場合の可能性が少しでも現実的にあ

ることと、町内日帰り温泉、郡内においても旅館、それから、日帰り温泉でもそういった事

例が数件発生しているこということから、緊急時において浴槽の温泉の入れかえをより短時

間で対応、復旧できるよう、緊急配管を６カ所設置したいお願いでございます。

次に、２点目ですが、温泉流量計を８カ所設置したいお願いでございます。この温泉施設

は、かけ流しの湯を基本に進めておるため、内湯及び露天ぶろが男女、女湯、個室、それぞ

れ６カ所、寝湯につきましては、男湯、女湯、各２カ所で合計８カ所の温泉配管があります。

今回のお願いにつきましては、かけ流しを実施するためにそれぞれバルブをつけて調整をし
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て、運営管理を行う予定でありましたけれども、何らかのトラブルのときにバルブを操作し

た場合に、感覚のみで流量調整とか、間違った場合にはトラブルのおそれの可能性があるこ

と。したがいまして、今回お願いいたします流量計をバルブの前に設置することによりまし

て、感覚でなく目で数値で確認をし、温泉流量の数値管理が容易にでき、トラブルの可能性

が低くなることから、運営管理上、安全・安心なお湯の調整を管理人が統一的に行うための

設置のお願いでございます。

なお、議案第２号の建築工事の追加の202万6,000円と議案第３号、機械設備工事追加の

119万7,000円につきましては、すべて下流都県からの負担であり、町費の一般財源の持ち

出しはございませんので、よろしくお願いをしたいと思います。

以上が建築工事、機械設備工事にかかわる工事請負契約の変更の詳細説明でございます。

どうぞよろしくお願いをしたいと思います。

○議長（一場明夫君） 説明が終わりました。

質疑を行います。

７番、角田議員。

○７番（角田美好君） それでは、１点お伺いいたします。

防犯上、安心・安全ということから目隠しのための塀を30センチかさ上げして1,800にし

て対応するということですけれども、当然露天ぶろの意味合いからすると、マイナス要因だ

と思うんですけれども、その点についてはどのようなお考えでしょうか。

○議長（一場明夫君） 建設課長。

○建設課長（市川 忠君） お客様の立場から言うと、低いほうがいいんだと思うんですが、

お客様の立場、お客様を安全・安心に守るという立場の中で圧迫感のない高さ30センチとい

うことでお願いをするということでございます。ですから、お客様も安心して入っていただ

くということで、対応したいということでお願いをしたいと思っております。

○議長（一場明夫君） ７番、角田議員。

○７番（角田美好君） ＲＣというとコンクリなわけですけれども、コンクリの壁が1,800の

前にずっとあったときに、その圧迫感というのが相当感じるような気がするんですけれども、

その点についてはいかがでしょうか。

○議長（一場明夫君） 建設課長。

○建設課長（市川 忠君） 圧迫感のない高さということで1,800ということで、例えば２メ

ートル50とか、まるきりそういう形をとらずに対応させていただいたということでございま
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す。

○議長（一場明夫君） ７番、角田議員。

○７番（角田美好君） 説明によりますと、じゃ、マイナス要因には、露天ぶろとしてのマイ

ナス要因等は余りないということでよろしいんでしょうか。

○議長（一場明夫君） 建設課長。

○建設課長（市川 忠君） 基本的には全くないのがいいと思うんですよね。ただ、やはりお

客様の安全・安心ということで、ほとんどの露天ぶろというのは塀があると思っています。

その中で1,500下げることによって、1,500の壁で３メートルあるから大丈夫だろうという

ことで、できるだけふれあい公園とのリンクというものを考えて、今、議員がおっしゃった

ようにお客様の景観というものを考えたわけですけれども、お客様を守れない露天ぶろとい

うことも、やはり問題があるかなと思っています。したがって、そういう中でどうしても外

を見たい方等々については、踏み台的な石を置いて、そこから外を眺めていただく。特に女

性の場合には頭が動いたり女性がいることによって、犯罪というものが起こる可能性が高い

という観点から、圧迫感のない高さで、我慢ができる高さということで申し上げますと、出

たところにすぐ1,800の壁があるんじゃなくて、おふろに入ってからそこからの間隔があっ

ての1,800でございますから、私は1,800にしてもお客様がマイナスになるような形という

のが、お客様のニーズによっても異なりますけれども、ないということで今回お願いをした

いと思います。

○議長（一場明夫君） ほかにございますか。

（発言する者なし）

○議長（一場明夫君） 質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。

討論を行います。

（発言する者なし）

○議長（一場明夫君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。初めに、議案第２号 工事請負契約の変更締結について（吾妻峡温泉

施設整備事業 天狗の湯新築工事（建築工事））を採決いたします。

本件につきましては原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立願います。

（起立多数）

○議長（一場明夫君） 起立多数。

したがって、議案第２号 工事請負契約の変更締結について（吾妻峡温泉施設整備事業
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天狗の湯新築工事（建築工事））は可決されました。

続いて、議案第３号 工事請負契約の変更締結について（吾妻峡温泉施設整備事業 天狗

の湯新築工事（機械設備工事））を採決いたします。

本件につきましては原案のとおりこれを決定することに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

○議長（一場明夫君） 起立全員。

したがって、議案第３号 工事請負契約の変更締結について（吾妻峡温泉施設整備事業

天狗の湯新築工事（機械設備工事））は可決されました。

────────────────────────────────────────────

○議長（一場明夫君） お諮りいたします。会議規則第45条の規定に基づき、本会議の結果、

その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任された

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） 異議なしと認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他整理は議長に一任することに決定しました。

お諮りいたします。本臨時会に付された事件はすべて終了いたしました。したがって、会

議規則第７条の規定により、これをもって閉会にしたいと思います。これにご異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（一場明夫君） 異議なしと認めます。

したがって、本臨時会はこれをもって閉会することに決定いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（一場明夫君） これをもって本日の会議を閉じ、平成22年第２回臨時会を閉会いたし

ます。

大変ご苦労さまでした。
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（午前１１時４５分）
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