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西米良村告示第２号	 

	 平成31年第１回西米良村議会臨時会を次のとおり招集する	 

	 	 	 	 平成31年１月15日	 

西米良村長	 黒木	 定藏	 

	 

１	 期	 日	 	 平成31年１月31日	 

２	 場	 所	 	 西米良村村所驛	 

	 

○開会日に応招した議員	 

中武	 智和君	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 白石	 幸喜君	 

上米良	 玲君	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 濵砂	 勝義君	 

上米良秀俊君	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中武	 勝文君	 

濵砂	 恒光君	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 濵砂	 征夫君	 

○１月31日に応招した議員	 

同	 	 上	 

	 

○応招しなかった議員	 
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平成31年	 第１回（臨時）西	 米	 良	 村	 議	 会	 会	 議	 録（第１日）	 

平成31年１月31日（木曜日）	 

	 

議事日程（第１号）	 

平成31年１月31日	 午前９時12分開会	 

日程第１	 会議録署名議員の指名	 

日程第２	 会期の決定について	 

日程第３	 議案第１号	 平成30年度西米良村新庁舎備品導入事業の物品売買契約につい

て	 

日程第４	 議案第２号	 平成29年度西米良村新庁舎電気設備工事の工事請負変更契約に

ついて	 

日程第５	 議案第３号	 平成29年度西米良村新庁舎機械設備工事の工事請負変更契約に

ついて	 

日程第６	 議案第４号	 平成30年度西米良村一般会計補正予算（第10号）	 

	 

本日の会議に付した事件	 

日程第１	 会議録署名議員の指名	 

日程第２	 会期の決定について	 

日程第３	 議案第１号	 平成30年度西米良村新庁舎備品導入事業の物品売買契約につい

て	 

日程第４	 議案第２号	 平成29年度西米良村新庁舎電気設備工事の工事請負変更契約に

ついて	 

日程第５	 議案第３号	 平成29年度西米良村新庁舎機械設備工事の工事請負変更契約に

ついて	 

日程第６	 議案第４号	 平成30年度西米良村一般会計補正予算（第10号）	 
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出席議員（８名）	 

１番	 中武	 智和君	 	 	 	 	 	 ２番	 白石	 幸喜君	 

３番	 上米良	 玲君	 	 	 	 	 	 ４番	 濵砂	 勝義君	 

５番	 上米良秀俊君	 	 	 	 	 	 ６番	 中武	 勝文君	 

７番	 濵砂	 恒光君	 	 	 	 	 	 ８番	 濵砂	 征夫君	 

	 

欠席議員（なし）	 

	 

欠	 	 員（なし）	 

	 

事務局出席職員職氏名	 

事務局長	 濵砂	 雅彦君	 	 	 	 	 	 	 	 	 書記	 那須有美恵君	 

	 

説明のため出席した者の職氏名	 

村長	 -------------------	 黒木	 定藏君	 副村長	 ---------------	 梅本	 昌成君	 

教育長	 -----------------	 古川	 信夫君	 総務課長	 -------------	 牧	 	 幸洋君	 

むら創生課長補佐	 -------	 中武敬一朗君	 会計管理者	 -----------	 土持	 光浩君	 

福祉健康課長	 -----------	 吉丸	 和弘君	 村民課長	 -------------	 田爪	 健二君	 

建設課長	 ---------------	 上米良	 敦君	 農林振興課長	 ---------	 上米良重光君	 

教育総務課長	 -----------	 濵砂	 	 亨君	 	 

	 

午前９時12分開会	 

○事務局長（濵砂	 雅彦君）	 一同、ご起立ください。一同、礼。ご着席ください。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ただ今の出席議員は８名です。定足数に達していますので、た

だいまから平成３１年第１回西米良村議会臨時会を開会します。	 

これから本日の会議を開きます。	 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。ただちに議事に入ります。	 
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―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第１．会議録署名議員の指名	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。	 

本日の会議録署名議員は会議規則第１２２条の規定により４番、濵砂	 勝義君、５

番、上米良	 秀俊君を指名します。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第２．会期の決定について	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 日程第２、会期の決定についてを議題とします。	 

お諮りします。本臨時会の会期は本日の１日間にしたいと思いますが、決定してご

異議ありませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 異議なしと認めます。従って、会期は本日の１日間と決定しま

した。	 

なお、本日の日程はお手元の議事日程第１号のとおりでありますので、ご了承くだ

さい。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第３．議案第１号	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 日程第３、議案第１号平成３０年度西米良村新庁舎備品導入事

業の物品売買契約についてを議題とします。提出者の説明を求めます。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 村長。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 それでは、ただいま上程いただきました、議案第１号平成３０

年度西米良村新庁舎備品導入事業の物品売買契約につきまして、提案理由の説明を申

し上げます。	 

去る１月１７日に指名業者３社によります、指名競争入札の結果、落札がございま

したので、契約の締結にあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定によりまして、本議会に付議をいたすものであります。	 

本案は、完成間近となりました西米良村新庁舎内に設置いたします事務机、椅子、
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キャビネットなどの備品等につきまして、新たに導入するものでございますが、現在

使用しております備品の中で、今後も使用できるものにつきましては、引き続き新庁

舎でも使用するなど、 小必要限度で購入いたすものでございます。	 

それでは、本契約の内容につきまして、別紙を朗読いたします。	 

事	 業	 名	 平成３０年度西米良村新庁舎備品導入事業	 

導入場所	 西米良村大字村所１５番地	 

請負業者	 企業組合	 ライオン堂	 

	 	 	 	 	 代表理事	 相田	 慎一郎	 

請負金額	 ２,０４４万４,４００円	 

以上、議案第１号につきまして、提案理由の説明を申し上げましたが、詳細につき

ましては、ご質疑に応じ、担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の

上、可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 提出者の説明が終わりました。これから質疑を行います。議案

第１号について質疑はありませんか。	 

○議員（１番	 中武	 智和君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 １番、中武	 智和君。	 

○議員（１番	 中武	 智和君）	 担当課長にお伺いをいたします。備品については新規に

導入いただくものについては新規に入れて、使えるものは使うということであったん

ですけども、使えないものであったり、廃棄をせざるを得ないものですとか、完全に

入れ替えて使わなくなる備品というのがあろうかと思います。それらについての処分

についてはどのようにお考えか、お伺いいたします。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 村民課長。	 

○村民課長（田爪	 健二君）	 ただ今の、１番議員のご質問にお答えいたしたいと思いま

す。備品の中には相当、５０年以上使用してきた備品等もございます。劣化が著しい

備品もございますので、そういった備品については廃棄処分として考えておりますが、

業者ですね、そういった備品等で、金属類を取り扱う業者がございますので、そうい

った業者に委託しまして、有償で引き取っていただくような感じで、いまのところ考

えております。以上でございます。	 
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○議員（１番	 中武	 智和君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 １番、中武	 智和君。	 

○議員（１番	 中武	 智和君）	 仮にその使えるようなものがまだあるとすれば、村内、

いろんな施設があろうかと思いますので、そちらに、使えるものについては回してあ

げるとかですね、そういった対応をとっていただければいいかと思いますので、よろ

しくお願いします。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ほかにありませんか。これで質疑を終わります。討論はありま

せんか。	 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案

第１号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 異議なしと認めます。従って、議案第１号平成３０年度西米良

村新庁舎備品導入事業の物品売買契約については、原案のとおり可決されました。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第４．議案第２号	 

日程第５．議案第３号	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 日程第４、議案第２号平成２９年度西米良村新庁舎電気設備工

事の工事請負変更契約について、日程第５、議案第３号平成２９年度西米良村新庁舎

機械設備工事の工事請負変更契約についての２議案を一括議題とします。提出者の説

明を求めます。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 村長。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 ただいま上程いただきました、議案第２号平成２９年度西米

良村新庁舎電気設備工事の工事請負変更契約につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。	 

本案は平成２９年度西米良村新庁舎電気設備工事につきまして、契約内容に変更が
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生じましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の既定により本議会に付議いたすものでございます。	 

当工事は現在、株式会社みやえいが鋭意施工中でありますが、議場音響設備におき

まして、当初、録画可能な機器の設置を予定しておりましたけれども、将来的に議会

中継が対応可能な機器へ変更いたすものでございます。	 

テレビ共同受信設備につきましては、当初の設備から、今後を見据えまして、次世

代映像規格の４Ｋ、８Ｋに対応した設備への変更、または受変電設備につきましては、

集落センターまでの電気配線等を追加いたしたことから、変更契約を行わせていただ

くものでございます。	 

それでは本契約の内容につきまして、別紙を朗読いたします。	 

工	 事	 名	 平成２９年度西米良村新庁舎電気設備工事	 

工事場所	 西米良村大字村所１５番地	 

請負業者	 株式会社みやえい	 

	 	 	 	 	 代表取締役	 甲斐	 孝則	 

請負金額	 ９,３２８万６,０００円	 

以上、第２号議案につきまして、提案理由の説明を申し上げましたが、詳細につき

ましては、ご質疑に応じまして、担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご

審議の上、可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。	 

議案第３号平成２９年度西米良村新庁舎機械設備工事の工事請負変更契約につい

て、提案理由の説明を申し上げます。	 

本案は平成２９年度西米良村新庁舎機械設備工事について、契約内容に変更が生じ

ましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２

条の規定により本議会に付議いたすものでございます。	 

当工事は現在、株式会社伊達組が鋭意工事中でございますが、宿日直室の暖冷房設

備につきましては、当初、宿直室と日直室の暖冷房機が同一の操作で稼働するように

計画しておりましたが、暖冷房機の効率的な運転及び電気代の浪費削減等の観点から

も、宿直室と日直室それぞれ操作が可能になる区分けの変更を行うものでございます。	 

また、会計金庫室内のカビの発生を考慮して、換気用の機器を１基追加いたすもの
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のほか、集落センター設備の汚水管の敷設替えなどを含めまして、変更契約をさせて

いただこうとするものであります。	 

それでは、本契約の内容につきまして、別紙を朗読いたします。	 

工	 事	 名	 平成２９年度西米良村新庁舎機械設備工事	 

工事場所	 西米良村大字村所１５番地	 

請負業者	 株式会社伊達組	 

	 	 	 	 	 代表取締役	 池田	 博	 

請負金額	 ６,５２２万７,０００円	 

以上、第３号議案につきまして、提案理由の説明を申し上げましたが、詳細につき

ましては、ご質疑に応じまして、担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご

審議の上、可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第２号について質疑はありませんか。	 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論はありま

せんか。	 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案

第２号を採決します。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 異議なしと認めます。従って、議案第２号平成２９年度西米良

村新庁舎電気設備工事の工事請負変更契約については、原案のとおり可決されました。	 

議案第３号について質疑はありませんか。	 

○議員（６番	 中武	 勝文君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ６番	 中武	 勝文君。	 

○議員（６番	 中武	 勝文君）	 説明の中にありましたが、換気扇の追加ということで

あります。金庫室に結露・カビなどを考慮してというふうにありますが、これは換気
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扇１基で結露・カビを防止することはできないというふうに思うんですが、金庫室の

中のそういう結露・カビの防止に対する予防的措置というのは換気扇だけじゃないと

いうふうに思うんですが、その辺詳しく説明をいただければと思います。例えば除湿

機が入っているとか、エアコンが入っているとかいうことで結構だと思います。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 村民課長。	 

○村民課長（田爪	 健二君）	 ただ今の６番議員のご質問にお答えしたいと思いますが、

今のところの考えとしましては、換気機能だけで十分、カビ等の発生を抑えることが

できると考えておりますが、この金庫自体が以前と比べまして、広さがそうあまり広

くない金庫でございますので、その換気扇だけでのカビ等の発生は抑えられると考え

ておりますが、その状況に応じまして除湿機とかですね、そういったものが必要な場

合はですね、今後備品等で導入をしていきたいと思っております。以上です。	 

○議員（６番	 中武	 勝文君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ６番、中武	 勝文君。	 

○議員（６番	 中武	 勝文君）	 実は横野の公民館の倉庫がですね、湿気が多くてカビ

が出てございます。すぐカビが来てですね、非常に困っておったんですが、除湿機を

入れたらもう、ピタッとそれが止まったということがありますので、できれば換気扇

だけでと言われましたけれど、カビというのは非常に厄介でして、重要な書類とかそ

ういうものが汚染されたりすると困ると思うんです。ですので、そのへんも一つ検討

していただいて、そういうものがないように気をつけていただければと思います。以

上です。	 

○議員（３番	 上米良	 玲君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ３番、上米良	 玲君。	 

○議員（３番	 上米良	 玲君）	 汚水管の敷設替え等で請負の変更が挙がっております

が、この点に関してですね、事前の調査でですね、 初からわかっていたのではない

かなと思うところがあるのですが、現在ですね、新庁舎のほうも順調に建設がされて

おります。また次年度以降はですね、新たな事業としてふたば園等の建て替え等もご

ざいますので、なるべくなら事前に調査をたくさんしていただいてですね、請負変更

のないようにしていただければ、ある程度の予算軽減にもつながっていくのではない
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かなと考えております。それとあわせてですね、現在庁舎のですね、進捗状況等は、

教えていただける範囲で結構ですので、説明をお願いしたいと思います。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 村民課長。	 

○村民課長（田爪	 健二君）	 はい。ただ今の３番議員のご質問ですけれども、新庁舎

の建設につきましては、若干の遅れはございますが、一応許容範囲内での施工がされ

ております。今の現段階の計画では完成が３月の中旬を予定をしておりまして、３月

末には竣工すると、計画ではそういうふうにしております。新庁舎の落成式のほうで

すね、今の計画では３月２８日木曜日に計画を進めております。新庁舎への引っ越し

につきましては、３月の月末についてはちょうど年度切り替えが土日にかかる部分も

ございますので、住民等の異動等の準備の関係がございますので、４月に入りまして、

４月の第２週の４月１２日金曜日夕方から１３、１４日土日を利用しまして、新庁舎

のほうへ引っ越しをしたいと考えております。以上でございます。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 村民課長。	 

○村民課長（田爪	 健二君）	 はい。申し訳ございません。汚水管の移設についてはで

すね、すみませんが、そこは当初の調査ではそこまで見込んではございませんでした

ので、今後こういった変更契約がないように、事前に十分調査をしましていきたいと

思っております。以上です。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ほかにありませんか。これで質疑を終わります。討論はありま

せんか。	 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案

第３号を採決します。お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 異議なしと認めます。従って、議案第３号平成２９年度西米良

村新庁舎機械設備工事の工事請負変更契約については、原案のとおり可決されました。	 

―――――――――――――・―――――・―――――――――――――	 

日程第６．議案第４号	 
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○議長（濵砂	 征夫君）	 日程第６、議案第４号平成３０年度西米良村一般会計補正予算

（第１０号）を議題といたします。提出者の説明を求めます。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 村長。	 

○村長（黒木	 定藏君）	 ただいま上程いただきました、議案第４号平成３０年度西米

良村一般会計補正予算（第１０号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。	 

今回の補正は、既定の予算総額に３,８５４万円を追加し、補正後の予算総額を

３０億２,２６２万７,０００円とするものであります。	 

歳入についてご説明申し上げます。教育費国庫補助金７２２万９,０００円の増額

は、小中学校のエアコン設置工事に係る臨時特例交付金でございます。	 

基金繰入金８６１万１,０００円の増額は、住民参加型むらづくり推進ファンド事

業補助金に係るふるさと振興基金１,０００万円の繰り入れ及び財源調整基金による

財源調整でございます。	 

教育費２,２７０万円は、小中学校のエアコン設置工事に係る過疎対策事業債とな

っております。	 

歳出についてご説明申し上げます。企画費１,０００万円の増額は、住民参加型む

らづくり推進ファンド事業補助金の新規申請に伴うものでございます。	 

教育総務費、事務費２,８５４万円の増額は、小中学校のエアコン設置工事３,０００

万円及び同設計委託の事業完了に伴う減額によるものでございます。	 

以上、提案理由についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては担当課長を

して説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げ、

提案理由の説明といたします。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 提出者の説明が終わりました。これから質疑を行います。議案

第４号について質疑はありませんか。	 

○議員（２番	 白石	 幸喜君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ２番、白石	 幸喜君。	 

○議員（２番	 白石	 幸喜君）	 今日は担当課長補佐が来ておられますが、補佐のほうに

お聞きしたいと思いますが、７ページになります歳出のほうでありますけども、企画

費の中の負担金、補助金及び交付金ということでございます。これにつきましては、
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ふるさと振興基金のほうから充当して、住民参加型のむらづくり推進ファンド事業補

助金として支出されるということで補正がなされておりますが、これにつきましては、

むらづくり事業選考委員会というものの中で検討協議され、承認されて採択になった

ということだというふうに思いますが、委員会の中でどのような検討がなされたか、

できればどのような意見が出たかということをお伺いしたいということと、補助金と

して支出をされますので、その補助の割合、事業費に対する補助の割合、それからど

のようなものが補助の対象になったのか、その２点について伺います。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 むら創生課長補佐。	 

○むら創生課長補佐（中武	 敬一朗君）	 ただ今質問のありました２番議員の質問にお答

えいたします。まず、選考委員会の状況ですけども、その前に、今回申請があったの

が、株式会社ハマテックのグランピングとダッキーによる事業になります。グランピ

ングというのが、 近キャンプが流行っているんですけども、大きな１５名用のテン

トの中に、ベッドとかを置いた空間を楽しんでもらうもの、それとダッキーがですね、

２人用のゴムボートで川下りをするという事業になっております。こういった事業の

申請がありました。	 

補助率につきましては、こちらハード部門になるんですけど、５分の４の補助があ

ります。２,０００万円の限度額となります。１２月に申請がありまして、同じく１２

月に選考委員会を４名の選考委員で開いております。こちらの対象内容が、地域住民

が発案して主体となって取り組んだむらづくり事業に対して、補助を交付するものと

なっております。その選考委員会の内容なんですけども、内容につきましては、まず

そういった村おこし事業になり得るという判断と、村の総合戦略があるんですけども、

その中にこういった観光交流分野ということで、新アクティビティー、こういった事

業の計画がなされております。そちらにも当てはまると。それと今回２,０００万円の

補助ができるんですけども、実際は１,５００万円の補助として採択されております。

この５００万円の減額につきましては、これから新しい事業ということもありまして、

この先成功するかもしれませんけども、まだ今からの計画なので、この時点で満額を

補助するということはちょっとリスクが高いということで、あとの５００万円は自社

努力でハマテックが木材とか情報を知っているので、木材を使えるウッドデッキとか
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をですね、そういった場面につきましては自社努力で行ってくださいということで、

５００万円の減額をしております。	 

それと、この事業につきましては、この事業をすることで、商工会とか漁業組合、

こういった方たちとの協力もありますので、そういった方面との利益もあると。それ

とこの事業ができるということで、ほかの観光施設のほうにも観光客が流れるのでは

ないか。こういった関係でですね、１,５００万円の交付を採択するというふうになっ

ております。	 

１,５００万円です。補助の採択率は１,５００万円で、今回の申請に合わせて

１,０００万円の補正をさせていただいております。以上です。	 

○議員（２番	 白石	 幸喜君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ２番、白石	 幸喜君。	 

○議員（２番	 白石	 幸喜君）	 了解をいたしました。選考委員の方が４名ということ

でございますが、その選考委員の方はどういった方々か伺いたいということでございま

すが、どのような方が選考委員になっているのか、教えてください。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 むら創生課長補佐。	 

○むら創生課長補佐（中武	 敬一朗君）	 ２番議員の質問にお答えします。選考委員につ

きましては要綱のほうに記載しておりますけども、副村長とですね、外部有識者、地

域支援員、村内各種団体代表の４名となっております。	 

副村長、それと外部有識者というのが、鹿児島大学名誉教授の山田先生という方、

それと地域支援員として黒木	 敬介さん。村内各種団体代表として上米良	 正米良の庄

の専務ということになっております。以上です。	 

○議員（２番	 白石	 幸喜君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ２番、白石	 幸喜君。	 

○議員（２番	 白石	 幸喜君）	 了解をいたしました。住民からの提案による事業とい

うことで、行政側のほうから提案するのではないのでありますので、大変いい事業だ

というふうに考えますし、今後その事業をやるに当たって、もしかして撤退する場合

も考えられるというふうに考えますが、その辺の不安も少しありますけども、しっか

りですね、今後はそういった事業を監督指導していただいて、長い事業になりますよ
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うに、継続できるようにお願いをしたいというふうに思います。今後このような住民

の方の提案というのをしっかり取り入れていただいて、これからの村政のほうに反映

していただきたいというふうに考えます。以上です。	 

○議員（１番	 中武	 智和君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 １番、中武	 智和君。	 

○議員（１番	 中武	 智和君）	 担当課長のほうにお伺いをいたします。小中学校のエ

アコン設置工事になるんですけども、これで小中学校とも快適な学習環境が整えられ

るということで、非常にありがたいことだと思っております。たまたまだとは思うん

ですけども、小学校中学校と同額の事業費になっておると思うんですが、これが教室

数等が同じだということでよろしかったんでしょうか。一応確認でございます。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 教育総務課長。	 

○教育総務課長（濵砂	 亨君）	 ただ今のご質問ですが、小学校中学校それぞれ８室と

いうこと、整備面積もですね、４９４㎡ということで同じ面積になっております。同

額程度ということですね。ただ、今のところ同額を見込んでおりますけれども、中学

校のパソコン室については更新ということになりますので、若干小中学校、 終的に

は差が出てくるかなというふうに考えております。以上です。	 

○議員（１番	 中武	 智和君）	 議長。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 １番、中武	 智和君。	 

○議員（１番	 中武	 智和君）	 了解しました。	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 ほかにありませんか。これで質疑を終わります。討論はありま

せんか。	 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案

第４号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。	 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	 

○議長（濵砂	 征夫君）	 異議なしと認めます。従って、議案第４号平成３０年度西米良

村一般会計補正予算（第１０号）は原案のとおり可決されました。	 
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以上をもって、本臨時会に付議されました案件のすべてを審議終了しました。	 

これにて平成３１年第１回西米良村議会臨時会を閉会します。ご苦労さまでした。	 

○事務局長（濵砂	 雅彦君）	 一同、ご起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。	 

	 

午前９時41分閉会	 
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