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平 成 ２ ４ 年 第 ３ 回 上 士 幌 町 議 会 臨 時会

議　事　日　程

平成２４年７月３１日（火曜日）

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４１号　工事請負契約の締結について

日程第　４　議　　案　第４２号　平成２４年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）
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７ 月 3 1 日



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

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成２４年第３回上士幌町議会臨時会を開会い

たします。

　　本日の議案説明のため、地方自治法第１２１条の規定により、関係説明員の出席を求

めております。

（午前１０時００分）

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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

○議長（杉山幸昭議長）　議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。

　　議会運営委員長、渡部信一議員。

○議会運営委員長（渡部信一議員）　議会運営委員会よりご報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、７月２７日午前１０時より委員会室において、議会運営委員全員

の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、議事運営及び議案

の審議方法等について審議いたしました。

　　議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において５番渡部信一議

員、６番佐々木守議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。
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　　今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日１日間と決定いたしました。

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

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第４１号工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第４１号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　このたび議決を求める工事請負契約の締結は、ビジターセンター連携施設建設、建築

主体工事であります。本事業は環境省が実施するビジターセンター建設工事に合わせ連

携施設として整備するものであり、平成２４年度当初予算において関係予算の議決をい

ただいたものであります。

　　工事の概要ですが、木造平屋建て、床面積５００.７２平方メートルで、内部には展

示室、収蔵室、研究室、会議室、事務室等を整備するものであります。環境省で建設す

るビジターセンター部分と合わせた総面積では９７０.１０平方メートルとなります。

　　なお、別紙のとおり、議案第４１号関係資料を添付しておりますので、ご参照くださ

い。

　　工事入札につきましては、平成２４年７月２５日午前９時３０分に執行し、町内業者

を含む５共同企業体での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されました。

　　また本工事の入札においては、適正な工事の執行を担保するため、最低制限価格制度

実施要領に基づき最低制限価格を設定し執行いたしましたが、最低制限価格を下回った

入札はありませんでした。

　　契約の金額は１億２，７０５万円、入札予定金額は１億３，３６１万２，５００円で、

落札率は９５.０９％であります。

　　契約の相手方は宮坂・橘内経常建設共同企業体、代表者、帯広市西４条南８丁目１２

番地宮坂建設工業株式会社代表取締役宮坂寿文氏であります。

　　また当該工事の工期は、契約締結の日から平成２５年３月２５日までとしております。

－4－



　　以上、提案理由と内容についてご説明をさせていただきました。ご審議の上、ご可決

いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第４１号について

質疑を行います。質疑はありますか。

　　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　この際ですので、建設主体工事については今説明があった内

容だというふうに思いますけれども、そのほかこのビジターセンター連携施設に関して

は、内部の展示工事であるとかあるいは電気工事であるとか、その全体の施設建設に当

たっての入札状況あるいは落札価格についてご説明をお願いをしたいと思いますし、そ

れから、問題がなければ先ほど説明があった最低落札価格は幾らに設定されていたのか

をお聞きをしたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　連携施設の他の工事の部分でございますが、建築主体工事は今ご説

明したとおりでございます。

　　そのほかに電気設備工事につきましては同日に入札を執行しておりまして、２，１２

４万１，５００円で落札をしております。それから機械設備工事につきましては２，２

１３万４，０００円で落札をしております。工事関係経費につきましては３部を合わせ

まして１億７，０４２万５，５００円というふうになっております。このほかに展示施

設工事につきましては別途随意契約で契約を締結しておりまして、落札金額は３，９９

０万円でございます。

　　以上、４つの工事全体の金額でございますが、２億１，０３２万５，５００円という

ふうになってございます。

　　それから次に最低制限価格の関係でございますけれども、最低制限価格につきまして

は実施用途に基づきまして算定をして設定をしておりまして、最低制限価格につきまし

ては、税込みの価格ですけれども、税込みで１億２，０２５万１，２５０円で設定をし

ております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　電気工事、それから機械、展示については、落札業者はどう

いうふうになっているのか、それについてもちょっとお聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ご質問の落札業者でございますが、電気設備工事につきましては横
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山・宮内・スズキ経常建設共同企業体が落札しております。それから機械設備工事でご

ざいますが、これにつきましては株式会社塚田設備工業が落札しております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　もう一点お聞きをしたいんですけれども、今回は１億円を超

えているということで議会の議決を必要とする事案で、提案があったところであります

けれども、今この電気工事だとか機械工事あるいは展示、これは随契で、特殊な契約に

なるということで随契だというふうに理解はしますし、問題はないだろうというふうに

思いますが、電気工事であるとか機械工事、こういうものについては最低制限価格とい

うのは設けて入札を行っているのかどうか。近年、入札について特別な問題があるわけ

じゃありませんけれども、この際どういう状況でこういったものが執行されているのか

ということをちょっとお聞きをしたくて質問しているわけですが、随契についてのです

ね。まるっきりこういった特殊なことだということで１社だけしか随契を取れなかった

のかどうかも含めてご説明をお願いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　最低制限価格につきましては、平成２４年４月から実施をしておる

ものでございます。

　　対象工事等につきましては、最低制限価格を設ける建設工事につきましては指名委員

会で承認したものというふうに要綱の中では決定しておりますけれども、指名委員会の

中では対象工事を絞るということで大型工事を対象にするということにしております。

現在のところ、対象工事につきましてはおおむね予定価格が１億円以上のものというこ

とで対応している状況でございます。

　　それから展示の随意契約の関係につきましては、教育委員会の方からご答弁申し上げ

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　はい、教育次長。

○綿貫光義教育委員会教育次長　展示の関係につきましては、落札業者は丹青社でござい

ますけれども、２社で見積もり合わせでやっております。

○議長（杉山幸昭議長）　いいですか。ほか、質疑ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　今佐々木議員が質問をしたように、問題なければ今後このよう

なことをもうちょっと詳細に説明をしていただきたい。でなければ、議案どおりだった

ら主体工事だけがあって、なぜかというとやはり前回中学校だとかいろいろな問題が出
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てまいりましたので、私ども議員としてもサポート、それからそういう内容を知ってい

る上でも重要なことかなと思いますし。またこの主体工事についてもですね、地下に 

配管をして地熱だとかそういうものもやるという問題点も、やはり知り得る情報が問題

なければ、知ってこのことを進めていただきたいという考えを持ちますので。今後につ

いては。

　　もう一つ最低制限価格というものというのは１億円以上だって今説明がありましたけ

れども、これはどのようにして最低制限価格を決めるのか、その根拠というのか、わか

りますか。

○議長（杉山幸昭議長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ご質問の件でございますが、議決を求める金額は５，０００万円以

上の工事ということでございますけれども、関連する工事も含めて入札を執行したとい

うことで、そういうものがある場合については今後説明の際にちょっと対応を検討した

いと思います。

　　それから最低制限価格でございますが、これにつきましては、価格の算定につきまし

ては、工事の内容ごとに金額の算定を行うわけでございますけれども、積算の段階で、

積算金額に対しまして直接工事の額につきましては１０分の９.５を乗じた価格、それ

から共通仮設費の運営につきましては１０分の９を乗じた価格、それから現場管理費の

額につきましては１０分の８.５を乗じた価格、それから一般管理費の額、積算上一般

管理費もあるんですが、その分については１０分の６.５を乗じた価格を合算した数字

で算定をいたします。

　　ただこの価格が１０分の９を超える場合につきましては、１０分の９を乗じた価格を

設定するというふうにしておりまして、逆に予定価格が１０分の７に満たない場合につ

いては１０分の７にするということで取り扱いしております。

　　この辺の算定の方法につきましては、北海道等が設けている最低制限価格の算定方法

と同一の算定方法をしております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第４１号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論ありませんので、これより議案第４１号の採決を行います。
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　　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」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議案第４２号平成２４年度上士幌町一般会計補正予

算（第４号）を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第４２号平成２４年度一般会計補正予

算（第４号）の内容を申し上げます。補正総額は２６８万１，０００円の追加補正とな

ります。補正後の予算規模は一般会計並びに５特別会計の総額で７５億８，２７５万円

とするものでございます。

　　それでは補正予算書の１ページをごらんをいただきたいと思います。

　　第１条では、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２６８万１，０００円を追加し、

総額を５７億４，４６９万９，０００円とするものでございます。補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は２ページ第１表のとおりで

ございます。

　　歳出における追加補正の内容につきましては、住宅用太陽光発電システム導入支援事

業２００万円、へき地保育所管理運営経費４万円、北十勝消防事務組合負担金１４万７，

０００円、災害対策経費４９万４，０００円でございます。

　　事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。

　　以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろしくご審議を賜り、

ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第４２号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　この５ページの中、企画課の住宅用太陽光発電支援に２００万

とあるんですけれども、今、太陽エネルギー、エコクリーンということでこういうもの

が全国的に進んでおられるわけですけれども、上士幌町の個人住宅用の太陽光導入の経
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過というのですか、どういうような新築住宅もしくは新しい形でかなりの数があるのか

どうか、その辺ちょっと教えてください。

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　住宅用太陽光システムの導入支援事業は、実は平成２１年度か

ら本町は実施をしているところでございます。今回２４年度ということで４年目を迎え

ているわけですけれども、環境への負荷の少ない太陽エネルギー、自然エネルギーの利

用をした住宅用太陽光発電システムを促進させたいということで補助金を交付している

ところでございます。

　　これまでの実績ということでございますけれども、新築住宅に限らず既存の住宅の屋

根にというところの部分もありますが、２１年度では８件、それから２２年度では５件、

２３年度では８件、それから２４年度におきましては当初予算で８件分２００万円を予

算化させていただいたところでございますけれども、今既にもう６件が申し込み、認定

済みで、７月１日の買い取り制度が始まって以降、申し込み件数が今後もふえてきてい

るというところで、８件の増額ということで今回補正をさせていただいたところでござ

います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　モジュラーというんですか、発電能力によってはこの金額が変

わるんですか。今のところ２４年では６件でとりあえず２００万という補正をかけたわ

けですけれども、これがふえていくと１件あたり幾らなのか、それとも何キロワットで

何十万なのかということなんですか。どうですか。

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　今年度の当初予算は８件分で２００万円ということで、１件あ

たり上限が２５万円ということで８件分ということの予算内容でございます。

　　それでモジュール、最大出力ということで、太陽電池のモジュール、最大出力が１キ

ロワット当たり本町においては７万円を設定いたしまして、上限が２５万円ということ

で、これは住宅用の太陽光発電は１０キロワット未満というところが条件となっており

ますので、１０キロワット未満で１キロワット当たり７万円ですから最大今これまでで

９.９キロの方もいらっしゃいます。

　　いずれにしても１件当たり２５万円ということで、ほとんどの方が上限額を超えた形

での助成をさせていただいているところでございます。

　　以上です。
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○議長（杉山幸昭議長）　いいですか。ほか、ありますか。

　　これをもって、議案第４２号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論ありませんので、これより議案第４２号の採決を行います。

　　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」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第４２号は原案のとおり決定いたしました。

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

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本臨時会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　会議規則第７条の規定により、本臨時会はこれで閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。

　　これをもって、本日の会議を閉じます。

　　今臨時会の議事運営に特段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成２４年第３回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。

（午前１０時２２分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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