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

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成27 年第５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あります。

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

◎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、佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　議会運営委員会よりご報告を申し上げます。

　　議会運営委員会は、10 月 27 日午前９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、ご報告を申し上げます。

　　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126条の規定により、議長において８番、山本弘一議

員、９番、渡部信一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。

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

◎行政報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、行政報告を議題といたします。

　　説明員より報告の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　それでは、10 月１日から３日の強風及び10 月８日から９日の台

風 23 号による被害状況についてご報告申し上げます。

　　 10 月１日から３日にかけて、急速に発達した低気圧の接近により、強風による被害

が発生いたしました。また、10 月８日から９日にかけては、台風23 号の強風による

被害が発生いたしました。

　　なお、被害に対する復旧経費につきましては、その復旧に緊急を要したため、既定予

算での対応分を除き、補正予算として専決処分いたしております。

　　補正予算の専決処分につきましては、後ほどご報告し、ご承認をお願いすることとし

ております。

　　また、復旧経費の一部につきましては、本日提案の補正予算案に計上いたしておりま

すが、予算補正が間に合わないものにつきましては、12 月定例会以降に予算補正を予

定しております。

　　この強風による具体的な被害状況につきましては、別紙資料１をご参照願います。

　　初めに、１の10 月１日から３日の強風に係る気象状況ですが、上士幌アメダス測定

値において、10 月２日午前に最大風速11.2 メートル、最大瞬間風速27.7 メートル

を記録しました。ぬかびら源泉郷アメダス測定値では、10 月２日午前に最大風速4.6

メートル、最大瞬間風速 14.4 メートルを記録しております。

　　次に、２の10 月８日から９日の台風23 号の強風に係る気象状況ですが、上士幌ア

メダス測定値において、10 月８日午前に最大風速11.8 メートル、最大瞬間風速は午

後に 25.7 メートルを記録しました。ぬかびら源泉郷アメダス測定値では、10 月８日

午後に最大風速3.7メートル、最大瞬間風速 15.2 メートルを記録しております。

　　次に、この強風による具体的な被害状況ですが、３の被害状況をごらんください。
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　　初めに、人的被害ですが、10 月８日の強風により、自宅倉庫の屋根を補修していた

方１名が転倒し、軽傷を負われています。

　　次に、住家被害ですが、公営住宅等の公共建物被害は 13 カ所で、被害額153 万

9,000円となっており、復旧経費につきましては既定予算で対応しております。その他、

民家等の被害は 11 カ所となっております。

　　詳細は、２ページから３ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等

につきましては記載のとおりでございます。

　　次に、非住家被害ですが、公共建物被害は32 カ所で、被害額1,969万5,000円とな

っており、復旧経費につきましては、既定予算での対応が235万8,000円、専決処分で

の対応が537万2,000円、補正予算での対応が1,196万5,000円となっております。そ

の他、個人の物置等の被害は 16 カ所となっています。

　　詳細は、４ページから５ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容に

つきましては記載のとおりであります。

　　なお、堆肥舎のうち６施設につきましては、復旧経費について現在調査中でございま

して、確定後に予算補正をすることとしております。

　　また、ナイタイ高原牧場レストハウスにつきましては、瓦れきの撤去、解体経費のみ

の金額となっております。

　　次に、農業被害ですが、農作物の被害は110.6ヘクタール、被害額704万5,000円、

農業用施設261カ所、被害額7,270万円となっております。

　　詳細は、６ページをごらんください。被災箇所、被災状況につきましては記載のとお

りでございます。

　　次に、土木被害ですが、町道一円の倒木処理を実施いたしまして、その処理費用とい

たしまして 60 万2,000円となっており、全て既定予算で対応しております。

　　次に、林業被害ですが、強風により町内の町有林及び民有林で倒木の被害があります

が、その被害状況については現在調査中でございます。また、町有林の一部について、

倒木による危険樹木の処理を実施し、その処理費用は287万9,000円となっており、既

定予算での対応が83 万2,000円、専決処分での対応が204万7,000円となっておりま

す。

　　詳細につきましては、７ページから８ページをごらんください。被災箇所、被災状況、

復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。

　　その他として、町有地内の倒木処理費用等が94 万6,000円となっており、既定予算

での対応が 27 万3,000円、専決処分での対応が 67 万3,000円となっております。
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　　被害額合計では１億540万6,000円となっており、農業被害以外の復旧経費の予算措

置といたしましては、既定予算での対応が560万4,000円、専決処分での対応が809万

2,000円、補正予算での対応が1,196万5,000円となっております。

　　資料には記載しておりませんが、10 月８日の台風による強風によりまして、町内の

一部で倒木等による断線によって停電が発生しております。北海道電力によると、上士

幌市街地の一部、上音更地区、東居辺地区及び糠平地区の318戸が一時停電となり、そ

の後、順次停電は解消されまして、８日午後７時19 分には全世帯で復旧となっており

ます。

　　また、町で整備いたしました農村部のインターネット通信網の基地局のうち、ナイタ

イ高原牧場内の基地局１基が停電によって機能停止となりまして、上音更地区での利用

ができなくなっております。ナイタイ高原牧場内の電気につきましては、町単独で敷設

しているため、その復旧が完了いたしました10 月 13 日午後３時過ぎに利用可能とな

っております。

　　以上、平成27 年 10 月の強風及び台風23 号による被害状況の報告についての行政

報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　報告の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質

疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって、行政報告を終わります。

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

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、承認第２号専決処分の承認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。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました承認第２号専決処分の承認について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　今回ご承認をお願いします専決処分は、専決処分書をご参照願いますが、10 月１日

から３日の強風及び８日から９日の台風23 号により被害を受けた各施設及び町有林等

の復旧作業に急を要し、予算補正を必要といたしましたが、町議会を招集する時間的余

裕がないために、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、10 月９日付をもって専
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決処分を行いましたので、同条第３項の規定に基づき、議会に報告し承認を求めるもの

であります。

　　被害状況につきましては、ただいまの行政報告の中で報告説明のあったとおりでござ

いますので、ご理解のほどをお願い申し上げます。

　　処分内容は、第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ809万2,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を 66 億6,664万3,000円とするものであります。

　　第２項で、歳入歳出予算補正の款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額を第１表歳入歳出予算補正によるとしたものであります。

　　事項別明細書は、４ページをご参照願います。

　　歳入は、繰越金を809万2,000円増額補正したものであります。

　　歳出は、５ページ、６ページをご参照願います。

　　２款の総務費の財産管理費、役場庁舎管理経費、町有財産管理経費、役場庁舎及び山

村開発センターの改修経費の３経費合計で155万8,000円の増額補正、６款農林水産業

費の町営牧場事業費、牧場施設機械修繕経費として114万6,000円の増額補正、７款商

工費の街路灯管理経費、街路灯・防犯灯維持管理経費として22 万円の増額補正、14

款災害復旧費の林業施設災害復旧費、町有林災害復旧事業として204万7,000円の増額

補正、同じく14 款災害復旧費の観光施設災害復旧費、ナイタイレストハウス災害復旧

事業として312万1,000円の増額補正、合計809万2,000円を増額補正したものであり

ます。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご承認賜

りますよう、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、これより質疑を行います。質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、承認第２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、これより承認第２号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は承認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。
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　　よって、承認第２号は承認することに決定いたしました。

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

◎報告第５号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、報告第５号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに報告内容の説明を求めます。

　　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　ただいま上程されました報告第５号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　平成27 年 10 月２日に発生しました公営住宅白樺団地敷地内における車両物損事故

に係る示談について、平成27 年 10 月 13 日に取り交わしたところでありますが、損

害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第１項の規定により、10 月

13 日付で専決処分を行いましたので、同条第２項に基づき、議会に報告するものであ

ります。

　　専決処分の内容につきましては、専決処分書をご参照願います。あわせて、報告第５

号関係資料の事故発生状況略図もご参照ください。

　　賠償の相手方は記載のとおりであります。

　　事故の概要でありますが、平成27 年 10 月２日午前10 時ごろ、低気圧による強風

で、白樺団地９号から12 号の住棟の屋根の棟木包みトタンが飛ばされ、住棟の東側に

停車してあった対象車両のボンネット及びルーフを損傷したものであります。

　　和解の内容でありますが、（１）損害額について、相手方の損害額は８万6,044円と

する。内訳は、車両修理代等８万6,044円であります。

　　（２）損失割合については、町の損失割合は100％とするものです。

　　（３）損害賠償額については、町の損害賠償額は相手方の損害額の100％である８万

6,044円とするものです。

　　（４）決済の方法については、町は相手方に８万6,044円を支払うこととし、（５）

その他では、今後本件に関しては異議を申し立てないこととするものであります。

　　以上、報告第５号をご説明させていただきました。ご審議いただき、ご承認いただき

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　報告内容の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、報告第５号に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって、報告第５号については報告済みといたします。

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

◎議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、議案第61 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。

　　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第61 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。

　　別紙、議案第 61 号関係資料をご参照願います。

　　議決を求めます工事請負の締結は、旧児童会館ほか解体工事であります。

　　本事業は、新たに生涯学習センターを改築するに当たり、その建設予定地となる現在

の旧児童会館、発達支援センター及び旧警察官住宅について解体撤去するものであり、

平成 27 年９月定例議会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、旧児童会館、発達支援センター及び旧警察官住宅の３棟について

解体撤去するとともに、建物に附属する物置、駐車場、樹木等を撤去するものでありま

す。

　　工事入札につきましては、平成27 年 10 月 28 日午前９時30 分に執行し、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。

　　契約金額は5,529 万6,000 円、入札予定価格は5,677 万5,600 円で、落札率は

97.39％であります。

　　契約の相手方は、小寺・光栄・田中・経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上士

幌東２線229番地、小寺建設株式会社代表取締役、小寺友之氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成28 年３月15 日までとしておりま

す。

　　以上、提案理由と内容についてご説明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61 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 61 号に対する質疑を終結いたします。
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　　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）　討論がありませんので、これより議案第61 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 61 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、議案第62 号平成 27 年度上士幌町一般会計補正予

算（第７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。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第62 号平成27 年度上士幌町一般会

計補正予算（第７号）の内容を申し上げます。

　　補正総額は、1,206万1,000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 87 億4,010万6,000円となります。

　　それでは、議案の１ページをごらんいただきたいと思います。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,206万1,000円を追加し、総額

を 66 億7,870万4,000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。

　　歳出の内容といたしましては、高度情報通信経費32 万1,000円、町有財産管理経費

203万5,000円、企業誘致対策経費９万6,000円、畜産管理経費960万9,000円を追加

補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略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62 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 62 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）　討論がありませんので、これより議案第62 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 62 号は原案のとおり可決されました。

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

◎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条の既定により、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 27 年第５回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。

（午前１０時２４分）

－11－



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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