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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28 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、４月22 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

審議方法など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。

　　この際、議会運営委員会において協議されましたことについて、ご報告を申し上げま

す。

　　日程第４、議案第35 号から日程第６、議案第37 号につきましては関連があります

ので、３件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　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７番、早坂清光議

員、８番、山本弘一議員を指名いたします。

　──────────────────────────────────────
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◎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。

　　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。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　人事発令についてご報告申し上げます。

　　このたび、平成28 年４月１日付で、別紙の上士幌町事務分掌一覧表のとおり人事発

令を行ったので、ご報告を申し上げます。

　　新規採用職員については、一般事務職員４名、技術職員２名、社会教育主事１名の合

計７名を採用し、企画財政課、農林課、建設課、子ども課、生涯学習課に配属しており

ます。

　　また、新たに北海道から職員の派遣を受け、保健福祉課主幹として配属しております。

　　一般の事務異動については、全体で25 名の発令を行っております。内訳としまして

は、町長部局が18 名、農業委員会事務局が１名、教育委員会事務局が６名となってお

ります。

　　異動職員の内訳としましては、課長職４名、主幹職７名、主査職11 名、担当スタッ

フが３名であります。

　　昇格につきましては、課長職に３名、主幹職に５名、主査職に５名の昇格発令をして

おります。

　　また、地域おこし協力隊として、新たに地域ブランドデザイン推進員を企画財政課に、

自然館学芸推進員、熱気球・観光振興推進員を商工観光課に、発達支援推進員を子ども

課に配属しております。

　　以上、人事発令についてのご報告でございます。

○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
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疑はありますか。

（「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。

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

◎議案第３５号から議案第３７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35 号工事請負契約の締結について、日程第

５、議案第36 号工事請負契約の締結について、日程第６、議案第37 号工事請負契約

の締結について、以上３案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま上程されました議案第35 号から議案第37 号の工事請負

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 35 号から 37 号関係資料をご参照願います。

　　議決を求めます工事請負契約の締結は、上士幌町生涯学習センター改築工事の建築主

体工事、電気設備工事、機械設備工事の３件であります。

　　本事業は、上士幌町生涯学習センター旧児童会館部分の老朽化に伴う改築工事で、平

成 27 年度に解体撤去を行った旧児童会館、旧発達支援センター及び旧警察官住宅の敷

地内において改築するものであり、関係予算につきましては、平成28 年度当初予算と

して議決をいただいたものであります。

　　初めに、議案第 35 号工事請負契約の締結についてをご説明いたします。

　　本議案は、上士幌町生涯学習センター建築主体工事の契約締結であります。工事の概

要ですが、木造一部鉄筋コンクリートづくり２階建て、延べ床面積2,328.96 平方メー

トルで、建物本体の建築主体工事を実施するものであります。

　　工事入札につきましては、平成28 年４月22 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８億5,536万円、入札予定価格は８億7,734万8,800円で、落札率は

97.49％であります。
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　　契約の相手方は、萩原・川田・橘内・米倉経常建設共同企業体、代表者、帯広市東７

条南８丁目２番地、萩原建設工業株式会社代表取締役社長、萩原一利氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成 29 年３月 20 日までとしています。

　　次に、議案第 36 号工事請負契約の締結についてをご説明いたします。

　　本議案は、上士幌町生涯学習センター改築電気設備工事の契約締結であります。

　　工事の概要ですが、生涯学習センター改築に係る電灯動力設備、放送設備、火災報知

設備等の電気設備工事一式を実施するものであります。

　　工事入札につきましては、平成28 年４月22 日午前９時30 分に執行し、町内業者

を含む３共同企業体と町外４業者の計７業者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１億533万2,400円、入札予定価格は１億926万3,600円で、落札率は

96.40％であります。

　　契約の相手方は、スズキ・宮内・大昭経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上士

幌東２線226番地、有限会社スズキ電気、代表取締役、鈴木敏男氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成 29 年３月 20 日までとしています。

　　次に、議案第 37 号工事請負契約の締結についてをご説明いたします。

　　本議案は、上士幌町生涯学習センター改築機械設備工事の契約締結であります。

　　工事の概要ですが、生涯学習センター改築に係る暖房・空調設備、給湯・給排水、衛

生設備等の機械設備工事一式を実施するものであります。

　　工事入札につきましては、平成28 年４月22 日午前９時30 分に執行し、町内業者

を含む３共同企業体と町外４業者の計７業者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１億2,312万円、入札予定価格は１億2,787万2,000円で、落札率は

96.28％であります。

　　契約の相手方は、奥原・塚田経常建設共同企業体、代表者、帯広市西20 条北１丁目

３番地 30 号、株式会社奥原商会代表取締役、奥原宏氏であります。
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　　また、当該工事の工期は契約締結の日から平成 29 年３月 20 日までとしています。

　　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３案について一括して

質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　この工事請負契約に問題を感じるものじゃないんですけれど

も、これは私自身も、ちょっとうかつであったなというふうに思うんですが、こういっ

た新しい施設というのが、防災上どういう役割を果たすのか。考えてみれば、熊本地震

があって、正直そう思うんですけれども、残念ながら、この施設に関して、そういった

避難所等というか、防災に対する役目ということについて、全く議論がなされていない

のではないかなと。この工事を今さらどうこうということではないんですけれども、こ

の際、最終議決になるわけですから、その考え方を行政側として検討していたのかどう

か。

　　というのは、今回の熊本における地震では、避難所指定をしている公共施設が相当、

三十数カ所というふうに、たしかニュースで報道されていたと思うんですけれども、被

害に遭って、避難所として使うことができない。これは公共施設といっても、年次的に

いろいろ建てていくということからすれば、そういうことが起き得ることもあると。

　　上士幌は一応、居辺断層に非常に近いところにあるということから考えれば、全くな

いとは残念ながら言い切れない。ただ、やれる範囲のときに、せっかくこういった大規

模な施設を建てるときには、そういったことも視野の中に入れる必要があるのではない

かなと。

　　議会は、僕自身は、そういった議論をした経緯をちょっと感じませんので、抜け落ち

ていたなということも含めて考えましたので、その辺についての議論があったのかどう

かということと、議論がなかったとすれば、今後やっぱりこの施設の中で、そういう議

論があったのかどうかも含めて、一定程度の議論はあってしかるべきかなというふうに

思うんですが、その辺についての考え方について、きょうは工事請負契約の提案ですの

で、わからない部分については後に回すのはやむを得ないんですが、ちょっと気になり

ましたので、この際質問させていただきました。できればお答えをいただきたいと思い

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時１４分）
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　──────────────────────────────────────

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時１５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　この新しい生涯学習センターの防災の関係につきましては、

この間、大学の教授の方とか、いろんな方のご指導をいただきながら、防災についても

検討はしてきております。

　　この新しい施設には、現状も入っておりますけれども、社会福祉協議会が新しい施設

にも入りますので、防災、災害が実際起きたときも、ここを拠点として使うということ

で論議をしております。さらに、避難所としては、施設全体を避難所というふうにはな

りませんので、例えば、床にじゅうたん張りの部屋とかもありますので、そういったと

ころについては一部避難所として使えますけれども、基本的には拠点施設という考えで、

この間検討してきて、議論はしてきております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　そういうことで、議会ではそこまで目がいかなかった、内部

で検討されたということで、非常にほっとしたところです。

　　できれば、そういった部分についても、この施設の持つ機能側面、今言ったように、

次の質問で社会福祉協議会の話をしようかなというふうに思ったんですけれども、災害

が起きるときにボランティア等の受け入れ窓口など、どこの町村も社協さんが中心的な

役割を果たしているというふうに聞いていますので、今の話を聞いて一部安心したとこ

ろでありますけれども、その辺の議論のあり方とか考え方について、この後で結構です

ので、委員会等に、できれば一定程度のご報告をいただければありがたいなというふう

に思います。よろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　そのような取り扱いで、後ほどでよろしいですね。

　　ほか、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３案に対する質疑を終結します。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 35 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）
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○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35 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）　異議なしと認めます。

　　よって、議案第 35 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 36 号に対する討論を行います。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36 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 36 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 37 号に対する討論を行います。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37 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 37 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３８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38 号平成 28 年度上士幌町一般会計補正予

算（第１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38 号一般会計補正予算の内容につ
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いてご説明を申し上げます。

　　１ページをお開きください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から2,743万4,000円を減額し、総額を77

億9,968万9,000円とするものでございます。

　　追加補正の内容を申し上げます。

　　ナイタイ高原牧場観光施設仮設店舗設置事業16 万6,000円、認定こども園管理経費

３万円でございます。

　　また、減額補正につきましては、上士幌版テレワーク推進事業949万5,000円、小さ

な拠点づくり基本計画策定事業1,813万5,000円でございます。

　　なお、減額補正につきましては、地方創生加速化交付金の交付決定に伴い、当初予算

計上分を減額するものでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業の限度額13 億6,500万円を

13 億6,520万円に変更補正をいたします。

　　以上が補正予算の内容でございます。

　　また、第１条の第２項、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。

　　また、事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計補正予算につきまし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38 号について

質疑を行います。質疑はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 38 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38 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 38 号は原案のとおり可決されました。
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　──────────────────────────────────────

◎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 28 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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