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会議に付した事件は次のとおりである。 
 議案第５５号 平成２７年度月形町一般会計補正予算（第４号） 
 議案第５６号 月形町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の

制定について 
 議案第５７号 月形町税条例の一部を改正する条例の制定について 
 議案第５８号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
 議案第５９号 月形町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 
 議案第６０号 青北橋補修工事請負契約締結事項の変更について 
 議案第６１号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
 同意案第６号 月形町監査委員の選任について 
同意案第７号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 発議第３ 号 月形町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 
選挙第８ 号 月形町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
意見案第５号 「大学生への給付制奨学金創設」を求める要望意見書の提出に

ついて 
意見案第６号 ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める要望意

見書の提出について 
会議案第６号 議員派遣について 

 
○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は１０人です。定足数に達しており

ますので、会議は成立いたしました。 
ただ今から、平成２７年第４回月形町議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分開会） 
直ちに本日の会議を開きます。         （午前１０時００分開議） 

議事日程第 1 号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 
 
◎ 日程 1 番 会議録署名議員の指名 
○ 議長 堀  広一 日程 1 番 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 127 条の規定により議長において 

平 田 文 義 君 
松 田 順 一 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 日程 2 番 会期の決定 
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○ 議長 堀  広一 日程 2 番 会期の決定を議題といたします。 
  先に議会運営委員会委員長から１２月２日開催の議会運営委員会での本定

例会の運営について報告の申し出がありましたので、これを許します。 
○ 議長 堀  広一 議会運営委員会委員長 楠 順一君、報告願います。 
○ 議会運営委員会委員長 楠  順一 議長の許可をいただきましたので、

第４回定例会の運営について、去る１２月２日に開催致しました議会運営委員

会の協議結果について、ご報告申し上げます。 

  本定例会に付議され提案されている案件は、町長の提案にかかるものとし

て、平成２７年度一般会計補正予算他６件、同意案２件、議会としては、発議

１件、選挙１件、意見案２件、会議案１件の５件が予定されております。 

  一般質問については、通告期限までに３名の議員から通告がありました。 

  以上のことから、本定例会の会期につきましては、本日１日間としたとこ

ろであります。 

  最後に、本定例会における議員の質疑及び町側の答弁については簡潔明瞭

にされ、議事運営に特段のご協力をいただきますようお願い申し上げ、議会運

営委員会の報告といたします。 

○ 議長 堀  広一 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 
 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただ今議会運営委員会委員長から

報告のとおり、本日１日間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」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期につい

ては、本日１日間とすることに決定いたしました。 
 
◎ 日程 3 番 諸般の報告 
○ 議長 堀  広一 日程 3 番 諸般の報告を行います。議長会務報告・例

月出納検査結果報告・定例監査、行政監査結果報告については、お手元に配

布のとおりでありますのでご覧願います。 
○ 議長 堀  広一 以上で諸般の報告を終わります。 
 
◎ 日程 4 番 行政報告 
○ 議長 堀  広一 日程 4 番 行政報告を行います。行政報告はお手元に

配布のとおりでありますのでご覧願います。 
○ 議長 堀  広一 以上で行政報告を終わります。 
 
◎ 日程 5 番 議案第５５号 平成２７年度月形町一般会計補正予算（第４号） 
○ 議長 堀  広一 日程 5 番 議案第５５号 平成２７年度月形町一般会
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計補正予算（第４号）を議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  議案書６ページ、第２表 債務負担行為の補正です。ふるさと納税寄附金

外部申込みサイト連携事業について、期間を平成２７年度から平成２８年度ま

でとし、限度額を８７万８,０００円とするものです。認定こども園花の里こ

ども園指定管理料について、期間を平成２７年度から平成３２年度までとし、

限度額を４億９,０００万円として追加するものです。第３表 地方債の補正

です。合併処理浄化槽設置整備事業から学校給食設備整備事業の３事業につい

て、事業の確定に伴う限度額の補正減とするものです。なお、起債の方法・利

率・償還の方法については、変更ありません。 
  ２ 歳入です。１１款 分担金及び負担金 １項 負担金 ２目 農林水

産業費負担金１０９万４,０００円の補正減について、１節の内容のとおりで

す。事業の確定に伴う補正減です。１４款 道支出金 ２項 道補助金 ４目 

農林水産業費道補助金２３６万３,０００円の補正減について、１節の内容の

とおりです。事業の確定に伴う補正減です。１７款 繰入金 １項 基金繰入

金 ５目 公有財産整備基金繰入金１９０万７,０００円の補正減について、

１節の内容のとおりです。１１事業１４工事分の工事請負費の確定に伴う補正

減です。１８款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金１７４万５,０００円

の補正増について、１節の内容のとおりです。今回の補正により繰越金を３,
６１３万６,０００円計上したところです。前年度会計からの繰越金が８,９７

０万７,０００円発生している中で、財源留保として５,３５７万１,０００円と

なっているところです。２０款 町債 １項 町債 ３目 衛生債２６０万円

の補正減について、２節の内容のとおりです。６目 教育債３０万円の補正減

について、１節の内容のとおりです。３目、６目とも事業の精査や確定に伴う

補正減です。 
  ３ 歳出です。２款 総務費 ４項 選挙費 ３目 町議会議員選挙費２

５１万３,０００円の補正減について、１節から１４節の内容のとおりです。

町議会議員選挙経費の確定に伴う補正減です。３款 民生費 １項 社会福祉

費 ２目 老人福祉費９９８万７,０００円の補正増について、１９節の内容

のとおりです。説明欄、北海道後期高齢者医療広域連合から平成２６年度分の

医療給付費負担金の額の確定に伴う補正増です。４款 衛生費 １項 保健衛

生費 ４目 医療給付費１５８万２,０００円の補正増について、１２節、２

０節の内容のとおりです。説明欄、乳幼児等医療給付事業の増に伴う補正増で



 4 

す。２項 清掃費 １目 清掃総務費３９６万８,０００円の補正減について、

１９節の内容のとおりです。説明欄、合併処理浄化槽設置整備事業の設置件数

減による補正減です。２目 塵芥処理費１７４万円の補正減について、１５節

の内容のとおりです。事業の確定に伴う補正減です。６款 農林水産業費 １

項 農業費 ５目 農地費２６９万５,０００円の補正減について、１１節、

１９節の内容のとおりです。説明欄、月形地区基幹水利施設管理事業について、

額の確定に伴う補正減です。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 確認させていただきたいことがあるのですが、議案

書３７ページ、説明欄、皆楽公園整備事業、つち工房研修棟屋根外壁塗装等改

修工事ですが、研修棟はどこにあるのですか。 
○ 議長 堀  広一 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 これについては、給食センターの横並びでありま

す倉庫であります。コテージガーデンで指定管理している管理棟の向かい側に

なります。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 つち工房の管理棟は指定管理側が塗装したと聞いて

いたのですが、研修棟とはどのようなすみわけで、業者側が負担するのと町側

が負担することは、どのように分けていたのですか。 
○ 議長 堀  広一 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 いつの機会でしたか、１回申し上げたと思います

が、今回、研修棟を含めてアリーナも塗装を施したところです。コテージガー

デンについては無償で指定管理しているということで、今回、こちらも塗装が

はがれてきましたので、自主的に塗装をお願いしたところ、コテージガーデン

で塗装していただいたというところです。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 そうすると、管理棟は業者側の好意により自身でや

っていただいたという認識でよろしいですか。分かりました。議案書３３ペー

ジ、説明欄、合併処理浄化槽設置整備事業ですが、予算で見込んでいた設置数

と実際の設置数がどのぐらいあったのか、教えてください。 
○ 議長 堀  広一 住民課長 
○ 住民課長 清水 英俊 予算見込数と現在の状況ということですが、予算

については、５人槽３槽分、７人槽２槽分を見込んでいました。今年度につい

ては、現在のところ設置がありません。この後、５人槽１槽、７人槽１槽の設
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置が見込まれるということです。したがって、補正については、５人槽２槽分、

７人槽１槽分を減額させていただきます。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。議案書６ページ、債務負担行為補正、

認定こども園花の里こども園指定管理料の債務負担行為限度額が、５年間で４

億９,０００万円となっていますが、これの積算はどのようになされたのか、

お伺いします。 
○ 議長 堀  広一 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 ５年間の債務負担行為限度額の積算にあたり

認定こども園の指定管理料については、通常保育分を給付費分として国の示す

公定価格の算定による基準により算定しています。加えて、町の加算分として

公定価格に含まれていない町独自の上乗せ分として教材費の１号分や給食費

の主食として１号、２号分となります。それから、特別保育分については、子

育て支援センター事業、一時的保育事業が該当しますが、これについては、町

の積算と指定管理者候補者の見積りを比較して、指定管理者候補者の指定管理

料としています。平成２８年度の指定管理料の概算額ですが、９,５００万円

として翌年度以降、職員の昇給等を考慮して１．５％増として年間１５０万円

増額して５年間で４億９,０００万円としています。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 もう一度、確認ですが、初年度９,５００万円、平成

２９年度以降は１．５％増しというのは、９,５００万円に対して１．５％増

しなのか。毎年、１．５％増しで年々上がる計算になるのか。そこがちょっと

分からなったので、お願いします。 
○ 議長 堀  広一 保健福祉課長 
○ 保健福祉課長 平田 京子 平成２８年度が９,５００万円、平成２９年度

１５０万円増額して９,６５０万円、平成３０年度１５０万円増額して９,８０

０万円、平成３１年度１５０万円増額して９,９５０万円、最終年度が１億１

００万円、合計４億９,０００万円となります。職員の給料等を考慮して１．

５％増しということで積算しています。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。 
○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 議案書３８ページ、土木費、除雪対策費が８７万５,０
００円減額となっていますが、これはパトロール隊員の報酬であると思います
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が、これを止めた理由と今後の対策について、お聞きします。 
○ 議長 堀  広一 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 当初予算時にもご説明させていただきましたが、

今年度当初予算で昨年度から除雪巡視員１名を配置したところですが、昨年の

実績等々を検証して場合によりこれを雇わないということもあり得るという

ことで、当初予算で説明させていただいたところです。昨年は少雪ということ

もあってパトロールする機会も少なかったということ、嘱託職員ということで、

オペレーターに対して充分な指示が徹底できなかったということもあって、そ

れらを検証して今年度については、配置しないということで決定したところで

す。その代わりと言いますか、現在、除雪は事業協同組合にお願いしていると

ころですが、今まで除雪の責任者が実際に除雪車を運転していたわけですが、

昨年から除雪車両に乗らなくても人員的に間に合うということで、パトロール

専門にまわることができるようになったということで、そのことによって充分

巡視が対応できるだろうという考え方で、今回、減額させていただいたという

ことです。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 去年の運転手のお話しを聞いていると、除雪のパトロ

ールは然り、子どもたちが通学する時間帯に各交差点に砂をまく仕事もしてい

たということも聞いているのですが、今後、その対策については、除雪センタ

ーが対応していくのか、お伺いします。 
○ 議長 堀  広一 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 そのとおりでございます。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 了解しました。 
○ 議長 堀  広一 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第５５号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程 6 番 議案第５６号 月形町行政手続における特定の個人を識別する



 7 

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定

について 
○ 議長 堀  広一 日程 6 番 議案第５６号 月形町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  制定の要旨を申し上げますと、平成２５年５月３１日に行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が公布され、この法

律において個人番号の利用や個人番号を含む個人情報の提供について制限を

設けており、町の事務において個人番号を利用する場合、個人番号の利用に

ついて規定する必要があるため、本条例を制定するものでございます。主な

内容を申し上げますと、第１条は、この条例の制定趣旨を規定、第２条は、

この条例において用いられる用語の定義を規定、第３条は、個人番号利用に

ついての町の責務を規定、第４条は、個人番号を独自利用する範囲について

規定しており、第１項は、独自利用事務の範囲内容を本条例別表第１のとお

り規定、第２項は、本条例別表第２の左欄に掲げる執行機関が中央欄に掲げ

る事務において右欄に掲げる特定個人情報を利用することができることを規

定、第３項は、法別表第２に規定する事務において同一執行機関が保有する

特定個人情報を当該事務に利用することができることを規定、第４項は、本

条例別表第２で定めた事務について特定個人情報の利用を行う場合、申請者

から重ねて同一内容の情報提供を受けることは、この制度の趣旨に添わない

ため他の条例、規則に書面の提出が義務付けられている場合には、当該書面

の提出があったこととみなすことを規定、第５条は、委任で、この条例の施

行に関し必要な事項は、規則で定めることを規定しております。 
  附則として、この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
  お諮りいたします。議案第５６号は、原案のとおり可決することにしたい
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と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程 7 番 議案第５７号 月形町税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
○ 議長 堀  広一 日程 7 番 議案第５７号 月形町税条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  改正の要旨を申し上げますと、地方税法の一部を改正する法律、地方税法

施行令等の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令

がそれぞれ公布されたことに伴う本条例の所要の改正をさせていただくもの

でございます。改正の概要として、主なもので３点ほどございます。１点目は、

平成２７年度の地方税法の改正において平成２６年度の国税の猶予制度の改

正を踏まえた所要の見直しが行われ、申請による換価の猶予や地域の実情等に

応じて分割納付の方法を条例で定める仕組みが導入されたため、本条例を改正

するものでございます。２点目は、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴い個人番号又は法人番号等の規定

を整備する条例改正を行うものでございます。３点目は、旧３級品の製造たば

こに係る特例税率を平成２８年４月１日から平成３１年４月１日までの間に

４段階で縮減廃止する改正を行うものでございます。条例の内容でございます。

第８条は、徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納付の方法の規定、

第１項から５６ページの第５項まで徴収の猶予又は徴収の猶予期間を延長す

る場合において徴収を猶予する町の徴収金を分割して納付し又は納入する方

法について規定するものでございます。第９条は、徴収猶予の申請手続等の規

定、第１項及び第２項は、法第１５条第１項による徴収の猶予を申請する場合

の申請書記載事項及び添付書類について条例で規定するものでございます。５

７ページ、第３項及び第４項は、法第１５条第２項による徴収の猶予を申請す

る場合の申請書記載事項及び添付書類について規定するもので、第５項は、徴

収の猶予期間の延長を申請する場合の申請書記載事項について規定するもの

でございます。第６項は、災害等による徴収の猶予する場合で、添付書類の提

出が免除される場合であっても提出が義務付けられている書類について規定、

第７項は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る申請書又は添付書類の
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記載に不備がある場合で、これらの書類の訂正を求める通知を受けた場合の訂

正期限について規定するものでございます。第１０条は、職権による換価の猶

予の手続等の規定、第１項及び５８ページ、第２項は、職権による換価の猶予

又は職権による換価の猶予期間の延長をする場合において猶予する金額を分

割して納付し又は納入する方法について規定するものでございます。第３項は、

職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長をする場合にお

いて滞納者に対して財産目録、担保の提供に関する書類の他に提出することが

できる書類を規定するものでございます。第１１条は、申請による換価の猶予

の申請手続等の規定、第１項は、申請による換価の猶予の申請期間を規定、第

２項、第３項は、申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長

をする場合に猶予する金額を分割して納付し又は納入する方法について規定

するものでございます。第４項は、申請による換価の猶予の申請書の記載事項

を規定、５９ページ、第５項は、申請による換価の猶予及び申請による換価の

猶予期間の延長をする場合の申請書の添付書類を規定するものでございます。

第６項は、申請による換価の猶予期間の延長をする場合に申請の記載事項を規

定、第７項は、申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長を

する場合において申請書又は申請添付書類について不備があったときに補正

を行わなければならない期限を規定するものでございます。第１２条は、担保

を徴する必要がない場合の規定、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請

による換価の猶予をする場合において担保を徴する必要がない場合を規定す

るものでございます。第１８条は、公示送達の改正で文書体裁を改めるもので

ございます。第２３条第２項は、町民税の納税義務者等の改正で、法人町民税

における恒久的施設に係る規定を法人事業税と同様に書き下す形式にするも

ので、法改正に合わせて改正するものでございます。第３３条第２項は、所得

割の課税標準の改正で、所得税における国外転出時課税の創設に伴い個人住民

税所得割の課税標準の計算において当該譲渡所得については、所得税法の計算

の例によらないもので、法改正に合わせて改正するものでございます。第３６

条の２は、町民税の申告の改正で、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律いわゆるマイナンバー制度の施行に伴い法人

番号の規定を整備する改正でございます。６０ページ、第３６条の３の３は、

個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養家族申告書の改正で、法律の項ず

れに伴う引用条項を改めるものでございます。第５１条は、町民税の減免の改

正で、マイナンバー制度の施行に伴い個人番号・法人番号等の規定を整備する

改正でございます。以下、第６３条の２、第６３条の３、６１ページ、第７１

条、第７４条、第７４条の２、第８９条、６２ページ、第９０条、第１３９条

の３の改正についても、個人番号又は法人番号等の規定を整備する改正でござ
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います。附則第４条は、納期限の延長に係る延滞金の特例の改正で、法律の条

ずれに伴う引用条項を改めるものでございます。附則第１０条の３は、新築住

宅等に対する固定資産税の減額規定の適用を受けようとする者がすべき申請

の改正で、個人番号又は法人番号等の規定を整備するものでございます。附則

第１６条の２は、たばこ税の税率の特例の改正で、特例税率の廃止により法改

正に合わせて削除するものでございます。附則として、第１条は、施行日を定

めたもので、平成２８年１月１日から施行するものですが、一部の改正規定に

ついては、平成２８年４月１日から施行するものでございます。第２条は、徴

収の猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置

でございます。６３ページ、第３条から６４ページ、第５条までは、町民税、

固定資産税、軽自動車税に関する経過措置でございます。第６条は、町たばこ

税に関する経過措置、紙巻たばこ３級品の税率の特例が廃止されたことに伴う

激減緩和措置でございます。７３ページ、第７条は、特別土地保有税に関する

経過措置でございます。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
  お諮りいたします。議案第５７号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程 8 番 議案第５８号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について 
○ 議長 堀  広一 日程 8 番 議案第５８号 月形町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  改正の要旨を申し上げますと、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の公布により、納税義務者等から申告、申請等
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を受ける手続には個人番号の記載を求めることとされており、このため、国民

健康保険税の納付期限の延長及び減免の申請書に必要な記載事項として個人

番号等を加える改正をさせていただくものでございます。改正の内容を申し上

げます。第２７条第２項は、納付期限の延長を申請する者が申請書に記載しな

ければならない事項の改正で、第２項第１号及び第２号を１号ずつ繰り下げ、

次にある第１号を加えるものでございます。第２８条第２項は、国民健康保険

税の減免を受けようとする者が申請書に記載しなければならない事項の改正

で、第１号及び第２号を１号ずつ繰り下げ、次にある第１号を加えるものでご

ざいます。附則として、この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第５８号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程 9 番 議案第５９号 月形町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について 
○ 議長 堀  広一 日程９番 議案第５９号 月形町介護保険条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  改正の要旨を申し上げますと、先ほどと同じく行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律の公布により、介護保険料の徴

収猶予及び減免の申請に個人番号を記載する必要が生じたため、本条例の一部

改正をお願いするものでございます。改正の内容を申し上げます。第９条第２

項第１号は、保険料の徴収猶予を申請する者が申請書に記載しなければならな

い事項の改正で、氏名・住所及び個人番号とするものでございます。第１０条

第２項第１号は、保険料の減免を受けようとするものが申請書に記載しなけれ
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ばならない事項の改正で、先ほどと同様の改正とするものでございます。附則

として、この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
  お諮りいたします。議案第５９号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前 ９時４３分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前 ９時４４分再開） 
 
◎ 日程１０番 議案第６０号 青北橋補修工事請負契約締結事項の変更につ

いて 
○ 議長 堀  広一 日程１０番 議案第６０号 青北橋補修工事請負契約

締結事項の変更についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  変更請負契約の内容を申し上げますと、床板の打ち替えにおいて橋面の排

水管がございますが、当初、これについては、再使用で設計しておりましたが、

鉄橋の撤去後に確認したところ一部腐食している箇所が認められたため、当該

部分を切断し新しく作成した排水管と既存の排水管との溶接を行ったことに

よる増額、また、橋梁の床板の破砕において主桁上にスタッドジベルが設置さ

れていることを想定した箇所を人力破砕で計上し、それ以外の部分については、

機械による破砕で計上していましたが、現場において各床板端部にもスタッド

ジベルが設置されていることが判明したため、当該箇所においても人力破砕と

なったことから増額になったことが主な要因でございます。契約金額が７１万

１,７２０円増額となったものでございます。 
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○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第６０号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１１番 議案第６１号 公の施設に係る指定管理者の指定について 
○ 議長 堀  広一 日程１１番 議案第６１号 公の施設に係る指定管理

者の指定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 副町長 
○ 副町長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  議案にある本施設は、花の里保育園として平成１８年から指定管理者制度

を導入して、これまで約１０年間に渡り社会福祉法人札親会が指定管理者と

して管理運営を行っておりますが、平成２８年３月３１日をもって指定管理

期間が満了になること、花の里保育園が平成２８年４月１日から保育所型認

定こども園に移行することから、移行後の本施設の指定管理者の指定につい

て議会の議決をお願いするものであります。 
  内容について説明する。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第６１号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり
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可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１２番 同意案第６号 月形町監査委員の選任について 
○ 議長 堀  広一 日程１２番 同意案第６号 月形町監査委員の選任に

ついてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第６号 月形町監査委員の選任について、次の

者を月形町監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１９６条第１項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 
  記として住所、樺戸郡月形町字北農場６０番地、氏名、桑原惣一氏、昭和

２２年１１月１５日生まれ、本日の提出であります。なお、任期につきまして

は、平成２８年１月１日から平成３１年１２月３１日までの４年間であり、桑

原氏におきましては、長年に渡り町職員として活躍された方であり、職歴とし

ては、昭和４２年１月月形町に奉職し、産業課地籍調査係を皮切りに平成４年

５月総務課長、平成６年７月財政課長、平成７年４月産業課長、平成９年４月

教育次長、平成１２年５月町立病院事務長としての任期を全うされ、平成２０

年３月退職されるまでの４１年３箇月に渡り本町の行政発展のために尽力さ

れてこられました。在職中は、財政係長、財政課長を歴任され、財政分野に精

通しており、また、町立病院事務長も長く在職されていたことから、公営企業

会計にも明るく吉川監査委員の後任者として適任であると判断しております

ので、この度の監査委員選任の同意をお願いするものであります。どうぞ宜し

くお願いいたします。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。この際討論を省略し、同意案第６号については、原案の

とおり同意すること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」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１３番 同意案第７号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて 
○ 議長 堀  広一 日程１３番 同意案第７号 月形町固定資産評価審査



 15 

委員会委員の選任についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第７号 月形町固定資産評価審査委員会委員の

選任について、次の者を月形町固定資産評価審査委員会委員に選任したいか

ら、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定によっ

て、議会の同意を求めるものであります。 
  記として住所、樺戸郡月形町字札比内１００８番地、氏名、門脇芳夫氏、

昭和２５年１月２４日生まれ、なお、門脇氏においては、今度は５期目となり、

任期については、平成２８年１月２３日から平成３１年１月２２日までの３年

間であります。本日の提出であります。どうぞ宜しくお願いいたします。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。この際討論を省略し、同意案第７号については、原案の

とおり同意すること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」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１４番 発議第３号 月形町議会会議規則の一部を改正する規則の制

定について 
○ 議長 堀  広一 日程１４番 発議第３号 月形町議会会議規則の一部

を改正する規則の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 堀  広一 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 発議第３号の提案理由を説明する。 
  補足説明 
  改正内容についてご説明いたします。只今、上程されました発議第３号 月

形町議会会議規則の一部を改正する規則の制定については、第２項として議員

における欠席の届出の取り扱いに関して社会情勢等を勘案し、出産の場合の届

出の取り扱いについて新たに規定するため、本案を提案するものであります。

賛成者として月形町議会議員 楠 順一議員、同じく宮下裕美子議員の両名の

賛同を得ておりますので、申し添えておきます。なお、標準町村議会会議規則

は、改正されております。附則として、この規則は、公布の日から施行する。 
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○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。本件につきましては、この際、質

疑、討論を省略し、原案のとおり決定したいと思います。これにご異議ござい

ませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって発議第３号は、原案の

とおり同意することに決定いたしました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時５７分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１１時１０分再開） 
 
◎ 日程１５番 選挙第８号 月形町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙に

ついて 
○ 議長 堀  広一 日程１５番 選挙第８号 月形町選挙管理委員会委員

及び補充員の選挙を行います。 
  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項

の規定により、指名推薦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」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法については、

指名推薦にすることに決定いたしました。 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。指名の方法については、議長にお

いて指名すること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」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって議長において指名する

ことに決定いたしました。 
○ 議長 堀  広一 初めに月形町選挙管理委員会委員を指名いたします。 
  月形町選挙管理委員会委員に 
   月形町字本町７８番地の２     香西 博之さん 
   月形町字南耕地３６２１番地の２２ 金山  均さん 
   月形町１００２番地        石川 香澄さん 
   月形町１０６９番地        神田 勝行さん 
  以上の４名を指名いたします。 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。ただ今、議長において指名しまし

た４名を月形町選挙管理委員会委員の当選人とすることにご異議ございませ

んか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よってただ今議長において指

名しました香西博之さん、金山 均さん、石川香澄さん、神田勝行さん、以
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上の方が月形町選挙管理委員会委員に当選されました。 
○ 議長 堀  広一 続いて月形町選挙管理委員会補充員を指名いたします。 
  月形町選挙管理委員会補充員に 
   月形町５１番地の２        松本 國一さん 
   月形町字本町通１５番地３     新関  進さん 
   月形町字表霞町２０２番地の２   稲井 正美さん 
   月形町字札比内１１２２番地    山田 啓一さん 
  以上の４名を指名いたします。 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。ただ今、議長において指名しまし

た４名を月形町選挙管理委員会補充員の当選人とすることにご異議ございま

せんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よってただ今議長において指

名しました松本國一さん、新関 進さん、稲井正美さん、山田啓一さん、以

上の方が月形町選挙管理委員会補充員に当選されました。 
○ 議長 堀  広一 次に月形町選挙管理委員会委員に欠員が生じた場合の

補充員の繰り上げ順位についてお諮りいたします。 
  欠員が生じた場合の順位は議長がただ今指名した順番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」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって月形町選挙管理委員会

委員に欠員が生じた場合の繰り上げ順位は、議長が指名した順番とすること

に決定いたしました。 
 
◎ 日程１６番 意見案第５号 「大学生への給付制奨学金創設」を求める要

望意見書の提出について、日程１７番 意見案第６号 ＴＰＰ「合意」内容の

徹底した情報公開と検証を求める要望意見書の提出について、 
○ 議長 堀  広一 日程１６番 意見案第５号 「大学生への給付制奨学

金創設」を求める要望意見書の提出について、日程１７番 意見案第６号 Ｔ

ＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める要望意見書の提出につ

いてを一括議題といたします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 意見案に基づき、提案理由を説明する。 
  補足説明 
  只今、議長のご指名をいただきましたので、意見案第５号 「大学生への

給付制奨学金創設」を求める要望意見書の提出について、意見案第６号 Ｔ

ＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める要望意見書の提出につ
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いて、以上、２件を一括して提案理由の説明とさせていただきます。 
  なお、この意見案の賛成者として月形町議会議員 楠 順一議員、同じく

宮下裕美子議員の両名のご賛同を得ておりますので、申し添えておきます。 
  意見案第５号、意見案第６号について、提案理由を説明する。 
  以上、地方自治法第９９条の規定により提出いたします。 
  各議員のご賛同を賜りますことを心からお願い申し上げ、意見案第５号、

意見案第６号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお

願いいたします。 
○ 議長 堀  広一 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
  お諮りいたします。意見案第５号、意見案第６号は、原案のとおり提出す

ること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」の声

あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

提出することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１８番 会議案第６号 議員派遣について 
○ 議長 堀  広一 日程１８番 会議案第６号 議員派遣についてを議題

といたします。 
  お諮りいたします。議員派遣については、会議規則第１２９条の規定によ

り、お手元に配布のとおり決定したいと思います。これにご異議ございません

か。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

決定いたしました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時１８分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午前１１時１９分再開） 
 
◎ 日程１９番 一般質問 
○ 議長 堀  広一 日程１９番 これより一般質問を行います。一般質問
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は先例にならい通告順に発言を許します。 
○ 議長 堀  広一 順番１ 松田順一君、発言願います。 
○ 議員 松田 順一 一般質問に入りたいと思います。本定例会に先立ち全

員協議会が行われ、櫻庭町長より１２月３日、ＪＲ北海道に運行便数の現状

維持を求める共同要請書を提出したという説明がなされました。その中で今

後も非常に厳しい状況であるという説明を受けましたが、町長からはこのよ

うな矢継ぎ早なディーゼル気動車の問題などが出てくると、高校へ通う生徒

に風評被害が起きるだろうと説明されていましたが、この件については、私

も同感であると強く感じているところであります。また、このようなことに

なると、町としてＪＲに対してどのような取組みが必要になるのかというこ

とも考えなくてはならない時期であると思うわけです。その中で一般質問の

細部について説明したいと思います。ＪＲ北海道は、１９８７年国鉄分割民

営化以降、初めて１００円の営業収益を得るために必要な経費「営業係数」

を発表し、私どもが利用する学園都市線の北海道医療大学―新十津川区間の

「営業係数」が１,９０９円となり、ＪＲはすでに２０１６年度中に廃止方針

の留萌―増毛間の４,１６１円に次ぐ２番目に低い採算路線であることが判明

いたしました。ＪＲ側としては「営業係数」を公表することで地方路線の不

採算の実態を道民や沿線自治体に理解してもらい、赤字ローカル線の合理化

を実施し、鉄道事業の経営改善への道筋を付ける目的であると思われます。

先月２５日のまちづくり常任委員会でも説明がありましたが、ＪＲ北海道は

来年３月のダイヤ改正で浦臼―新十津川区間の３往復を１往復に減便し、札

幌発１８時４５分は月形止まりで、浦臼まで行かない方向で考えているとい

うことであり、これでは、高校生や大学生にも影響があると思われます。冒

頭でも述べましたが、櫻庭町長、斎藤浦臼町長、熊田新十津川町長がＪＲの

運行便数の現状維持を求め減便中止の要求をなされましたが、先ほどのよう

な状況いわゆる国から１,２００億円のうち９００億円は負債ということで、

先ほど町長も説明されていたように、今後も厳しい状況であるということで

あります。町として住民の皆さんに何とかしてＪＲを利用してもらうような

行動をする時期にきたのではないかと考えます。以前、月形高校が学校配置

適正化の問題で廃校危機時に、町で月形高校の存続のためにポスター等を作

成し、町民に啓発活動を行い、月形高校教育振興協議会を通じて助成を続け、

通学費・模試・検定補助など物心両面で協力いたしました。平成２３年に高

校が危機になるのではないかと言われながら現在、高校もそれに答えて生徒

の学力向上や資格取得に取り組んで今に至っております。その気になればＪ

Ｒの利用促進はできると考えております。私は、３月３１日に我妻議員、出

村議員の両議員の３人で札沼線沿線ツアーを実施し、石狩当別駅、あいの里
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教育大駅、百合が原駅、新琴似駅、桑園駅などを乗り降りし、百合が原公園、

ニトリ麻生店、札幌市立病院、札幌競馬場などを見学しながら各駅とバス・

地下鉄の交通網等を見てまいりました。切符代は往復３,５００円ほど掛かり

ましたが、４月１日から１１月中旬までの土日祝日限定の「一日散歩きっぷ」

では大人２,２６０円で乗り降りできるということなので、多くの住民にも利

用価値があるのではないかと思われます。また、小中学校の遠足でもＪＲの

利用が考えられます。先ほどの全員協議会での町長の説明を聞くと、このま

までは廃止路線になってしまう可能性があるということで、それでは月形高

校の存続にも影響し、住民の足も奪われ町全体に活気がなくなります。そう

なると人口ビジョンにも影響があると思われます。そこで、町としてＪＲの

利用促進をどのように考えているのか、町長にお聞きしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答させていただきます。現在、私たちの町を含めた

ＪＲの状況については、今議員から説明がありましたので、それについては

省略させていただきます。端的に申し上げて今後ＪＲ利用促進について町側

としてどのようなことを考えているのかということについて答弁させていた

だきたいと思います。利用促進としては、今後も通学や交通弱者の足として

考え、ＪＲを利用する高校生に対して実費交通費の助成、これについては、

今までやっていることですし、質問にもありました助成については、継続し

て行きたいと思っております。また、以前開催されていたＪＲ企画のヘルシ

ーウォーキング利用促進事業については、ＪＲが札幌発で当時は全線電化さ

れていませんでしたので、３両・４両の特別列車で月形町まで訪れるという

企画でありました。私たち行政側職員が出迎えをして、また、観光協会、商

工会のみなさんも同じようなかたちで出迎えて、送るときもホームから見送

るということで、各方面でやっていたＪＲウォークの中で、参加された皆さ

んに「対応の仕方が極めてあたたかい。」と言われたことを記憶しているとこ

ろですから、これらについても何回かＪＲ北海道に提案しましたが、現在、

それはなくなってしまいました。一つに札幌から当別までの電化ということ

で、いわゆる最終が当別になり当別から出るキハ車両は別便ということで、

その方法が難しいということで廃止になったと聞いておりますが、そういう

呼びかけもしていきたいと考えたところです。また、小学生に対して社会見

学、授業一貫でＪＲ搭乗体験をしてもらうことについては、早速、教育長か

ら小中学校にそれらの呼びかけをしているところであります。これについて

は、まだ現実的なところでは動いていないわけですが、私の方から担当を通

しながら３町村で「キハ４０年を巡る３町歴史めぐり」というタイトルを付

けて、これは３町の共同作業として考えているのですが、歴史めぐりという
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かたちでポスターを作成し、それを札幌市もしくは沿線の駅その他多くの人

の目に付く所に貼りたいということでアクションを起こしていきたい、そし

て、来てくださった人に対しても、週１回になるか月２回になるか分かりま

せんが、受入れ体制もしっかりやって行かなければならないと考えており、

これについては、浦臼・新十津川にも提案しようということで、実際に動い

ているところであります。議員が言われるように、ただ要請しても通らない

時代正しく私もそのように感じましたし、この数回の中で、自ら利用してい

くということが本意として気持ちがＪＲ側にも伝わっていくのではないかと

いうことで、現在考えているところであります。 
○ 議長 堀  広一 松田順一君 
○ 議員 松田 順一 今、町長より答弁いただき、質問内容のいわゆる学校

の子どもたちの社会科見学に利用する、３町による歴史めぐりで汽車を通すと

いうことなど色々な意味で利用促進に対して考えられるということで、非常に

心強いところですが、うちの駅舎を見ると非常に古いと考えます。今回、観光

協会で入口を元に戻した月形温泉ゆりかごにイルミネーションなどをすると

いうお話しもありました。石狩月形駅もさみしいので、何か明るくする方法が

ないかという思いもあります。老朽化している箇所もありますので、今後検討

していただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 駅舎を格としてもう一度魅力を発揮してはどうかとい

うことについては、私の考えの中にはありませんでした。今後において、それ

らについても広く検討し、広く皆さんに意見をもらいながらやって行きたいと

思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 
○ 議長 堀  広一 松田順一君 
○ 議員 松田 順一 了解しました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時３２分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 １時３０分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 順番２ 楠 順一君、発言願います。 
○ 議員 楠  順一 通告に基づきまして、質問させていただきます。「地域

おこし協力隊」制度の活用についてです。この制度は総務省が「地域力の創造・

地方の再生」に向けて支援し、地方自治体が主体となり実施するものでありま

す。都市部から地方部へ移動を要件として、移住する者を自治体が「地域おこ

し協力隊員」として委嘱し最長３年間様々な地域活動に従事させるものです。
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その財源は国から特別交付税で受け入れた自治体に措置されることになって

います。平成２１年の開始以来、取組む自治体が増えており総務省では平成２

６年度現在１,５１１名の隊員を平成２８年度までに３,０００名とする目標を

掲げております。特に、北海道では７５自治体そのうち空知では１０自治体が

取組んでおります。その内容は、まちづくりのみならず農業、商業、観光、福

祉など多様な分野で受け入れ、地域の活性化に貢献し、また、その後、「隊員」

がその地域に定住、起業することにもつながっているようであります。この制

度は、以前から私も注目していたのですが、本町においてぜひ取り組んで、特

に地方創生が叫ばれてこれに取り組んで行かなければならない時に、この制度

を活用することを積極的に進めてはどうかということで、質問したいと思いま

す。そして、これまで活用に至らなかった要因、活用するにあたって解決しな

ければならない課題等があれば、それについてもお伺いしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。「地域おこし協力隊」につ

いては、総務省の支援により道内各自治体でも取組みを行っており、今話題

としてよく耳にすることが多くなってきており、ご質問のとおり私たちも承

知しているところであります。人口減少・高齢化進行が著しい地方において

地域外の人材を誘致し担い手となる人材確保とともに地域力の維持強化を図

り、合わせて定住・定着につなげるものとして今後更に重要な制度となるも

のであることは、現在策定中である地方創生総合戦略において地域以外の人

材を積極的に誘致し、その定住・定着を促進するための具体的な事業として

掲げていたところであります。従って、この度の創生総合戦略においては、

移住・定住の促進事業としても取組んでまいりたいと考えているところであ

ります。ただ、今まで活用に至らなかった要因は何かということですが、制

度創設は平成２１年度であり、当時道内では４市町村１０名だったのが、制

度の普及とともに年々増加し、平成２６年度では全国都道府県の中で北海道

が最も制度活用している状況にあり、道内７５市町村２２５名の隊員が全道

各地で様々な地域協力活動に従事しているということであります。しかしな

がら、反面、地域協力内容が住民に理解されない、地域おこしに対して温度

差があるなど活動がうまく行かなかった事例も多く紹介されているところで

もあります。活用にあたって、創設当初においては、多くの自治体もどのよ

うに活用して行けばよいのかあまり分からなかったところもあったと思いま

す。我が町においても、そのようなことから現場からの協力隊員要請や意見

がなかった状況であり、活用に至っていないと言えるところであります。活

用にあたっての課題は何かということですが、「地域おこし協力隊」は、都会

から意欲ある人が新しい目線で地域を見て住民とは違う発想で地域に係わる
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ことが、新しい動きや刺激を与えることにもなり、住民主体の新たな地域お

こし活動につながっていくと考えていますが、制度創設わずか３年で劇的に

地域活性化を達成することは、非常に難しいと考えられます。課題としては、

受け入れ側としてどのようなことを行ってもらうのか、成功事例はよく取り

上げられていますが、表に上がってこない失敗事例もかなりあると聞いてお

りますので、この事業が始まって５年目ということですから、これまでの様々

な事例を踏まえて受け入れ態勢をどのように作るのかが課題であると思って

おります。まず、受け入れ側と来る人のギャップをなくすことが充実した活

動をしていくために大事なことで、そのために受け入れとしてどのようなこ

とを担ってもらうのか明確にしておくことが重要であり、自ずと必要な人材

も明確になってくるものと思います。新たに取り組む事業、拡充していく事

業、保管していく事業などと当初から具体的に方向性が定まっていれば隊員

も活動しやすいものと聞いております。他の課題としては、本来の目的は任

期終了後も定住してもらうことですが、終了後には任期中に支払われた報酬

分を補う収入を何らかのかたちで見なければなりません。地域によってはす

ぐに仕事を見つけることはなかなか難しいものがあります。最長３年という

「協力隊員」の任期が終了した後、隊員が定住を希望した場合、定住に向け

た具体的な支援策をどのようにするのか、また、協力隊員が地域を元気にし

ようと熱意をもっていても地域住民となじめない場合も考えられることから、

地域住民の理解も必要となってきます。いずれにしても「地域おこし協力隊」

の受け入れ体制、どのようなことを担ってもらうかを明確にしておくことが

重要であり、課題として整理しておかなければならないことと考えておりま

す。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 今の答弁は、基本的にこの制度をうちの町としても活

用していきたいという基本的スタンスであると聞きましたので、それを前提と

して再質問したいと思いますが、先ほどの町長の答弁で、課題としてどのよう

な取組みをこの隊員に求めるのか明確にしておかなければならないと言われ

ましたが、私もそのように思います。今うちの町で様々な分野で色々な課題が

ありますので、それとの問題意識を共有できる進め方が必要ではないかと思い

ます。農業においては、確かに色々な問題がありますが、私が最近これは大変

であると思うのは、月形の特産品と言われているメロン・スイカ・カンロ等果

菜類の後継者不足や生産力の減退が顕著になってきていると思います。それで、

月形町の果菜を特産化して生産組合ができた頃の担い手がリタイアに近い年

代になって後継者もいないという例も多く見ております。それは、農業の衰退

のみならず月形町の特産品の生産力が危機に瀕しているということで、町全体
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の問題として取組む必要があるのではないかということで、この制度を活用す

るとすれば、例えば、３年間農協に席を置いて農協の仕事を一緒にしながら各

農家の農作業体験等を通じて現場の実態を理解してもらい、もしも、３年後に

その人が農業をやって行きたいということであれば、新規就農制度につなげて、

３年間を準備期間という位置づけで新規就農を受け入れるというような方向

もあるかと思います。もう一つ、観光分野においてはどうかと考えたときに、

今は観光協会の常勤体制がないので、どうしても観光について執行方針でもう

たわれますが、実際に観光に力を入れるとなると執行体制が伴わないというこ

とで、観光協会の事務局業務を担ってもらいながら観光事業の企画やお土産品

の開発等々に取組んでもらうということはどうか。その後、温泉エリアの問題

もありますが、振興公社などのかたちでの雇用につなげていくということもあ

るかと思います。また、商業についても、今、町にとって本当に大事な業者の

方が高齢化で後継者がいないので、そういうところも商工会に席を置いて、商

工業の現状を勉強しながら就業体験をしてもらい、後継者として新規起業は大

変ですから、居抜き業者の後継者として跡事業を後継していく可能性もあるか

と思います。また、福祉事業についても同様で、民間研修というかたちで各福

祉事業所も今、人手不足で悩んでいますので、そういう所で体験しながら福祉

就業につなげていくなど色々な可能性があるかと思います。総花的と言われる

かもしれませんが、都会から地方に目線を向けている若者が多いので、その人

たちの色々な志向性に合わせて、うちの町は色々な分野で受け入れますという

スタンスをもって、来る人に合わせた受け入れ体制を作ることもありではない

かと思いますが、これは私の勝手な提案ですが、広い色々な分野で受け入れ、

しかもそれを農協・商工会・福祉団体関係機関とネットワークを組んで受け入

れる仕組みづくりができないものかと思いますが、今、いきなりの提案なので

明確な答えにならないかと思いますが、町長の基本的な考えがありましたら、

お伺いしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今ほど４点に渡っていわゆる産業分野、各機関内で受

け入れをしながら、それが将来の定住・定着につながる発想をしてはどうかと

いうことでしたので、大変参考になったと感じているところであります。今ま

で私たちの考え方としては、役場機構の中で受け入れてそれをどのように活用

していこうと、どちらかというとそちら側の発想で考えていましたから、少し

違う分野での発想という意味では、大変参考になったところであります。農家

の担い手不足については、生産組合の皆さんとそれぞれ花き・果菜・ミニトマ

ト生産組合との話し合いの中で、これからの担い手を確保しないと産地決選が

市場に対するロットが減ってくる中で、市場の信用が得られないということで、
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早急な対応を打ってくれないかというお話しをされていました。実際、私たち

の町は新規就農というかたちでずっと受け入れをしていましたが「それを超え

たところで何かないのか。」という相談をされたことも事実であります。生産

組合の反省会へ行くと、市場サイドでも必ず言われることが「ロットの確保を

してほしい。そうでなければ産地として。」ということで、全国的にそういう

意味では産地という部分での確保が起きていると感じていたところでありま

した。もう一点、観光協会について、観光協会の事務局に置くということです

が、これは以前から楠議員の一般質問でありましたが、皆楽公園エリアを全体

として魅力発掘していくような仕組みができないかということで、何回かに渡

って質問を受けていますし、そういう意味で、これからあの地域をどうしてい

くかということで、私たちもこういう制度を活用してはどうかということで、

企画としては考えているところがあるわけであります。それから、商工業の起

業は無理だから居抜きで渡してもらう方法もあるのではないかということで

したが、実際問題として東京に行って定住の希望を聞く、新規就農のお話しで

行ったときに、今の人たちが言われることは「起業ではない。就職、就業とし

ての機会があればいい。」ということで、あまり起業にこだわっていない、い

かに起業することが難しいということは、社会情勢にあるのだろうと思います。

福祉部門についても、地方創生総合戦略審議会でも言われていることは、もう

少し総合的な枠組みで月形全体を考えていくことがより必要になっていると

よく言われていることですので、今後、これについては、気を付けながらしっ

かりやって行きたいと思っております。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 ありがとうございます。それぞれの分野の提案につい

てコメントをいただき、これについてはまだ検討するところがあると思います

ので、具体的な受け入れについては、今お話しされた内容を基本に検討してい

ただきたいと思います。１点目の質問は２点目の質問と関連しますので、ここ

で終了して、２点目の質問に入りたいと思います。関連しますが、「地域おこ

し協力隊」制度を導入する前提での質問になってしまうのですが、「地域おこ

し協力隊」制度の活用に伴う人材確保・育成についてということで、現在策定

している「地方創生総合戦略」を来年度以降政策化して実践するうえで、これ

が必要ではないかということで、今ほどの町長の答弁にもあったとおりでござ

います。それを担う人材の確保・育成が、先ほどの前段の質問にも関連します

が、役場に限らず町内各機関、具体的には農協・商工会あるいは福祉関係と横

断的に取り組んではどうかということです。例えば募集活動についても、それ

ぞれの分野でもやられていると思いますが、農協は農協学校からの募集などこ

れまでのスタイルがあると思いますが、基本となる月形町の魅力発信、ただ単
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にこのような人材を求めるだけではなく「月形町はこういう町でこのような方

向で取り組んでいるから皆さんの力を貸してください。」「月形で皆さんの力を

発揮してみませんか。」というイメージ戦略も含めた募集活動を他の関係機関

と連携して、役場が主導的に月形町の魅力を発信しながら募集につなげていく

ような取組みはどうかと思います。それから、住宅確保政策については、度々

申し上げているのですが、全体的に住宅の質・量ともに足りないのではないか。

「地域おこし協力隊」を受け入れるとなったら、まず、問題になるのが住宅で、

しかもデータ的に何戸空きがあるよということではなく、今の若者はある程度

快適な環境でなければ、いくら月形がいい町だからといって古い住宅に住みな

さいといっても厳しいと思いますので、これらも早急に取組む必要があるので

はないか。それから、そのような人材を「協力隊員」も含めて研修プログラム

をまちづくりにどのようにその人たちの力を活かしていくのか、月形のまちづ

くりに貢献してもらうようなプログラムを共同でできないか、総じて言えば人

材確保・育成対策について、ぜひ、前向きに検討していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 ただ今の質問で、最初に答えさせていただきますが、

質問と重複するところがありましたらお許しいただきたいと思います。「協力

隊員」が任務終了後に地域に定住・定着することは、継続的な地域の活性化に

つながるとともに定住人口の増加にもつながっていくと考えていますので「地

域おこし協力隊」の活用については、取組んでいきたいと述べさせていただい

たところであります。国において「地域おこし協力隊」活動に対する財政措置

支援対象となる経費としては、報償費等に２００万円、その他の経費として定

住に向けた研修資格取得等に要する経費、活動拠点や住環境整備に要する経費

等２００万円が特別交付税として措置されます。平成２７年度では報償費で２

５０万円まで支給可能とするよう弾力化しておりますが、４００万円の上限に

ついては、変わらないわけであります。また、隊員が起業                                                                                     

する場合は１００万円を限度に支援されるというところであります。町として

どのような施策・分野に活用していけるかどうか、その方向性によって取組み

内容が変わると考えていますが、それぞれ現場主義で考えて必要なのは即戦力

になる人材でありますが、制度上、人材育成することも可能ですが、期間終了

とともに去ってしまうこともあることから、慎重にならざるを得ないというの

が、実際のところでもあります。ただ、この制度の趣旨に合致するのであれば、

関係機関、例えば農協・振興公社・ＮＰО・各福祉団体を利用した活用も可能

と考えますので、積極的、総合的な取組みも一つの手法であると思っています

ので、各分野積極的に検討しながら取組んでいきたいと考えていたところであ
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ります。それは先ほども述べさせてもらったとおりでありますが、住宅の問題

であります。定住対策を進める上では、また、創生総合戦略を推進するために

も住環境の整備は必須であると認識しております。現在行っている定住に係る

各種住宅補助施策は、平成２８年度までですので、今後において総合戦略の目

的達成に向けた見直しを行い対応していきたいと考えていますので、住宅につ

いては、もう少し積極的なかたちでデータだけはないという質問もありました

ので、それについては総合戦略上の実績がでるようなかたちで対応してまいり

たいと考えていたところであります。また、研修プログラムについては「地域

おこし協力隊」の応募に当たって、受け入れる自治体に研修プログラムや支援

体制があるところに集まると言われており、制度における人材育成プログラム

は、隊員に対してまた受け入れ側に対して様々な研修を利用することが可能な

ことと聞いております。従いまして、これらに対するノウハウは今のところ町

はまだ浅いところであります。よって専門的機関である外部アドバイザーもし

くは中間支援組織等を活用することが有効であると言われていますので、これ

らのことを含め真剣に実施に向けて検討していきたいと考えているところで

す。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 第１点目の質問と第２点目の質問が重複していますの

で、答弁もしづらいと思いますが、第２点目の質問で、住宅については、地方

創生総合戦略で位置付けていきたいということですが、近々の課題となると即

効的な対応ができるかという心配もあります。現実に不足している状態がある

と思うので、例えば民間住宅に対する政策をもう少し手厚くして、民間の賃貸

住宅を即効的に促し、その中で特に若年層は低所得者が多いので、若年者に対

する施策として賃貸住宅に対する低所得者対策の給付制度のようなものを検

討できないかということもあるかと思います。もう一点、研修プログラムにつ

いてですが、外部委託も含めてアドバイザーや中間支援団体の力を借りること

を検討していきたいということですが、私、常々思っていることは、これは役

場行政としての仕事としてはやりづらいところがあると思いますが、若者の町

内における横のネットワークが今はないのです。昔は青年団等があって色々な

業界・業種の人たちが青年団で一緒に活動して、飲み食いも含めてコミュニケ

ーションを取って、非常にエネルギーのある時代があったと思います。その時

に私は町内にいなかったので友人から聞くだけの話でしたが、やはり、そうい

う意味では、元気があった印象があります。今、人口減少で若者も少なく難し

いかもしれませんが、「地域おこし協力隊」が格となって農業・福祉・商業等々

各業種の若者の横のネットワークを作るような研修プログラムは、非常に有効

であり、将来、その人たちがまちづくりの担い手となっていわゆる地方創生総
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合戦略の実行部隊として育成していくような仕掛けもぜひ検討してはどうか

と思います。まとめると住宅政策における民間住宅の推進、それに対する施策、

特に低所得者対策を検討されてはどうか。それから、先ほど町長も言われまし

たが、研修プログラムを将来のまちづくりの地方創生の実行部隊の担い手とし

て育成する横のつながりづくりを「地域おこし協力隊員」を格にして実践して

はどうか、この２点について、お伺いしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 ただ今の質問で、早急な対応として住宅の確保という

ことがありましたが、実は現在、町営住宅や民間アパートに空き家が目立って

きている状況で、総合的な枠組みの中で本当に住宅が足りているのかどうか十

分検討しなければならないと感じていますが、民間住宅建設に関する補助率の

見直しをしてはどうかということは、今後、考えなければならないと感じたと

ころであります。また、研修プログラムについて「地域おこし協力隊員」を中

核として農業に係わる人、商業に係わる人、若手の組織構築をしてはどうかと

いう提案であると思いますが、大変よい意見であると思っていますし「地域お

こし協力隊員」が私たちの町に来る状況にならなくても、今、そのような組織

づくりをしなければならないのは、若者だけではなく各産業がそれぞれやって

いた農業・商業・福祉・矯正施設みんなが一体となって、もう一度月形の町を

考え直す時期にきていると考えております。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 ぜひ、積極的にお願いしたいと思いますが、もし、今

の段階で具体的に考えていることがあれば、例えば何名ぐらいの受け入れを検

討するのか。市町村により、新得町では１２名、５名から６名を受け入れてい

る所もありますので、１名、２名でしたら「協力隊員」も中間がいないとモチ

ベーションも上がらないこともあるかもしれませんし、これは、受け入れ体制

の問題もありますので、ある程度の人数を募集してはどうかと思いますが、い

かがでしょうか。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 現段階で、平成２８年度における募集人数は、ここで

名言できないと考えております。先ほどの提案でもありましたとおり、農協は

どうか、商工会はどうか、福祉はどうかということは、今この段階でそのよう

な人たちがどれだけほしいのかというニーズについては、調べていませんので、

この段階では説明できないと考えております。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一君 
○ 議員 楠  順一 今ほどの答弁はやむを得ないだろうと思います。ただ、

この制度について私も勉強不足でしたが、各関係機関もほとんど知らないと思
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うので、それも含めて役場で積極的に推進する姿勢を打ち出しながら、関係機

関に対して受け入れ体制を整えていただき、共にやっていく方向で、役場が一

歩、積極的に進めていただきたいと思います。 
 
○ 議長 堀  広一 順番３ 宮下裕美子君ですが、資料の配付を求められ

ています。今回は許可しますが、議会は言論を原則としておりますので、十分

に配慮した発言をお願いします。 
○ 議員 宮下 裕美子 通告書に従い、質問を始めさせていただきます。ま

ず、皆さんのお手元にカラー刷りのＡ４、４枚の資料を配付させていただき

ました。最初に通告書を読ませていただき、その後、この資料の説明と共に

質問に入りたいと思います。最初の質問は、株式会社富士工業との一般廃棄

物収集処理及び衛生センター維持管理業務における１者特命随意契約につい

てです。今年９月の平成２６年度決算特別委員会審議において、約３０年間

に渡り標題の契約事実が明らかになりました。その時に十分な説明はなされ

なかったと記憶しています。そこで情報公開制度により平成１５年度から平

成２６年度までの契約書並びに仕様書、予算関連の資料を取り寄せました。

それを基に作ったものが皆さんに配付した資料です。この資料を作るにあた

って色々数字をはめていったわけですが、そうするとこの委託業務に関して

様々な事実が見えてきました。それと共に疑問点も数多く見つけられました

ので、今日はこのことについて質問していきたいと思います。この業務に関

して前回の決算特別委員会時に櫻庭町長は、このような発言をされています。

「私の任期は平成１６年１０月からなので、約３０年前、どうして一者特命

随意契約にしたのか、私には答えられない。」あるいは「行政の継続性とし

て同じように行ってきた。」それと「一者特命随意契約の問題を議会から指

摘された記憶はない。」という発言がありましたが、調べてみると直近の１

０年間の中でも様々な問題が見つかりましたので、その部分についての説明

責任は櫻庭町長にありますし、この問題の根本は一つの委託事業ということ

ではなくて行政の公平性や透明性に関連があります。当初、住民監査請求を

考えていたのですが、住民監査請求は支払いから１年間以内しか請求できな

いという制約があり、過去の長いことの積み重ねの今回の件については、住

民監査請求で調べるよりも議会としてきちんと追及すべきあるいは中身を明

らかにすることが必要であると考えました。それで、今日は情報公開制度に

よって明らかになった資料を基に質問させていただきます。これは、私が作

成した資料でありますが、このデータの基は町が執行にあたって作った契約

書、見積書、仕様書あるいは数字を並べたものですので、基本的に町の執行

した結果がここに表れているということですから、どのことに対しても行政



 30 

側は十分認識していると思っていますので、お答えいただきたいと思います。

それでは資料１をご覧ください。これは、委託業務契約書・見積書・発注決

議書からそれぞれ契約金や見積金額あるいは契約方法やその根拠などについ

て抜き出したものです。上が平成２６年度で下にいくほど年次が下がり平成

１５年度まで書いてあります。ところどころ数字が抜けているのは、書式が

変わっていて必ずしも同じような書き方がなされていないものですので、当

てはめられる所だけ入れた部分もあります。１点目ですが、一番左の委託業

務契約書の委託契約金で、水色で書かれている部分と濃いピンクの部分、次

に、真ん中にある水色の部分で、見積書の見積金額になります。もう一つは、

発注決議書の積算額のところで、歯抜けのように２箇所水色の金額になって

いるわけですが、本来、これは、同一であるということはあまり考えられな

い。普通に入札する、工事の発注等をする場合でも町側が基本的に設計を立

ててその後見積りを見て最終的に契約するかたちになると思うのですが、こ

の中で水色の部分は全て同じ金額になっていました。それから、平成２３年

度から平成２６年度については、平成２２年度と平成２３年度で書式が変わ

り消費税の扱いが変わっていて、見積金額が出ているのですが、最終的な契

約金額には見積金額の隣に薄いピンクの部分に消費税を加えたかたちで、最

終的な委託契約金額が積算されていました。ということは、基本的にこの見

積金額と委託契約金額がずっと同じ金額できていたとみます。なぜ、このよ

うな同じ金額が出てきたのかということが疑問ですので、どういうやり方を

してこのようになっているのか、後でご説明いただければと思います。２点

目の疑問点ですが、一番右側の摘要欄に黄色の部分があります。これは、発

注決議書の契約方法の根拠の契約理由を一者特命随意契約にした理由が書か

れている項目です。この事業については、全ての契約の根拠がここに書かれ

ているように、月形町財務規則第１４０条の２第１項第１号という項目です。

一番下に財務規則について書いてあります。ここに書かれている根拠となる

部分を読ませていただきます。第１４０条の２ 予算執行者等は、随意契約

に付するときは、２人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、１人の者から見積書を徴するものと

する。（１）契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。これ

に当てはまるということで、ここに色々と書かれているわけですが、この黄

色い部分に書かれているのは、当社に４ｔトラックを購入させＨ１６からＨ

２０までの５年間償却期間があるため特命とするという書き方をされていま

す。基本的にこの委託業務は単年度契約です。なぜ、単年度契約なのに５年

間の償却期間があるため特命とするのかということが疑問です。それから、

本来この４ｔトラックは、資料４の仕様書・契約書の記載事項・抜粋で出て
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きますが、それによって業者が用意することになっているわけですが、この

償却期間があるから特命とすることが特命の理由になるのかという疑問があ

ります。これが２点目の疑問です。３点目の疑問として、同じ摘要欄ですが、

黄色の部分から上を三色に塗り分けてあります。単年度ごとに理由が書かれ

ているのですが、大体同じような内容で「近隣に最終処分場の施設管理資格

者を有している業者がいない。」あるいは「近隣に最終処分場の施設管理資格

者を有しており、」という書き方をされています。平成２６年度の欄では「近

隣に最終処分場の施設管理資格者を有しており、本町の最終処分場の維持管

理を受託可能な事業所がないこと。長年当町の収集業務に従事しており、収

集経路・収集場所・施設設備の維持管理等に精通しているため、一者特命と

する。」という書き方がされております。この後半「長年当町の収集業務に従

事しており、」とありますが、他の事例を見ても長年それを請負っているから

一者特命にするという理由は、一者特命の理由にはなじまないということが、

他の町の指摘事項に上がっていて、なぜかというと、収集経路・収集場所・

施設設備の維持管理等については、基本的にマニュアルがあればそれで十分

引き継げる内容であるという程度のことなので、それを根拠に一者特命とい

うのはなかなか難しいと書かれています。それから「近隣に最終処分場の施

設管理資格者を有しており、本町の最終処分場の維持管理を受託可能な事業

所がないこと。」と書いてあります。月形町にはなくて富士工業は美唄の会社

ですが、近隣はどこまでを指しているのか分かりませんが、例えば岩見沢市

にもそれと同じような業者はありますし、岩見沢市の中でも北村にもあり、

なぜ、このことが直接その相手しかないのか。第１４０条の２第１項第１号

にある契約の相手方がそこしかないという理由になるのか。その理由が分か

りませんので、そこをお答えいただきたいと思います。資料１については、

それだけです。資料２に入ります。資料２は、委託業務発注決議書の中の積

算内訳から取った数字です。見積書は大きな金額しか私には提示されません

でしたので、細かい資料を見るためには発注決議書を見るしかありませんで

した。私が疑問に思っているのは、平成２１年度です。これは、パッカー車、

２ｔトラック、４ｔトラックの非課税経費ということで、自賠責保険、重量

税、印紙代、任意保険、自動車税がそれぞれ年次で各車にいくら支払われて

いたのかというデータです。前回の説明でもお分かりのように平成２１年度

までは業者がパッカー車、２ｔトラック、４ｔトラックを所有してそれを町

に提供していました。平成２１年度にパッカー車と２ｔトラックは新しい車

に入れ替えたということで、新しい車は町の所有車輌という関係から自賠責、

重量税などがゼロの記入となっています。４ｔトラックは平成１６年度に購

入してそのまま継続して同じような形態になっています。問題になるのは、
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平成２１年度で取得日を財産に関する調書より見ますとパッカー車は平成２

１年９月１５日、２ｔトラックは平成２１年１２月１４日でした。平成２１

年度途中に車を入れ替えたということは、契約書の変更契約書がありました

ので、それについては問題ないのですが、パッカー車の経費が年度当初は３

台保有していることになっているのに全部抜けていたのかということがちょ

っと分からなったので、そこの説明を受けたいと思います。資料２は以上で

す。資料３になります。車輌経費：課税分です。これは、パッカー車、２ｔ

トラック、４ｔトラックと燃料及び維持費というかたちで構成されています。

パッカー車、２ｔトラックについては、平成２１年度までの車検費、車検代

行手数料の項目、２ｔトラックについては、平成２１年度まで計上されてい

ます。４ｔトラックについては、車検費と車検代行手数料の他に平成１６年

度から平成２０年度まで車輌償却費が計上されていました。それから、燃料

及び維持費については、燃料費（３台分）というかたちで金額が計上されて

います。これも途中で書式が変わっていて平成１５年度から平成１８年度に

ついては、単なる燃料費という書き方で、どこの部分までを指すのかちょっ

と分かりません。それから、平成１９年度からは燃料費の所に（フォークリ

フト分）と別に書かれていました。補修費については、ずっと計上されてい

るのですが、平成１５年度１９万円、平成１６年度９８万６,９００円になっ

ていましたが、平成１７年度４０万円、平成１８年度から以降は６０万円計

上されています。その他パッカー車維持修理費ということで、平成２０年度

までということなので業者が所有しているパッカー車あるいは２ｔトラック

の修理費がここに計上されています。まず、この中で最初に疑問に思ったの

は、燃料費ですが、資料４を見ていただきたいのですが、下の所に無償貸与

車両、施設及び貸与用具等一覧表が仕様書に付いているわけですが、その中

に貸与車両としては、（１）町所有貸与車両、甲というのは町ですが、町が任

意自動車損害賠償保険に加入する車両として、トラッシュローダー、タイヤ

ショベル、フォークリフトが書いてあります。（２）町所有貸与車両、これは

町が貸与しているけれど業者が任意の保険に加入している車両として、パッ

カー車、２ｔトラックが書いてあります。これは平成２２年度から平成２６

年度です。その他に町リース貸与車両として、油圧ショベルがあります。不

整地運搬車は年次が区切って書かれていて、油圧ショベルも年次によっては

冬期間のみというかたちで、これが町の貸与している車両です。この他②契

約書（車両の貸与等）の５番、薄紫色の部分ですが、乙というのは業者です

が、業者は貸与車両、先ほど書いてあった全体の１番の貸与車両以外の車両

について別に定める仕様書により配置するものとする。ということで、右側

に仕様書（車両等の配置）という項目があります。第６条 業者は町が貸与
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する以外の車両について配置するものとする。ということで（１）収集車両

は、４ｔトラック車とし、町が指定する色に車体塗装を行い、指定する文字

を明記する。からずっと書かれていて、これは４ｔトラックを町が業者で用

意しなさいという中身が書いてあります。一つ前に戻っていただきます。資

料３で今、貸与車両と業者が用意する車両が色々あるのですが、その中で燃

料費として発注書で町が後でお金を払うということで、燃料費（３台分）と

燃料費（フォークリフト分）と分かれていますので、なぜ、ここだけ分けて

払うようになっているのか、その理由を知りたいと思います。６点目の質問

として、燃料費の見積りをどのように出しているのか、疑問に思います。実

は、平成１９年度の詳細な見積書を入手することができました。平成１９年

度は資料１を見ると分かるのですが、委託契約金、見積金額、積算額全て同

額になっていますので、私が持っている資料は見積書の詳細ですが、中身は

積算額と同じになることではないかと考えます。分かっている数字は同じだ

ったので、詳細を見ると燃料費の積算の内訳には、燃料費（３台分）、軽油、

月２,５００ℓに１１６円を１２箇月で乗じた金額が書いてありました。一方、

燃料費（フォークリフト分）、ガソリン、月３０ℓに１１６円を１２箇月で乗

じた金額が書いてあり、同額でそれは単価になり、その他月を乗じて計算さ

れていると思いますが、最終的な金額は同じになっていました。私が持って

いる資料は平成１９年度だけだったのですが、それ以降については、どのよ

うな積算の仕方をしているのか。先ほど言ったように金額的に軽油とガソリ

ンを同額で見積もられていることも疑問です。それから、燃料の積算は何ℓ使

っていてどのようになっているのかも分かりませんので、それも教えていた

だきたいと思います。７点目の質問は、資料４に戻りますが、一番上に①仕

様書（精算行為）という項目があります。平成２２年度から平成２５年度の

みにこのことが書かれていたわけですが、①仕様書（精算行為）第８条 委

託業務にかかる次の経費については、実績に応じて委託料の最終支払い月に

精算するものとする。ということで、（１）貸与車両及び収集車両等に係る燃

料（２）収集車両補修費という書き方がなされています。資料３に戻ると、

濃い青と濃い緑の部分がそこに当たるのですが、支出命令票が付いていて、

そこを見る限り４月から毎月定額で最後の月まで支払いになっていて、精算

された痕跡を見つけることができませんでした。もしかしたら私の持ってい

ない資料があるかもしれないので、それも含めてお答えいただきたいと思い

ます。８点目、これが最後の質問になるのですが、資料３の緑色の右側２列

にパッカー車と２ｔトラック維持修理費が書かれています。これは平成２０

年度以前ですので、業者が所有するパッカー車と２ｔトラックの修理費にな

るのですが、先ほど資料４の右側に仕様書（車両等の配置）（４）収集車両の
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修理は、乙、いわゆる業者の経費負担において行うものとする。と書かれて

いたのですが、ここではパッカー車と２ｔトラックの修理経費が毎年度計上

されていました。古くなったから平成２１年度に入れ替えたという説明が前

回ありましたので、これだけ修理経費がかさんでいたからそのようになると

思いますが、元々、業者が準備して提供する車両と言われながら、この維持

修理費を町で全部みているということは、町の所有車両と富士工業の所有車

両と何が違うのか。町がどこまで支払って業者がどこまで支払うのか区分け

がちょっと私には曖昧で分からなったので、そこの説明をお願いしたいと思

います。ということで、今、たくさんのことだったので、もう一度、整理さ

せていただきます。お伺いしたいのは、１点目は、資料１の見積書等の金額

が一致していることの理由をお願いします。２点目は、平成１８年度の一者

特命の理由、適用の枠に書いてある黄色の部分の理由がなぜこのようになっ

ているのか説明をお願いします。３点目は、平成１９年度から平成２６年度

までの一者特命の理由、黄色の部分の上の所に色々と書かれていますが、先

ほど私が説明したようにこの文言だと必ずしも相手が一者に特定されないと

思いますが、そこはどのような見解があってこのようになっているのか、お

伺いしたいと思います。４点目は、資料２の平成２１年度の車両経費の取り

扱いについて、特にパッカー車の部分がずっとゼロできていることがよく分

からなったので、お願いします。５点目は、資料３の燃料費の町所有車と業

者所有車と色々な車がある中で、この４台についてこのように支払われてい

るのは理由があって振り分けていると思いますが、その理由をお願いします。

６点目は、燃料費の見積方法について。７点目は、燃料費と補修費の精算に

ついて。８点目は、業者所有車両の修理費を捻出しているわけですが、それ

と町所有車両との違いは何か。この８点について、お答えいただきたいと思

います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 まず、お答えさせていただきます。今までの一般質問

の通例として、質問内容がはっきりしていて、それに対して私たちは答弁書を

作成、検討しながらきていたというのが事実であります。今ほどの１点目から

８点目の質問については、今、聞いた質問ですので、これらについては、担当

から答えられるものについては、答えていきたいと思います。ただ、この通告

書から様々な問題があったということで、９月の決算特別委員会で宮下委員の

発言、そして「ゆみこの議員活動報告書１２」の２つの中で、大きな問題点と

しては、一者特命随意契約を３０年続けてきたことに対する違法性があったの

ではないかということだったので、それについては、私からまず答えさせてい

ただきたいと思っています。ただ、これついては、今ほどの具体的な質問に対
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する答えではありませんが、この一般質問通告書を読みながら、今までの通例

でいくとこのようなかたちになるとご理解していただきたいと思います。議長、

そのようなことで答弁させていただいてよろしいでしょうか。 
○ 議長 堀  広一 はい。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 これまでの塵芥収集処理業務についての経緯について

説明させていただきます。月形町の一般廃棄物収集処理及び衛生センター維

持管理業務についてですが、本町では、昭和５９年までは一般廃棄物収集と

最終処分場の維持管理いわゆる塵芥収集処理業務については、町直営で実施

しておりました。昭和６０年５月１日からは、より良い住民サービスになる

よう直営から民間委託に変わり、昭和６０年度の初回は２者による見積り合

わせを実施して委託業者を決定しております。その後、昭和６１年度以降に

ついては、昭和６０年度に落札した業者を毎年指名して見積り合わせを実施

して随意契約で業務を委託契約し、平成２６年度まで約３０年間委託業務を

続けてまいりました。随意契約についてですが、本年９月の平成２６年度決

算特別委員会において「委託業務を約３０年間に渡り一者特命での随意契約

をしてきたのはなぜか。」という質問がありましたが、地方公共団体が締結す

る契約は、原則、一般競争入札としており、随意契約を含めたその他の方法

による契約は例外的な方法とされております。随意契約とは、地方自治法に

より地方公共団体が競争の方法によることなく任意に特定の者を選定し、そ

の者と契約を締結することを言いますが、随意契約は、一般競争入札を原則

とする地方公共団体の契約方法の特例とされており、この随意契約によるこ

とができる場合として地方自治法施行令により９つの要件のいずれかに該当

する場合に限るとされ、そのうちの一つとして随意契約を行うことができる

場合として、契約業務は性質又は目的が競争入札に適さないものについて契

約するときは、随意契約を行うことができるとされております。月形町の一

般廃棄物の収集処理及び衛生センター維持管理業務は、その性質又は目的が

競争入札に適さないものとするときの規定に該当するものとして、月形町財

務規則第１４０条の２第１項第１号の規定による契約の目的又は性質により

契約の相手方が特定されるものとして一者特命による随意契約としてきたと

ころであります。更に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により一

般廃棄物の収集、運搬又は処理を市町村以外の者に委託する場合の基準とし

て、その法律の施行令第４条第１項第１号において、受託者が受託業務を遂

行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする

業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。と規定しており、これ

は、法律が経済性よりも業務の遂行の正確さを重視していると解されるもの
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であり、このことからも地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号のそ

の性質又は目的が競争入札に適さないものとするとき。の規定を適用し、随

意契約としているところであります。今回の塵芥収集処理及び衛生センター

維持管理業務は、収集業務や衛生センターの適切な管理を実施するため、業

務の確実な履行を重視し道路網や取集日、収集時間、分別区分を熟知してお

り、収集所の清潔さへの配慮等についても十分な能力を有していることから、

長年に渡り同一業者に委託してきたもので、長期に渡り同一事業者に委託す

ることは、業務の実行性という点から随意契約を実施してきたものであり、

業務の実施の実行性を担保できる業者を選定させていただいており、平成２

６年度までは単に経済的な理由により競争入札を実施することではなくて随

意契約としてきたものであります。少なくともその判断に合理性があると考

えており、また、地方公共団体の裁量の範囲を逸脱したものではないと考え

ております。平成２６年度以前の各会計の決算についても決算認定をいただ

いておりますので、問題がないと思っているところであります。ただ、今ほ

どの１点目から８点目の質問がありますので、それらについては、後ほど、

担当から答えさせます。また、これについては、９月の決算特別委員会にお

いて塵芥収集及び衛生センター管理業務の一者特命随意契約について質問が

あり、その後、宮下議員の「議員活動報告書１２」等の中に法令違反ではと

いう疑問符を付けながらの表現がありましたので、私たちとしては、これが

法令違反かどうか確認を実は北海道町村会顧問弁護士の弁護士法人佐々木総

合法律事務所の佐々木泉顕弁護士に法律相談しており、その結果「貴町が塵

芥収集及び衛生センター管理業務を一者随意契約で民間委託したことについ

ては、違法性がないものと考えます。」との報告をいただいたところでありま

す。その理由として「普通地方公共団体が締結する契約は、一般競争入札の

方法が原則であり随意契約を含めその他の方法による契約の締結は例外的な

方法とされております。地方自治法第２３４条第１項第２項の規定です。そ

して、同法施行令第１６７条の２第１項第２号は、随意契約の方法による契

約が可能な場合についてその性質又は目的が競争入札に適さないものとする

とき。と規定しているところ、最高裁判例では、同規定の該当性について単

に競争入札の方法によることが不可能又は著しく困難かによって決するので

はなく、当該契約の目的内容に相応する質力・信用・技術・経験等を有する

相手方を選定し、その者との間で契約を締結する方法を取るのが、当該契約

の性質に照らし又はその目的を達成する上でより妥当でありひいては当該普

通地方公共団体の利益の増進につながる場合かどうかによって決せられると

され、その判断において普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量に委

ねられるべきものとしております。一般的に塵芥収集及び衛生センター管理
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業務は、その特殊性として衛生・美観・臭気等の問題への配慮が必要であり、

また、カラスや猫等による散らかしを防止するためにも短時間での効率的な

収集が必要です。従って、業務の確実な履行を重視し業務を遂行するに足る

施設を有し道路網や取集日・収集時間・分別区分を熟知しており、収集所の

清潔さへの配慮等についても十分な能力を有する業者に委託することには合

理性が認められます。過去の裁判例においても塵芥の収集運搬業務委託契約

において随意契約の方法によることが地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第２号の定めるその性質又は目的が競争入札に適さないものとするに該当

するとして、適法との判断がなされているのが複数あります。貴町が業者と

交わしてきた業務委託契約についても特命理由・収集経路・収集場所・施設

設備の維持管理等に精通している等の記載を拝見する限り、業務の実施の実

行性という点から、随意契約としてきたものと言えますから、少なくともそ

の判断については合理的裁量の範囲を逸脱したものとは考えられません。従

いまして、一者随意契約とした判断に違法性はないものと考えています。」と

の意見をいただいたところであります。もう１点、これも平成２６年度決算

特別委員会において「監査委員からの意見書には委託料が高止まりしている。

委託料全般の見直しが必要。」との指摘ということで、これは「ゆみこの議員

活動報告書１２」の中で記載がありました。一般廃棄物収集処理及び衛生セ

ンター維持管理業務の委託料については、平成２５年度と平成２６年度のこ

の２箇年でありますが、一者特命随意契約時の委託金額の積算は、前年度予

算編成時に業者から徴収する参考見積りを参考として委託額を積算しており

ます。これを、道の公共土木等の単価を参考にして積算した委託金額と比較

すると、平成２５年度は約２３％金額にして７０５万円、平成２６年度は約

３２％金額にして９５８万１,０００円の道単価を使用した方が高くなること

が試算で出ていることから、委託金額の積算は低く抑えられていると考えて

いるところであります。以上、この２点については、９月決算特別委員会、

その後の「ゆみこの議員活動報告書１２」の中で宮下議員の言われたことに

ついては、私から答弁させていただいたところです。今ほどの１点目から８

点目の質問については、資料については朝から配付されておりましたが、質

問内容については、今ここで質問を受けたというところで、全く準備時間が

ないわけですから、一つには住民課長の他に住民課長補佐にも出席いただく

ことをお許しいただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 はい。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 そして、個々の質問については、担当から説明させま

す。 
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○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ２時４８分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 ３時００分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ３時００分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 ３時４５分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。会期の延長についてを日程に追加

し、追加日程１番とし、議題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」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって、会期延長についてを

日程に追加し、追加日程１番として議題とすることに決定いたしました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ３時４６分休憩） 
○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 ３時４７分再開） 
 
◎ 追加日程１番 会期の延長について 
○ 議長 堀  広一 追加日程１番 会期の延長についてを議題といたしま

す。 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。今定例会の会期は、１２月９日の

１日間としていましたが、議事の都合により１４日まで５日間延長したいと

思います。これにご異議ごさいませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって、会期について１４日

まで５日間延長することに決定いたしました。 
 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。１２月１０日、１１日は会議規則

第１０条第２項の規定により、１２日、１３日は、会議規則第１０条第１項

の規定により休会といたします。これにご異議ございませんか。（「異議なし」

の声あり） 
○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認めます。よって、１２月１０日、１１

日は会議規則第１０条第２項の規定により、１２日、１３日は、会議規則第

１０条第１項の規定により休会といたします。なお、１４日は午前９時に開

会いたします。本日はこれをもって延会いたします。    
（午後 ３時５０分延会） 


