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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開会の宣告 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。欠席議員の報告をいたします。 

15番、日向寺君から一身上の都合により、本日の臨時会を欠席する届出が提出されております

ので報告いたします。 

 ただいまの出席議員数は、19 名です。定足数に達していますので、平成 29 年第５回新ひだか

町議会臨時会を開会いたします。 

                                  (午前 ９時３０分) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開議の宣告 

○議長(細川勝弥君) これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 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 127条の規定により、２番、志田君、３番、渡辺君を指

名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会期の決定 

○議長(細川勝弥君) 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。本臨時会の会期は、本日１日に決定いたしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日に決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎行政報告 

○議長(細川勝弥君) 日程第３、行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

          [町長 酒井芳秀君登壇] 

○町長(酒井芳秀君) おはようございます。それでは、行政報告を申し上げますので、お手元の資

料をごらんいただきたいと思います。 

 初めに、台風 18 号による被害状況についてであります。９月 18 日の台風 18 号による暴風の

被害状況は記載のとおりであります。 

 １枚おめくりください。低気圧による被害状況についてであります。９月 24日の低気圧による

大雨の被害状況は、記載のとおりであります。 

 次のページへまいりまして、工事にかかわる契約の締結についてであります。仮契約をしてお

りました工事について、記載のとおり、契約を締結いたしました。 

 次に、工事にかかわる入札等の執行についてであります。記載のとおり、７件の工事にかかわ
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る入札等を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 １枚おめくりください。委託業務に関わる入札の執行についてであります。記載のとおり、２

件の委託業務にかかわる入札を行いました。なお、詳細は別添資料のとおりであります。 

 最後に、資料にはございませんが、改葬業務確認請求事件についてご報告をさせていただきま

す。先日、テレビや新聞報道等もありましたが、平成 29 年 10 月 19 日付で新ひだか町を被告と

する改葬義務確認請求事件が、札幌地方裁判所に提訴され、11月６日に本町において訴状を受理

いたしました。すなわち一昨日の受理ということでございます。原告が、札幌市中央区大通西 13

丁目、弁護士法人 市川守弘法律事務所内、コタンの会代表  清水ゆうじ  氏です。請求の

趣旨は、昭和 30年から昭和 31年の静内駅前アイヌ墓地改葬事業及び昭和 46年から昭和 47年の

豊畑共同墓地改葬事業に伴い、北海道大学が発掘し、同大学が所持した遺骨計 193 体について、

新ひだか町が配送義務を負うことを確認するというものでございます。町といたしましては、今

後訴状の内容を精査し、対応を協議いたしてまいりたいと考えております。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 次に、教育委員会の行政報告を行います。 

 教育長。 

          [教育長 髙野卓也君登壇] 

○教育長(髙野卓也君) おはようございます。教育行政報告を申し上げます。 

 ９月 20 日に新ひだか町図書館三石分館図書購入資金として、現金 200 万円のご寄付をいただ

きました。寄付者は、新ひだか町三石蓬栄、幌村建設株式会社 代表取締役 幌村 司氏であり

ます。寄付者のご厚志に感謝申し上げ有効に使用さしていただきます。 

 以上、申し上げまして教育行政報告といたします。 

○議長(細川勝弥君) 行政報告の質疑については議案審議後といたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎報告第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第４、報告第１号 専決処分の報告について(平成 29年度新ひだか町一

般会計補正予算(第４号))を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 

○総務課長(藤沢克彦君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号についてご説

明をいたします。 

 報告第１号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第 179 条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもので

ございます。 

 １枚おめくりください。平成 29年専決処分第５号 専決処分書でございます。専決処分年月日

は、平成 29 年９月 25 日でございます。専決処分の内容でございますが、平成 29 年度新ひだか

町一般会計補正予算第４号でございまして、10月 22日に執行されました第 48回衆議院議員総選

挙及び第 24回最高裁判所裁判官国民審査に係る経費について追加補正したものでございます。９

月 25 日に、衆議院の解散表明があり、10 月 10 日公示、22 日投票の見通しとなりました。ポス

ター掲示場の設置は、公示日の前日までに完了しなければならず、また数々の事務手続について
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も早急に行う必要があったことから、準備期間を確保するため、専決処分を行ったものでござい

ますので、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、一般会計補正予算の内容をご説明いたしますので、もう一枚おめくりください。平

成 29 年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)でございます。平成 29 年度新ひだか町の一般会

計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,726

万 8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 163億 3,080万 8,000円にしよう

とするものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の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、第１表のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。一般６ページをお開きください。３ 

歳出でございます。２款総務費、４項選挙費、３目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査費に 1,726 万 8,000 円を追加しようとするものでございます。事業目１、衆議院議員総選挙

及び最高裁判所裁判官国民審査経費でございますが、選挙当日に係る投票所の経費、開票所の経

費のほか、２カ所の期日前投票所の経費、ポスター掲示場の経費、啓発活動に係る経費などにつ

いて、記載の経費を追加計上してございます。また、財源につきましては、衆議院議員総選挙及

び最高裁判所裁判官国民審査委託金、道委託金となりますが、こちらを同額充当してございます。

なお、一般７ページに給与費明細書を添付しておりますが、説明は省略をさせていただきます。

後ほどご覧いただきたいと思います。１枚お戻りいただきまして、一般５ページをお開きくださ

い。２ 歳入でございます。今回の補正の財源につきましては、歳出でご説明したとおり、衆議

院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金でございまして、この委託金につきましては、

今後、北海道から歳出等の決算見込み額等により、正式決定されることとなりますので、次回以

降の補正予算について精査をさせていただきますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上で一般会計補正予算の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、報告第１号 専決処分の報告について(平成 29年度新ひだか町一般会計補正予算(第

４号))を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号は、承認することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎報告第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第５、報告第２号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解

及び損害賠償の額の決定について)を議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 大久保生活館環境課長。 

          [生活環境課長 大久保信男君登壇] 

○生活環境課長(大久保信男君) おはようございます。ただいま上程されました報告第２号につい

てご説明申し上げます。 

 報告第２号は、専決処分の報告についてでございます。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償

の額の決定につきまして、地方自治法第 180条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をし

たので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

 １枚おめくりください。専決処分書でございまして、処分年月日は、平成 29 年 10 月 10 日、

専決処分第６号として専決処分したものでございます。 

 次のページをお開きください。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定についてでご

ざいます。新ひだか町は、平成 29年８月 30日に発生した下記損害賠償請求事件において、下記

のとおり、相手方と和解するものでございます。損害賠償請求事件の概要でございますが、本件

につきましては、平成 29 年８月 30 日午前 10 時ごろ、静内霊園内において、町有林の倒木によ

り相手方所有の墓石の外柵等を損傷させたものであります。和解の相手方及び損害賠償の額につ

きましては、新ひだか町静内中野町２丁目 10番 10号、齊藤利信氏につきましては、新ひだか町

の賠償額３万 2,400 円で、新ひだか町静内清水丘２番９号公営住宅８－30、井上千春氏につきま

しては、新ひだか町の損害賠償額１万 0,800 円で相手方と和解するものでございます。過失割合

は、町が 10、相手方ゼロであります。今回の事故につきましては、霊園敷地内の町有林１本の倒

木によるもので、当日は風もそれほど強いものではありませんでしたが、木の根元部分の腐敗に

より、倒木となったものでございまして、事故発生後、霊園内を点検し、危険性のあると思われ

るもの数本の処置対応を実施しております。今後このような事故が発生しないよう、施設内の管

理につきまして、十分注意を払い、安全確認の励行に努めてまいります。大変申しわけありませ

んでした。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、報告第２号 専決処分の報告について、損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額

の決定についてを採決いたします。 

 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」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号は、承認することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第６、議案第１号 平成 28年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、８名の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、こ
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れに付託して審査することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案については、８名の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査することに決定いたしました。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第２

項の規定により、２番、志田君、６番、北道君、７番、進藤君、９番、田畑君、12 番、池田君、

13 番、福嶋君、17 番、城地君、19 番、谷君。以上、８名を指名いたしたいと思います。ご異議

ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました８名の諸君は、決算審査特別委員に選任することに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。決算審査特別委員会については、事件名を平成 28年度新ひだか町の各会計

決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会については、事件名を平成 28年度新ひだか町の各会計決算に関す

る事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしました。 

 休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長の互選を願います。暫時休憩いたします。 

          休憩 午前 ９時５０分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１０時１６分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き。会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。休憩中に決算審査特別委員会において、委員長、副院長の互選が行

われ、その結果の報告が議長の手元にまいりましたので報告いたします。 

委員長に 17番、城地君、副委員長に 19番、谷君。以上のとおり互選された旨の報告がありま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎行政報告に対する質疑 

○議長(細川勝弥君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項のみについて質疑願います。 

 ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) 入札の関係でちょっと聞きたいんですけども、これ最近ずっと何年もそうな

んですけどもね、この入札の落札金額がこの予定価格に対して、10パーセント前後と非常に上の

ほうに幅の狭いところで落札されております。最低制限価格きっちりというのもたくさんありま

すけどもね。何となく大きい事業ほど、予定価格に近い金額で落ちていると。だから、これ最近、

何年もこうだからこういうものなのかちょっとわかりませんけども、過去にはやっぱり 20パーセ
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ントだとかそれぐらいのあれがなかったら、競争していないんでないかというようなこともあっ

て、随分神経使っていたんですけども、最近はずっとこういう 10パーセント前後のところで、上

のほうの価格のそういう割合で落札されているんですけど、これ事務的なことは結構です、ちょ

っと町長の感想だけ聞かせてもらえば、今回は結構ですから、これについてどう思っておるかち

ょっとお願いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) お答えいたします。ただいまご質問の予定価格に対して、最低制限価格が設

定されておりますけども、かつての状況と最低制限価格付近の落札もございますけども、最近は

その予定価格の多いほうに、いわば近い落札となっているのではないかというご指摘かと思いま

す。これにつきましては、ここのところ、そういう状況の落札が多いと言えば、そのとおりだと

思います。このことに関しましては、私どもも特に調査等は行なっておりません。で、こういっ

た状況について、競争原理が働いてるのかどうかというご指摘だと思いますけど、これにつきま

しては、私も他の自治体ではどうなってるのかなというようなところも、頭に浮かびますが、そ

ういったことも含めて何かとるべき対策と言いますか、そういったものがあるのかどうかという

ことについて、なかなか難しく、また微妙な話ではありますけれども、今のご指摘を受けまして、

町内で協議させていただいて、何らかのいわば手が打てるならば、そういったことに取り組んで

まいりたいと、このように考えております。 

○議長(細川勝弥君) ３番、渡辺君。 

○３番(渡辺保夫君) わかりました。それで、結局のとこはこの最低制限価格が、底上げされるこ

とによって、予定価格との感覚が狭いからこういうことになるのかもしれませんけども、金額の

高いやつほど、なんか上のほうで落ちてるような気するもんですから、そこら辺ちょっと再度検

討していただきたいと思います。終わります。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) はい。今の質問、ご答弁聞いて、町のほうは私は入札したから、いわゆる

優秀な積算パソコンですか。あれやっているから、私は仕方ないと思うんですよね。町の答弁、

今まででの答弁から言ったらですよ。それは、私も疑問に思うことは、疑問に思いますけど、そ

れ以外にちょっと質問したいのは、確認したいんですけども、５ページから７ページ、８ページ

までですか。予定価格が最低制限価格が百円ないし十円単位になってるんですよね。ところが、

入札者は見たら全部千円単位で落札しているんですよ、入札ね。だから、これ、町のほうでは、

今回は最低制限価格いくらとはもちろん広告しませんよ。最低制限価格は百円ないし十円単位だ

ということは通知しないんですか。普通はこれ最低性格でないと、入札して、最低制限価格が千

円単位なのか、町は一円単位まで最低のときにはそれやっているはずですから、この入札につい

ては、最低制限価格は金額じゃないですよ。単位は千円じゃなくて、最低制限価格は百円だとか

十円だとかっていうのは、普通そういうことを通知するのが親切なものと思うんですけども、こ

れについてはしているのかどうか。これについてお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) お答えします。最低制限価格の単位の話になりますけども、これに

つきましては一円単位にしたのは、平成 24年度から一円単位ということで、それまで千円単位で
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こう切っていたものを一円単位まですることによって、最低制限価格と同額入札、これが回避で

きるのではないかということもあって、そのようにさせていただいてます。そして、その一円単

位にした通知につきましては、業者にホームページでも公表してますし、年に一度、当初、入札

制度の変更があった場合については、業者にお知らせすることとしてます。これ指名通知ととも

に、そういうお知らせもしておりますので、業者には、そういった形で通知は、毎年入札制度の

変更についてもしてますし、当然、最低制限価格の変更、端数の関係の変更についても、これは

業者に対して通知はしてございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) それなら、業者にしてるなら、それで結構なんですけども、このとおり千

円単位でやっていくと、業者に徹底的に、業者のほうに十分な通知というか、が無いから、この

業者のほうは千円単位で入札しているような気がするんですよね。ですから、この単位について

は、百円、千円単位で最低制限価格を取る場合もあるしね、入札で。あるいは、百円単位、十円

単位でやるんで、親切な、この入札については千円単位でやるよと、最低制限価格で。あるいは、

この入札については百円単位でやりますとか、十円単位でやりますとかっていうのを、そのため

の入札について、私はした方がより親切だし、入札についてももっと業者について、入札につい

て、理解を得れると思うんですけども、どうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) その都度、その端数について通知した方が良いのではないかという

ことですよね。まず予定価格設定するときには、当然、積算基準に基づいてそれぞれ設計をして、

現在歩切りということはできませんので、設計額がそのまま予定価格になってございます。で、

これにつきましては、基本的にはそれぞれのちょっと部局によって、ちょっと端数処理の仕方が

ちょっと違うところもあるんですけども、予定価格で一円単位まで出るということはございませ

ん。８パーセント、消費税かけた後に一円単位になるということは稀にあるかもしれませんけど

も、税抜き価格で積算した場合については、これは端数整理をしてますので、そこで一円単位に

なるということは無いです。で、それから、最低制限価格の率、これについては工事であれば、

予定価格の 0.7から 0.9の間に入ってきます。で、土木工事であれば、この 0.7から 0.9の間にあ

る程度入ってきます。そういった場合については、土木工事については一円単位の最低制限価格

になるという確立が高いことになります。ただ、建築系でいきますと、この 0.7から 0.9の幅を、

0.9を超えるケースが多いものですから、結局、予定価格掛ける 0.9が最低制限価格ということに

なりまして、これは建築でいくと端数が出てこないケースのほうが高くなります。それをいちい

ち業者に、いちいちと言うか、その都度ちょっと通知するというのはちょっとできないのかなと

いうふうに、実務的にはちょっと無理なのかな。で、計算式、今言った計算式につきましてはホ

ームページとか、制度改正があれば、その都度業者に周知してますので、これ以上のちょっと周

知は、ちょっと難しいのかなというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎閉会の宣告 
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○議長(細川勝弥君) これで本日の日程は、全部終了いたしました。会議を閉じます。 

 以上で第５回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

                                  (午前１０時２８分) 


