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平成２６年余市町議会第２回定例会会議録（第４号）

開 議  午前１０時００分 

閉 会  午後 ４時２４分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２６年６月１７日（火曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議             

平成２６年６月２０日（金曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１７名）       

  余市町議会議長 １７番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 
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      〃      ５番 溝 口 賢 誇 
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      〃     １６番 安 宅 俊 威 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  川 村   真 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  細 山 俊 樹 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  高 橋 良 治 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  小 俣 芳 則 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 
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  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  越 智 英 章 

  庶 務 係 長  枝 村   潤 

〇議 事 日 程            

      議長の諸般報告          

  第 １ 総務文教常任委員会中間報告    

  第 ２ 議案第 ２号 古平町の旅券交付申 

      請及び交付に関する事務の受託につ 

      いて               

  第 ３ 議案第 ３号 仁木町の旅券交付申 

      請及び交付に関する事務の受託につ 

      いて               

  第 ４ 議案第 ４号 北海道市町村総合事 

      務組合規約の変更について     

  第 ５ 議案第 ５号 北海道町村議会議員 

      公務災害補償等組合規約の変更につ 

      いて               

  第 ６ 議案第 ６号 町有財産の取得につ 

      いて               

  第 ７ 報告第 １号 株式会社北後志第一 

      清掃公社の第３７期（平成２５年度） 

      経営状況の報告について      

  第 ８ 報告第 ２号 株式会社余市振興公 

      社の第２３期（平成２５年度）経営 

      状況の報告について        

  第 ９ 報告第 ３号 株式会社まほろば宅 

      地管理公社の第３期（平成２５年度） 

      経営状況の報告について      

  第１０ 選挙第 １号 後志教育研修センタ 

      ー組合議会議員の選挙について   

  第１１ 推薦第 １号 余市町農業委員会委 

      員の推薦について         

  第１２ 意見案第１号 核兵器全面禁止のた 

      めの決断と行動を求める要望意見書 

  第１３ 意見案第２号 地方財政の拡充を求 

      める要望意見書          

  第１４ 意見案第３号 林業・木材産業の成 

      長産業化に向けた施策の充実・強化 

      を求める要望意見書        

  第１５ 意見案第４号 過労死等の防止に関 

            する総合的な対策を求める要望意見 

            書                   

  第１６ 意見案第５号 労働者派遣法改正及 

      び労働時間上限撤廃など労働法制改 

      悪に反対する要望意見書      

  第１７ 意見案第６号 総合的、体系的若者 

      雇用対策を求める要望意見書    

  第１８ 意見案第７号 中小企業の事業環境 

      の改善を求める要望意見書     

  第１９ 意見案第８号 鳥獣の捕獲促進体制 

      強化の速やかな実施を求める要望意 

      見書               

  第２０ 意見案第９号 平成２６年度北海道 

      最低賃金改正等に関する要望意見書 

  第２１ 意見案第１０号 ＴＰＰ交渉からの 

      即時撤退を求める要望意見書    

  第２２ 意見案第１１号 地域包括ケアシス 

      テム構築のため地域の実情に応じた 

      支援を求める要望意見書      

  第２３ 意見案第１２号 「消費税１０％」 

      実施の中止を求める要望意見書   

  第２４ 意見案第１３号 集団的自衛権に関 

      する憲法解釈の変更に反対する要望 

      意見書              

  第２５ 意見案第１４号 教育委員会制度改 

      悪にかかわる要望意見書      

  第２６ 議員の派遣について        

  第２７ 閉会中の継続審査調査申出について 
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開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26年余

市町議会第２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事の取り扱い上、議会運営委員会開催のため

暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０１分 

再開 午前１０時１９分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど本会議休憩中に議会運営委員会が開催さ

れましたので、その結果について委員長からの報

告を求めます。 

〇４番（藤野博三君） 先ほど本会議休憩中に委

員会室におきまして議会運営委員会が開催されま

したので、その審議経過並びに結果につきまして

私からご報告申し上げます。 

 委員８名の出席がありましたことをご報告申し

上げます。 

 今回審議されました内容につきましては、追加

案件についてであります。新たに追加されました

案件は、委員会中間報告１件、選挙１件、推薦１

件、意見案14件、議員の派遣について、閉会中の

継続審査調査申出についてで、他に議長の諸般報

告であります。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第１、総務文教常任委員会中間報告であり

ます。 

 日程第10、選挙第１号 後志教育研修センター

組合議会議員の選挙についてにつきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第11、推薦第１号 余市町農業委員会委員

の推薦についてにつきましては、議長発議の上、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第12、意見案第１号 核兵器全面禁止のた

めの決断と行動を求める要望意見書ないし日程第

25、意見案第14号 教育委員会制度改悪にかかわ

る要望意見書、以上意見案14件につきましては、

議員発議でありますので、それぞれ即決にてご審

議いただくことに決しました。 

 なお、意見案第１号ないし意見案第９号につき

ましては、一括上程の上、ご審議いただくことに

決しました。 

 日程第26、議員の派遣についてにつきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第27、閉会中の継続審査調査申出について

であります。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 ただいま議会運営委員会の委員長から報告あり

ましたとおり、委員会中間報告１件、選挙１件、

推薦１件、意見案14件、議員の派遣について、閉

会中の継続審査調査申出についてを本日の日程に

追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、委員会中間報告１件、選挙１件、推薦

１件、意見案14件、議員の派遣について、閉会中

の継続審査調査申出についてを本日の日程に追加

し、議題とすることに決定いたしました。 

 なお、追加後の日程は、お手元に配付の日程表

のとおりであります。 

〇議長（中井寿夫君） この際、諸般の報告をい

たします。 
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 地方自治法第199条第９項の規定によります定

例監査の結果報告が監査委員からありましたの

で、その写しを配付しておきましたので、ご了承

願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、総務文教常任

委員会中間報告を議題といたします。 

 総務文教常任委員会から平成26年余市町議会第

１回定例会付託にかかわる地方自治法第98条第１

項の規定による事務検査について会議規則第46条

第２項の規定に基づき、中間報告をいたしたいと

の申し出があります。 

 お諮りいたします。本件は、申し出のとおり報

告を受けることにいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、総務文教常任委員会の中間報告を受け

ることに決定いたしました。 

 総務文教常任委員会委員長の発言を許します。 

〇１番（野呂栄二君） ただいま議題となりまし

た総務文教常任委員会の中間報告につきまして地

方自治法第98条第１項による事務検査のこれまで

の審査経過についてご報告申し上げます。 

 今回ご報告申し上げます事項は、余市町労働福

祉会館における転落事故に関する事項につきまし

て平成26年余市町議会第１回定例会において地方

自治法第98条第１項の規定に基づき事務検査が当

委員会に付託され、その権限が付与されましたこ

とから、これまで計５回にわたり審査が行われて

きた概要についてご報告申し上げるものでありま

す。 

 当該常任委員会の開催年月日、出席委員、説明

員等につきましては、各議員のお手元に配付のと

おりであります。 

 本件につきましては、各議員ご承知のとおり、

平成23年９月29日に当時緊急雇用創出推進事業に

より余市宇宙記念館の軽作業員として採用された

商工観光課の臨時職員が余市労働福祉会館の隣地

で民間の方が所有する立ち木を伐採する作業中に

十分な安全対策をとられなかったことに起因し、

高所から転落し、重篤な障害を負われたものであ

り、その経過につきましては本年２月25日に開催

された第２回臨時会において町長から行政報告が

なされ、また損害賠償について和解が成立し、賠

償額の決定について議決がなされたところであり

ます。 

 これまで本件の調査を進めてきた当委員会とし

ましては、３月定例会で事故の究明、責任の明確

化、再発防止の観点から、地方自治法第98条第１

項の規定に基づく事務検査の権限が付与され、そ

の後委員会として精力的に審査を進めてまいりま

した。 

 最初に、検査権の権限が付与された後、委員会

としては具体的な検査の方法について協議をいた

しました。その結果、事故原因を究明していく上

で事故にかかわるこれまでの経過を詳細に認識す

る必要があるとのことから、当初町側に緊急雇用

創出推進事業、事故発生関係、労働基準監督署関

係、公務災害の申請関係、北海道市町村総合事務

組合の関係、損害賠償の関係、町の文書、７項目

にわたる24件の書類の検査を要求し、その書類の

提出とともに内容の説明を求め、審査を行ってま

いりました。さらに、委員会としては、６月３日

に余市町労働福祉会館敷地内の転落事故発生場所

の現地調査を実施しました。特に事故後立ち木の

枝払いは、業者に依頼したとの議会答弁があるこ

とから、事故当時枝が屋根にどういう状況でかか

っていたのか、枝を切る前、後の写真の提出を求

め、現場の状況を書類上でも確認してまいりまし

た。なお、法第98条第１項に基づき委員会として

検査書類として求めた内容につきましては、各議

員のお手元に報告書が配付されておりますので、
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説明を省略させていただきます。 

 これら検査書類を求めた上で、実質審議に入る

前に冒頭委員長より総括質問を行い、その後各委

員からの質疑に入ることを確認し、９点にわたる

総括質問を行った次第であります。その総括質問

の内容につきましては、１、労働福祉会館の隣地

の木は誰の指示で、何の目的で切らせたのか。ま

た、数年前から樹木の剪定作業をしなければなら

ないとあるが、いつごろから出ていた話なのか。

２、転落事故にかかわる調査委員会の報告書が提

出されているが、この委員会の設置をなぜこれま

で当委員会に報告しなかったのか。３、平成23年

９月29日の事故発生後、転落事故にかかわる調査

委員会が平成25年12月27日に開催されているが、

なぜ町長は調査委員会を当初から設置して原因究

明を指示しなかったのか。４、労働基準監督署へ

の事故にかかわる報告文書の復命書の中に全ての

管理責任は課長の山本にありますと言っているに

もかかわらず処分行為をなぜしなかったのか。５、

全ての担当者がこの業務は高所危険業務と認識し

ている。はしごも固定しないなどの無謀な行為で、

災害の中でも人災であるとの検証の仕方でよい

か。６、緊急雇用創出推進事業との関連で余市宇

宙記念館の軽作業員として採用した職員を誰の指

示でなぜ労働福祉会館で枝払い作業をさせたの

か。また、補助事業として補助以外の用途に使用

した場合に補助金を返還する必要はないのか。７、

平成26年１月27日付弁護士からの文書の中で、北

海道新聞社に抗議する予定と記載されているが、

抗議をしたのか。８、事故発生後、余市警察署、

小樽労働基準監督署から事情聴取、また現場検証

が行われているが、その後余市町に対し何らかの

指導等があったのか。９、北海道市町村総合事務

組合休業補償請求書のうち、平成24年11月１日付

の請求日数等の欄で＃表示になっており、どうい

う内容なのか。 

 これに対して理事者側は、（１）、事故調査委

員会も設置し、担当課長からの聞き取りも行って

いますが、隣地所有者の樹木であるが、枝払いで

きる状況ではないと言われている中で年々枝が伸

び、このまま雪が降ると会館の屋根に被害をもた

らしかねない状況で、限界ではないかと判断し、

担当課長の指示で労働福祉会館の屋根を損傷させ

ないことを目的に切らせたもので、何年からとい

う明確な確認はとれていない。（２）、事故にか

かわる調査委員会の設置は、大きな事故で関係職

員の一定の処分も視野に入れた中で、内部職員で

事故調査委員会を設置し、聞き取り調査を行って

きたところであり、意図的に報告しないという考

えはなかった。（３）、関係職員の処分の量定を

検討する上で事故調査委員会を設け、症状が固定

した段階で懲戒処分という目的を持って設置をし

た。（４）、関係職員の処分は、事故に遭われた

方の症状が固定されてからと思っておりました

が、その中で損害賠償請求があり、損害賠償請求

の事案が解決した後において関係職員の処分を考

えていた。（５）、安全配慮に欠けていたことは

紛れもない事実であり、業務上の過失があったと

いうような捉え方をしている。（６）、担当課長

が産業振興係長へ指示を出して、臨時職員３名に

枝払い作業をさせたという状況、補助金の返還の

必要性については、事故当日にかかわる経費につ

いて除いた形で申請をしている。（７）、事故に

遭われた方が高次脳機能障害、さらに障害２級に

認定と報道されましたが、公式の場では一切申し

上げていない部分で、口頭により申し入れをして

いる。（８）、事故発生後、余市警察署、小樽労

働基準監督署からの指導等については、経済部に

も確認したが、来ていない。（９）、北海道市町

村総合事務組合休業補償請求書の井桁表示につい

ては、エクセルという表を使って入力の際、井桁

表示となり、エラー表示になり、提出後10月に修

正をしているとの答弁がなされた次第でありま

す。 
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 また、各委員からの質疑の内容について、事務

検査の目的別に区分し、報告いたします。初めに、

事故の究明にかかわっては、①、事故調査委員会

の報告書、労働基準監督署への聞き取り調査の書

類の中で、本来樹木の剪定は所有者みずから剪定

するのが通例と思うが、枝払いに至るまでの内容

がはっきりしていない。また、何年も前からお願

いしていたとあるが、詳しい内容について。②、

事故調査は最初にやるべきで、どうして聞き取り

が始まるまでに２年２カ月ぐらいかかったのか。

③、仕事をする上で規律、指示系統とか全てにお

いて低下しているのではないか。組織として全く

欠けていたと思うが。④、災害の場合は自然災害

と人災があるが、どちらか。⑤、現場を視察した

が、これは数年前から剪定作業をしなければなら

ないとのことだが、これは伐採の作業であり、臨

時職員にやらせるとか職員がやるといった仕事で

はない。これを臨時職員にやらせる判断自体が大

きな間違いだ。調査委員会も現場を見て、本職で

なかったらできる仕事でないと判断つくと思う。

⑥、事故調査委員会は、このままでもう調査は終

わりということか。⑦、追加資料の厚生年金保険

第三者行為事故の作業内容と事故調査委員会との

報告が逆の報告となっており、別の問題が出てき

たが、もう一度調査したのか。 

 これに対し理事者側からは、①、聞き取り調査

をしたが、年々枝がかぶってきたという状況は認

識していたが、明確にいつの時点という記録はな

い。②、事故調査委員会は、関係職員の処分等も

考えなければならないという部分でその量定等を

検討する上で委員会を設け、聞き取りを行った。

③、通常の屋外作業についてきちんとした安全対

策に対する徹底も不備があったのではないか。そ

の結果として、大きな事故が発生したものと考え

ており、大きな反省に立って、今後安全、事故防

止に注意を払ってまいりたい。④、明らかに安全

配慮に欠けた作業を実施させた部分では大変申し

わけなく思っており、今後十分安全配慮に留意を

して作業に当たらせるよう考えている。⑤、担当

課の職員に聞き取り等はしていないが、現場など

を見ますと正職員でさえ上がっても無理な作業で

あると考えてございます。また、担当課長の聞き

取りの中でも外注すべきあったと聞き取り等もし

ている。⑥、事故調査委員会は、昨年末から聞き

取りなどを始め、関係職員から２度ほど聞き取り

をした中で、２年以上前の事案であり、記憶が定

かでない部分もあった。これ以上の中身を聞いて

も思い出せない部分もあり、事故調査委員会はこ

の報告をもって一応終結という考え方を持ってい

る。⑦、記憶がないということでこれ以上聞いて

も新たなものが出てこないと考え、追跡調査は結

果的に同じような考え方と考え、実施をしていな

いとの答弁がなされた次第であります。 

 次に、責任の明確化にかかわり、①、宇宙記念

館の館長というのは当時の主幹兼務で、自分の部

下を労働福祉会館の樹木の伐採にかりたいという

ときに、調査報告書では自分はその話に加わって

いないだとか打ち合わせにも参加していないとま

るで人ごとみたいな事故調査委員会の聞き取りに

なっているが、上司としての責任はどのように考

えているのか。②、この調査報告書は、課長は指

示した、係長は聞いていないとあるが、これで調

査そのものが完了したのか。事故の解明というの

があやふやな状況で、処分を決定するための調査

委員会ですと言われているが、それできちんとし

た処分になるのか。③、処分というのは法律を犯

したことに対する処分で、相手の症状を見てから

という考え方が基本的に間違っている。④、退職

している職員は処分するわけにはいかず、処分の

公平性がない処分はあり得ない。⑤、休業補償の

請求を見ると、請求が月末に請求するということ

はどういうことか。また、請求の月日が入ってい

ないなど一連の書類を見れば公務員のすることで

はない。⑥、直接の担当が総務課のほうに移った
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から投げたのか。もし行政の体質だったら大変な

こと。私が責任者ですと言った人は、この間どう

いうことをしてきたのか。⑦、本来の仕事ではな

い仕事でけがをさせた。これは行政上責任ある。

事故調査委員会は、何回開いて、どういう話にな

っているか。⑧、退職した人はその責任はとれな

いという中で、町長はどのようにみずから責任を

とろうとしているか。⑨、管理責任、職員の処分、

財政調整基金について事故が起きてから何年もた

ち、示談が終わって何カ月たっても何も進展しな

い。 

 これに対し理事者側からは、①、宇宙記念館館

長としての立場上、直属の上司、管理職として積

極的に加わって安全対策を講じるべきで、作業の

手順等協議する場に加わっていなければならなか

ったのではないかと考えている。②、聞き取り調

査をした段階で担当課長の内容と係長職との相違

があり、改めて確認をしたが、両係長とも記憶が

定かでない部分もあり、それ以上確認ができない

状況。③、症状固定、また損害賠償額が確定した

段階でというふうに考えていました。④、退職し

た職員は町の身分がある職員ではないので、懲戒

処分という範囲には及ばない。⑤、病院が移った

ときと認識していますが、手続上の問題があった

ものですが、本来町のほうから医師の証明など提

出していただくようお願いすれば済むことであ

り、ご本人に謝罪をしております。⑥、当時の商

工観光課長の対応について聞き及んでいる範疇で

は、これ以降の接触はなかったと聞いております。

⑦、事故調査委員会の報告書に記載しているが、

このような作業は十分な安全対策のもと作業指示

をすべきであり、特に高所作業で、軽作業員とし

て採用した臨時職員に従事させるような業務では

なかったと考えている。また、処分の審査委員会

等につきましては、今まで９回開催しており、関

係職員の懲戒処分等についてその量定等について

協議をし、継続してきている。⑧、総務文教常任

委員会との兼ね合い等もありますが、しっかりと

対応し、責任をとらなければならないと思ってい

る。⑨、職員の処分については、結果として事故

発生直後から数回にわたってタイミングがあり、

その時々の判断が適切でなかったと反省してい

る。財調については、町長から全額公費負担は町

民理解を得ることはできない。今後のまちづくり

に大きな支障となることから、早急に何らかの対

応について具体的に検討するよう指示を受けてお

り、できるだけ早い時期に議会に考え方を示した

いとの答弁がなされた次第であります。 

 次に、再発防止にかかわり、①、コンプライア

ンス、法令遵守ということについて今後どのよう

な教育を徹底していくのか。②、今後職員の仕事

に対する指揮命令系統や服務規程をきちんとつく

る足がかりになると思うが。 

 これに対し理事者側からは、①、再発防止とい

う部分にまず取りかかって、安全教育、そして安

全作業の徹底等を含めて重点的に取り組んでい

る。コンプライアンスは組織全体の問題で、これ

は繰り返しコミュニケーションをとりながら、し

っかりと対応していかなければならない。②、現

在作業上の安全対策、屋外作業、さらにメンタル

の部分、３種類にわたって安全対策、マニュアル

づくりを進めているとの答弁がなされた次第であ

ります。 

 なお、現在作業の指示など指揮命令、伝達の状

況等については、事故調査委員会の報告書でも明

らかになっておらず、関係職員から聞き取り調査

を行ってもこれ以上思い出せない部分もあり、事

故調査委員会はこの報告書をもって一応終結とい

う考え方を持っているという実態から、議会の議

決を得て法第98条第１項の権限を付託された委員

会として責任ある審査を行う使命が求められてい

ることから、今後委員会に関係者を参考人として

出席要請することの確認がなされていますことを

あわせてご報告いたします。 



－150－ 

 以上が当委員会で検査権の付託を受けてからこ

れまでの審査調査の経過についてであります。議

員各位におかれましては、よろしくご理解を賜り

ますようお願い申し上げ、総務文教常任委員会の

中間報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長からの報告が終わ

りました。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 以上で総務文教常任委員会の中間報告を終わり

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第２、議案第２号 古平町の旅券交付申請及び交

付に関する事務の受託について、日程第３、議案

第３号 仁木町の旅券交付申請及び交付に関する

事務の受託についての以上２件を一括議題とする

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第２ないし日程第３を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町民福祉課長（上村友成君） ただいま一括上

程になりました議案第２号 古平町の旅券交付申

請及び交付に関する事務の受託について並びに議

案第３号 仁木町の旅券交付申請及び交付に関す

る事務の受託について、提案理由をご説明申し上

げます。 

 今回ご提案申し上げました旅券交付申請及び交

付に関する事務の受託につきましては、平成26年

３月28日に交付されました北海道条例第18号、北

海道総合政策部の事務処理の特例に関する条例の

一部を改正する条例に基づき、平成26年10月１日

から古平町並びに仁木町にそれぞれ権限移譲され

ます旅券交付申請及び交付に関する事務につきま

して後志総合振興局及び古平、仁木両町より本町

に対しまして当該事務処理の管理、執行を委託し

たい旨の依頼がありました件に関し、近隣町村と

の相互協力の必要性及び古平、仁木両町の年間の

処理件数が少なく、大きな事務負担とはならない

との考えから事務を受託するため、地方自治法第

252条の14第３項の規定において準用する同法第

252条の２第３項の規定により、旅券交付申請及び

交付に関する事務の受託について決定を賜りた

く、ご提案申し上げる次第でございます。 

 最初に、議案第２号 古平町の旅券交付申請及

び交付に関する事務の受託について朗読申し上げ

ます。 

 議案第２号 古平町の旅券交付申請及び交付に

関する事務の受託について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の

14第１項の規定により、別紙のとおり規約を定め、

古平町の旅券交付申請及び交付に関する事務を受

託することについて、同条第３項の規定において

準用する同法第252条の２第３項の規定により議

会の議決を求める。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをごらんください。余市町と古平町

の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関

する規約。 

 （委託事務の範囲） 

 第１条 古平町は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第252条の14第１項の規定に基づき北海道

から権限の移譲を受けた旅券法（昭和26年法律第

267号）に基づく旅券交付申請及び交付に関する事

務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行

を余市町に委託する。 

 （管理及び執行の方法） 

 第２条 委託事務の管理及び執行については、

余市町の条例、規則その他の規程（以下「条例等」

という。）の定めるところによる。 
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 （経費の負担） 

 第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費

は、古平町の負担とし、古平町は当該年度に要し

た経費を余市町に支払うものとする。 

 ２ 前項に規定する経費の額及び納入の時期

は、余市町長と古平町長が協議して定める。 

 （委託事務の収支の分別） 

 第４条 余市町長は、その委託事務の管理及び

執行に係る収入及び支出については、余市町歳入

歳出予算において分別して計上するものとする。 

 （決算の場合の措置） 

 第５条 余市町長は、地方自治法第233条第６項

の規定により決算の要領を公表したときは、直ち

に当該決算の委託事務に関する部分を古平町長に

通知するものとする。 

 （連絡会議等） 

 第６条 余市町長は、委託事務の管理及び執行

について連絡調整を図るため、必要があると認め

るときは、古平町長と連絡会議を開くものとする。 

 ２ 前項の連絡会議のほか、委託事務の円滑な

運営を推進するため、必要に応じて両町の委託事

務関係者による調整会議を開くことができる。 

 （条例等改廃の場合の措置） 

 第７条 余市町長は、委託事務の管理及び執行

に適用される余市町の条例等の全部又は一部を改

廃しようとするときは、あらかじめ古平町長に通

知しなければならない。 

 次のページをごらんください。 

 ２ 余市町長は、委託事務の管理及び執行に適

用される余市町の条例等の全部又は一部を改廃し

たときは、直ちに当該条例等を古平町長に通知し

なければならない。 

 ３ 古平町長は、前項の規定による通知があっ

たときは、直ちに当該条例等を公表しなければな

らない。 

 （委託事務の廃止の場合の措置） 

 第８条 委託事務の全部又は一部を廃止する場

合においては、当該委託事務の管理及び執行に係

る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、余

市町長がこれを決算する。 

 （補則） 

 第９条 この規約に定めるもののほか、委託事

務の管理及び執行に関し必要な事項は、余市町長

と古平町長が協議して定める。 

 附則 

 この規約は、平成26年10月１日から施行する。 

 次に、一括上程されております議案第３号 仁

木町の旅券交付申請及び交付に関する事務の受託

について朗読申し上げます。 

 議案第３号 仁木町の旅券交付申請及び交付に

関する事務の受託について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の

14第１項の規定により、別紙のとおり規約を定め、

仁木町の旅券交付申請及び交付に関する事務を受

託することについて、同条第３項の規定において

準用する同法第252条の２第３項の規定により、議

会の議決を求める。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをごらんください。余市町と仁木町

の旅券交付申請及び交付に関する事務の委託に関

する規約。 

 （委託事務の範囲） 

 第１条 仁木町は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第252条の14第１項の規定に基づき北海道

から権限の移譲を受けた旅券法（昭和26年法律第

267号）に基づく旅券交付申請及び交付に関する事

務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行

を余市町に委託する。 

 （管理及び執行の方法） 

 第２条 委託事務の管理及び執行については、

余市町の条例、規則その他の規程（以下「条例等」

という。）の定めるところによる。 

 （経費の負担） 

 第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費
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は、仁木町の負担とし、仁木町は当該年度に要し

た経費を余市町に支払うものとする。 

 ２ 前項に規定する経費の額及び納入の時期

は、余市町長と仁木町長が協議して定める。 

 （委託事務の収支の分別） 

 第４条 余市町長は、その委託事務の管理及び

執行に係る収入及び支出については、余市町歳入

歳出予算において分別して計上するものとする。 

 （決算の場合の措置） 

 第５条 余市町長は、地方自治法第233条第６項

の規定により決算の要領を公表したときは、直ち

に当該決算の委託事務に関する部分を仁木町長に

通知するものとする。 

 （連絡会議等） 

 第６条 余市町長は、委託事務の管理及び執行

について連絡調整を図るため、必要があると認め

るときは、仁木町長と連絡会議を開くものとする。 

 ２ 前項の連絡会議のほか、委託事務の円滑な

運営を推進するため、必要に応じて両町の委託事

務関係者による調整会議を開くことができる。 

 （条例等改廃の場合の措置） 

 第７条 余市町長は、委託事務の管理及び執行

に適用される余市町の条例等の全部又は一部を改

廃しようとするときは、あらかじめ仁木町長に通

知しなければならない。 

 次のページをごらんください。 

 ２ 余市町長は、委託事務の管理及び執行に適

用される余市町の条例等の全部又は一部を改廃し

たときは、直ちに当該条例等を仁木町長に通知し

なければならない。 

 ３ 仁木町長は、前項の規定による通知があっ

たときは、直ちに当該条例等を公表しなければな

らない。 

 （委託事務の廃止の場合の措置） 

 第８条 委託事務の全部又は一部を廃止する場

合においては、当該委託事務の管理及び執行に係

る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、余

市町長がこれを決算する。 

 （補則） 

 第９条 この規約に定めるもののほか、委託事

務の管理及び執行に関し必要な事項は、余市町長

と仁木町長が協議して定める。 

 附則 

 この規約は、平成26年10月１日から施行する。 

 以上、議案第２号 古平町の旅券交付申請及び

交付に関する事務の受託について及び議案第３号 

 仁木町の旅券交付申請及び交付に関する事務の

受託についてご説明申し上げましたので、よろし

くご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

〇２番（吉田 豊君） 提案理由の中で審議とい

う言葉使われましたけれども、今までこの種のも

のはこういう形で議会に上がってきたと、そうい

うことは十分にわかるのだけれども、この後ろに

ついている事務の委託に関する規約、この規約は

余市町のものではないですね。これは、本来古平

町の議会にかけるものだし、こっちは仁木町の議

会にかけるもの。なぜかというと、余市町は委託

するのではなくて受託するので、その事務を受け

る側だから。受ける側だから、こういう形のもの

は、ちょっと今のような形ではうまくないのでな

いかなと。それで、はっきり議案のところに事務

の受託についてと書いているでしょう。だから、

事務の受託だから、審議の内容は受託の受けた内

容ならいいけれども、これは委託を向こうからさ

れた文書をこっちで受けただけの話だから、審議

はする必要はないのだ。だから、提案の仕方その

ものが問題があるのだと。今すぐそういうふうに

しなさいということではないです。そもそも市町

村がお互いに相互の連携をして、その事務を協力
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して執行すると、それ当然のことなのだ。言いか

えればその当然のことを議会に対して議案として

提出するのではなくて、例えば同意文書、いわゆ

る同意を求めるということで提出するのが本当の

あり方なの。だから、議員はそれに対して同意か

不同意か、あれすればいいのだから、審議するの

ではなくて。この案件は同意できませんといえば

それで終わりだし、これは同意できますというこ

とであれば同意になるということになるのではな

いか。だから、今までやっていたから、何でもそ

れでいいとか、今までどおりやればいいとか、そ

ういう考え方だったら前進しないわけです。だか

ら、こういうのはぱっと見ただけですぐわかるこ

となのだから。 

 議会と理事者の間の中にはいろいろな権利ある

のだ。例えば議案の提案権は理事者側にあります

よとか、議員の中のいろいろなものを定めるため

には議員の中に選挙権というのもあって、投票し

たりすることもあるし、議場で。そういうものも

あったり、事務を検査する検査権あったり、それ

から調査権あったり、物事を承認する権利があっ

たり、同意を求める権利があるのだから。そして、

その中の理事者側が最大に使えるものは同意を求

めることなのだ。やっぱりそういう権利があるの

なら、その権利をきちんと使ってくるというのが

普通の考え方だから。だから、もし今後こういう

ことを、これに対して反対とかではないから、今

後こういうようなものがあったらよく検討してみ

たほうがいい。私は、議案として提出するのはい

ささか問題があると、そういうふうに思っていま

す。同意を求める。決算書の場合も違うでしょう。

だから、古平町、仁木町とこういう連携をします

ので、議会に提出しますと、議員の同意を求めま

すと、これでいいわけだから、その辺をもう少し

考えていただきたい、そういうふうに思います。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま２番、吉田

議員から議案の出し方といいますか、形式につい

てのご質疑がございましたので、私のほうからお

答えを申し上げさせていただきたいと思います。 

 本町では、ご指摘のとおり、これまでこうした

252条の議案に対しましては、議会の議決を経なけ

ればならないという地方自治法上の規定に基づい

て議会の議決を求めるという形で提出させていた

だいてございます。一方、先ほど同意権というお

話もございましたけれども、同意権につきまして

は監査委員の同意ですとか副町村長の同意、そう

いった部分について同意権という形で地方自治法

の規定に基づいた形で同意を求めるという形で提

出をさせていただいてきてございます。今回の議

案の形式につきましては、ご指摘を踏まえた上で、

今後よりよい議案のあり方といいますか、より望

ましい議案のあり方について研究をさせていただ

くとともに、同種の議案のあり方につきましては

議会事務局などとも十分調整をさせていただきな

がら、今後十分検討させていただきたいと思いま

すので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 まず、議案第２号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 古平町の旅券交付申請及

び交付に関する事務の受託については、原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第３号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 仁木町の旅券交付申請及

び交付に関する事務の受託については、原案のと

おり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第４、議案第４号 北海道市町村総合事務組合規

約の変更について、日程第５、議案第５号 北海

道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に

ついての以上２件を一括議題とすることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第４ないし日程第５を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま一括上程と

なりました議案第４号 北海道市町村総合事務組

合規約の変更について、議案第５号 北海道町村

議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

につきまして、その提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 今回ご提案申し上げます北海道市町村総合事務

組合規約の変更につきましては、上川中部消防組

合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴う脱退、

道央廃棄物処理組合の新規設立による加入、また

上川中部消防組合の解散に伴い鷹栖町と上川町に

消防団が設置されることによる共同事務処理をす

る団体欄への追加、赤平市が滝川地区広域消防組

合の構成団体に加入することに伴う脱退による規

約の変更でございます。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更につきましては、北海道市町村総合事務組合

規約の変更と同じく、上川中部消防組合及び伊達

・壮瞥学校給食組合の解散に伴う脱退と道央廃棄

物処理組合の新規設立による加入に伴う規約の変

更で、それぞれの組合規約の関係規定を整備する

ため関係自治体の協議により規約の変更をするも

のでございます。 

 以下、一括上程の議案２件につきまして議案を

朗読申し上げ、ご説明申し上げたいと存じます。 

 初めに、議案第４号を朗読申し上げます。議案

第４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついて。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約

を次のとおり変更する。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開きいただきたいと思います。北

海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規

約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月

７日市町村第1973号指令）の一部を次のように変

更する。 
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 別表第１石狩振興局（15）の項中「（15）」を

「（16）」に改め、「北海道後期高齢者医療広域

連合」の次に「、道央廃棄物処理組合」を加え、

同表空知総合振興局（35）の項中「（35）」を「（34）」

に改め、「赤平市、」を削り、同表上川総合振興

局（31）の項中「（31）」を「（30）」に改め、

「、上川中部消防組合」を削り、同表胆振総合振

興局（13）の項中「（13）」を「（12）」に改め、

「、伊達・壮瞥学校給食組合」を削る。 

 別表第２の１から７の項中「、赤平市」を削り、

「長万部町」の次に「、鷹栖町、上川町」を加え、

「、上川中部消防組合」を削り、同表９の項中「北

海道後期高齢者医療広域連合」の次に「、道央廃

棄物処理組合」を加え、「、上川中部消防組合」

及び「、伊達・壮瞥学校給食組合」を削る。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 続きまして、議案第５号を朗読申し上げます。

議案第５号 北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１

項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約を次のとおり変更する。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開きいただきたいと思います。北

海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部

を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

（昭和43年５月１日地方第722号指令許可）の一部

を次のように変更する。 

 別表第１中「上川中部消防組合」及び「伊達・

壮瞥学校給食組合」を削り、「道央廃棄物処理組

合」を加える。 

 附則 

 この規約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行する。 

 以上、一括上程の議案第４号及び議案第５号に

つきまして提案理由のご説明を申し上げましたの

で、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして規約の新旧対照

表を添付してございますので、ご高覧をいただき

たいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 まず、議案第４号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 北海道市町村総合事務組

合規約の変更については、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第５号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま
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す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１８分 

再開 午前１１時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第６号 町

有財産の取得についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま上程されま

した議案第６号 町有財産の取得について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

 現在本町に設置しております２基のジャンプ台

につきましては、小学生高学年以上を対象とする

ものであることから、冬期は小学生低学年以下を

対象とした小さいジャンプ台を手づくりで整備

し、夏期には町外施設へ出向いて練習を行ってい

る状況でございます。小型ジャンプ台を購入する

ことにより、小学生低学年以下の子供たちがより

ジャンプスポーツに親しむ機会がふえ、ジャンプ

人口の裾野を広げるとともに、関係団体と連携し

ながらジャンプ技術の向上を図ることを目的とし

て、平成26年度余市町議会第３回臨時会におきま

して小型ジャンプ台の購入について補正予算の議

決をいただいたところでございます。去る６月６

日、仮契約を行いましたので、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により議会の議決を求めるべくご提案

申し上げる次第でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 町有財産の取得について。 

 次のとおり、小型ジャンプ台を取得したいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和39年余市町条例第15号）第

３条の規定により議会の議決を求める。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開きいただきたいと存じます。 

 記。 

 １、取得の目的、小型ジャンプ台取得。 

 ２、財産の取得の種類及び数量、小型ジャンプ

台、幅2,800センチメートル掛ける奥１万6,154セ

ンチメートル掛ける高さ3,990センチメートル、１

台。 

 ３、取得の方法、随意契約。 

 ４、取得の価格、一金756万円也。 

 ５、取得の相手方、東京都中央区日本橋本石町

１丁目２番２号、株式会社アストロ取締役社長、

安田一彦。 

 以上、議案第６号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料を添付してございますので、ご

高覧をいただきたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇８番（佐藤一夫君） この750万円の金額によっ
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てどういうような整備の仕方をし、どういうよう

なものをつくり直すのか、ちょっと私には合点い

かないわけだ。いまだにジャンプ王国余市町とい

う風評も出し、なおかつ何年か前にやったときも

私それも言った、今では王国ではないですよとい

うことを。過去のものをそのままいまだに使って

いながら、750万円ただ水に流すようなものでない

の。やっぱりやるのであればがっちりしたものを

つくるべきだと思うのだけれども。ということは、

嶋町長も知っているとおり、一昨年は8,000万円わ

ざわざ道のほうからいいですよと言ってくれたの

断りました。それから、２年前も同じ金額で。せ

っかくそういうチャンスを与えていただいて、そ

れを断るような状況にして、今回750万円、これで

もってどういうものができるのか。王国にもう一

回持っていけるような設備になるのか、その辺も

含めてちょっと詳しく説明していただきます。 

〇社会教育課長（松井正光君） ８番、佐藤議員

からのジャンプ台の整備内容につきましてのご質

問にご答弁申し上げます。 

 こちらのジャンプ台の整備内容でございます

が、滑走面につきましてはセラミックつきのプラ

スチックプレート、それから躯体フレームにつき

ましてはアルミ製フレームで、ボルトによって組

み立てる、固定するということでございます。両

サイドの転倒防止用の板がありまして、また滑走

エリアマットは人工芝という内容でございます。

そのほか基礎にブロックを敷きまして、一部固定

しましての内容整備でございます。 

 今回の整備につきましては、前回の臨時議会の

中で説明させていただきましたとおり、余市町に

は夏場につきましては50メートル級のサマージャ

ンプ台しかないということがございまして、提案

理由の中でも説明ありましたとおり、小学校低学

年以下、または一般の方で初心者の方が飛ぶジャ

ンプ台が余市町にないということでありますの

で、小学生、低学年以下のジャンプに興味を持っ

ていただける子供たちがすぐにでも練習できる環

境をつくりたいと思いまして、前回の議会でご提

案させていただいて、補正でご決定いただいたと

いうことでございます。 

 今回の小型ジャンプ台を整備することによっ

て、今まで小学校低学年が夏場に入りたいと希望

があったとしても、準備運動なり、基礎的なトレ

ーニングしかできなかったという状況がございま

すが、今回小型ジャンプ台が入ることによって通

年通してジャンプに親しむことができるというこ

とでございますので、何とぞご理解のほどをお願

いしたいと存じます。 

〇８番（佐藤一夫君） 今の答弁を聞いて思うの

は、それではまるっきり余市町のジャンプ王国余

市というような、そういうスタンスのことでもっ

てそういうような基礎のものをつくるだとか、最

小限のものをつくって小学生向けにつけるだと

か、そういうようなただのその辺のジャンプ台と

同じようなものをつくるということだね。別にそ

れなりの選手を育てる、将来的にはそういう選手

を育てるようなものにはならないということでし

ょう。それであれば何もあえてやる必要もないの

でないかと思いますけれども、その辺ももう一回

考え直していただきたいと思います。 

〇教育長（中村寿仁君） 佐藤議員のご質問にご

答弁申し上げます。 

 今回のジャンプ台につきましては、ジャンプ少

年団の団員が大分少なくなってきております。そ

れにつきましては、小さい子供たちがやる機会が

少ないと。私たち小さいときには冬場どんな小さ

い坂あってもすぐ飛んだものですが、今はそうい

う機会も少なくなった。ただ、ことしソチオリン

ピックがありまして、ジャンプというものにまた

注目されるようになりました。議員ご指摘のとお

り、下川ですとか上川のほうにそちらのほうに移

っていったという中で、余市町としてもいかにし

てまたジャンプ王国に近づけていくかという意味
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で、小さな子供たちが夏場にまず飛んでジャンプ

に興味を持つように、だんだん裾野を広げていっ

た上で、だんだんそれが大きくなっていった中で

また今後整備についてもお願いできるような形ま

で持っていくような形にしたいという今基本的な

ことでございますので、ご理解を願います。 

〇８番（佐藤一夫君） もっともっと力を入れて、

やっぱり余市はすごいなと言われるようなことを

考えるような時期に、もう遅いぐらいなの。だけ

れども、やるべきでないかと思う、私自身は。た

だ、今ここでその金額をやったからといったって、

地元の一部の人が使うだけでしょう、恐らく。地

方からは来ないと思う。札幌にもそれなりのジャ

ンプ台があるから、そういう子供らの。だから、

おたくらそういうところ行って見てきているの

か、きっちりとやるからには下川でもどこでも行

って。それすらしていないのでしょう。もう一回

検討する必要があるのでないの。そして、やっぱ

り余市はジャンプ王国だなと言われるような本当

に子供らにも、小学生で50メーター以上のジャン

プ飛ぶのだ、今現在。行って見たことありますか。

そういうことも考えて、もう一回検討する必要あ

ると思います。 

〇教育長（中村寿仁君） 佐藤議員の再度のご質

問にご答弁申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、危惧されていることは大

変理解しております。ただ、小学校以前の子供た

ちもこれが飛べるということで、まずジャンプを

飛びたいのだというふうな小学生以前の子供たち

を多く集めて、それでつながっていって、小学生

も飛べるような形に今回したいということで購入

を希望したものでございます。この施設自体は、

日本で初めての施設でございます。夏場こういう

形で小さい子供が飛べるというふうなことで、そ

れで何とか裾野を広げたいというふうに、ジャン

プ王国復活に向けて裾野を広げたいというふうに

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

〇18番（吉田浩一君） このジャンプ台というの

は、金額はわかりますけれども、そしてこういう

プラスチック製で滑走面はどうのこうの、躯体は

アルミだとかというのさっき課長から説明があっ

たのだけれども、既存でできているやつなのです

よね。既存にできているやつをここに来て組み立

てると、それを買いますということなのですよね。

まず、それが確認１点。 

 それと、これは可動式なのかどうかよくわから

ないのだけれども、補正予算のときに予算提案さ

れたときに既存のジャンプ台の間に何かつけると

かと言っていたような答弁をしたのでないかなと

記憶しているのだけれども、極端な話どこでも持

っていく気になれば持っていって移動できると。

極端な話どこかの学校のグラウンドでやるといえ

ば、そういうことも可能なのかどうか。たしか私

はこれ可動式というふうに聞いているから、さっ

き一部固定すると言っていたけれども、もちろん

固定された場所に、あそこのジャンプ台のところ

に固定するというのはそれはそれでいいのでしょ

うけれども、場合によってはどこかのグラウンド

に持っていってできますよと、まずそういうもの

なのかどうか。 

 それと、３点目として、可動式ということであ

れば、当然使用には安全性の配慮をしていて、そ

れなりの強さがあるのでしょうけれども、冬の間

また放置しておくというふうになればそれは潰れ

るのでないのかなと思うのだけれども、要するに

雪の重みで、冬の間はどういうふうにするのか。 

 この３点答弁お願いします。 

〇社会教育課長（松井正光君） 18番、吉田議員

からの３点ほどのジャンプ台に関します質問にご

答弁申し上げます。 

 １点目、こちらについては既にあるもの、組み

立てられて完成したものを一回解体してトラック

で運搬してきて、うちのジャンプ台の今あります
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笠谷シャンツェと竹鶴シャンツェの間に組み立て

て、一応そこに設置するというものでございます。

そして、基本的にはそこで使うということになり

ます。 

 ２点目の可動式かどうかということなのです

が、一時ジャンプ台とジャンプ台の間に安定させ

るためのブロックでとめますが、ほかのところに

も持っていって使える、組み立て式ですので、費

用とその際の何人かの専門的な技師も含めて運搬

と組み立て大体１週間ぐらいと聞いておりまし

て、基本的にはどこでも、イベント等にも使える

ように設計されているというものですので、可動

式ですので、ほかのところに持っていって予算を

見ればできるというものでございます。 

 また、３点目、冬はどうするかということでご

ざいますが、冬もそのまま同じところに置きまし

て、職員が除雪しながら管理して、そのまま冬も

このジャンプ台を使っていこうと今は考えており

ますので、ご理解いただければと存じます。 

〇18番（吉田浩一君） 可動式ということはわか

ったのですけれども、冬の間はそのままそこに置

いておいて、固定したまま置くということなのだ

けれども、冬の間はちゃんと管理をお願いしたい

なと。それは要望しておきます。 

 それと、夏場でずっと１カ所にある程度固定し

ておくということであれば、ジャンプを飛んだ後

の着地するランディングバーン、そこが表を見た

らこれも設置されているのだけれども、そういう

のも全部設置するのですか。傾斜を利用するとい

うことであればその分が要らないのでないのかな

と思うのだけれども、その点はどうなのでしょう

か。 

〇社会教育課長（松井正光君） 18番、吉田議員

の再度のご質問でございますが、ランディングバ

ーンにつきましては現在ある竹鶴と笠谷シャンツ

ェの間ということで、その部分に足りない部分も

今回の予算の中に組み込まれておりますので、ご

理解いただければと存じます。 

〇５番（溝口賢誇君） この図面で3,990センチメ

ーターと書いてあるのだけれども、メーターで直

したら39メーターだよね。傾斜地に、平らのとこ

ろに39メーターはわかるけれども、ジャンプ台の

横の傾斜地にさらに39メーター高くして台つくる

という、これ僕の計算違いだろうか。3,900センチ

メーターだから、これメーターに直したら39メー

ターになるのでない。だから、傾斜の上に39メー

ターのまた台つくるということになったら、これ

そういうことですか。まず、そこをお聞きします。 

〇社会教育課長（松井正光君） ５番、溝口議員

のご質問でございます。 

 単位がセンチとなっておりますが、正しい数字

は３メーター99センチでございます。ゼロが１つ

多いです。また……単位がセンチではなくてミリ

でございます。単位が間違っておりました。まこ

とに申しわけありませんでした。 

（「議事進行」の声あり） 

〇４番（藤野博三君） 寸法に対してもう一度精

査していただいたほうがいいと思います。という

ことで、精査した中でもう一度こちらのほうに提

案するなりしていただきたいと思いますので、よ

ろしくご配慮お願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 議案の精査をいたします

ので、昼食も含め、午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 議案第６号にかかわって午前中、４番、藤野議

員より議事進行発言のありました件について理事

者側から発言の機会を求められておりますので、

これを許可します。 

〇総務課長（須貝達哉君） 議案第６号の議案及

び参考資料の小型ジャンプ台のサイズにつきまし
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て精査をいたしましたところ、議案の記、２、財

産の取得の種類及び数量の小型ジャンプ台の幅、

奥、高さにおきましてセンチメートルと先ほど提

案説明をさせていただいたところでございます

が、単位がミリメートルの誤りでございました。

同じく参考資料１の小型ジャンプ台概要における

図の単位におきましても単位がセンチメートルで

はなくミリメートルの誤りでございました。ご訂

正をさせていただきたく、よろしくお取り計らい

くださいますようお願い申し上げます。 

 ご審議に当たり大変ご迷惑をおかけしましたこ

とを深くおわび申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま説明のありまし

たとおり、単位のミスプリントから各議員のお手

元に改めて議案第６号を配付しておりますので、

ご了承願います。 

 質疑を続行いたします。 

〇５番（溝口賢誇君） ついでと言ったら語弊あ

りますけれども、質問というか、聞きたいことが

ありますので、ちょっとお聞きします。 

 この契約で随意契約になっています。これｔｏ

ｔｏの補助金で取得するということでありますけ

れども、この金額は前もって申請するときに業者

の見積もりを得た中でｔｏｔｏのほうに申請する

のか、その辺のことを１つ。 

 それと、このメーカーとしては、随意契約にな

っていますけれども、これまでここの会社、今ま

で竹鶴のジャンプ台とかなんとかの中でこの会社

との取引というか、そういうものの中でこの会社

に決まったのか、このほかに会社はまだあるのか、

ないのか、そこもあわせてお聞きします。 

 それと、プラスチックとセラミックのジャンプ

台なのですけれども、スキーの板に関しては冬用

のスノー用のスキー板でいいものか。また、子供

用のジャンプ教室というか、に当たっては、板が

プラスチック用のスキー板があるのならあるよう

な、余市町はどのような考えで子供たちに、買い

置きして滑らすのか、それとも自分のスキーで滑

ってくださいというのか、その辺の対応もどのよ

うに考えているか、そこもあわせてお願いします。 

 それと、どういうような使用方法というか、ジ

ャンプさせるための使用方法はどのような、台に

ついては関係あるからちょっと質問しているので

すけれども、その使用方法について、子供たちが

けがなりなんだりしたら困りますので、その辺の

対応をどのように考えておられるか、そこもあわ

せてお願いします。 

〇社会教育課長（松井正光君） ５番、溝口議員

からの再度のご質問でございます。 

 その前に先ほどのミスプリの件まことに申しわ

けありませんでした。 

 溝口議員のご質問４点ほどかと存じますが、初

めにｔｏｔｏからの補助をいただくときに業者か

ら見積もりをとったかどうかという点でございま

すが、参考見積もりはいただきました。ただ、予

定金額を算定する際には、ほかに本体価格等公開

されているものにうちの設置する際のブロック、

基礎等の予算を計上し、独自で予定予算を出して、

それに基づいてｔｏｔｏに申請を行ってございま

す。 

 また、２点目、メーカーの件なのですが、メー

カーにつきましては、アストロというメーカーに

つきましては余市町のジャンプ台設置する際にサ

マージャンプ台の設計と施工にかかわった業者で

ございまして、このアストロという会社は国内で

唯一サマージャンプ台を設置できるメーカーとい

うことになってございます。また、例年サマージ

ャンプ台の着地部分のそうめん状になっているプ

ラスチックの取りつけ、取り外し、春と秋です、

には毎年アストロというこのメーカーにつきまし

て委託してやっていただいていると。また、着地

後滑走する面、アウトランマットの部分について

の補修もこの業者ということでございまして、今

回も信頼置けるということで仮契約を結んだとこ
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ろでございます。 

 また、３点目、プラスチックとかセラミックで

できているジャンプ台で特殊なスキー板が必要か

という点でございますが、従来の子供たちがジャ

ンプに使っておりますウエアや板につきまして

は、個人的に購入したものも一部ございますが、

ほとんどがＯＢの方やそれをサポートしていただ

ける選手の方々から寄贈いただいたり、応援して

いただいているスキー板や道具等がございます。

そちらを利用して今練習しておりますので、新た

に子供たちがジャンプを飛びたいという場合は、

今持っている板やウエアを着ていただいて、また

今社会教育課には指導を行っています職員がおり

ますので、その指導している職員がついてジャン

プを飛んでいただくということを考えてございま

すので、ご理解のほどをお願い申し上げます。 

〇５番（溝口賢誇君） もう一回確認するのです

けれども、このジャンプ台、アストロにはそした

ら上面、アルミとあれで、基礎の部分は余市は余

市の違う業者に発注するということなのでしょう

か。 

 それと、セラミックとプラスチックプレートに

関して、普通水流すのですけれども、これのあれ

にはそういうのが入っていないのだけれども、こ

の台は水の要らない台で滑れるのか。この台に水

が必要か、必要でないかということと、それと冬

用のスキーではだめだということなのですね、今

の答弁の中で、先輩のを譲り受けたりなんだりし

てやっているということ。そしたら、プラスチッ

ク用のスキー板が本来必要なのですということな

のか、そこをもう一度確認したいと思います。 

 それと、これ子供用で、そのほかに肘とか膝と

かヘルメットとかいろいろな防具が必要と思うの

ですけれども、やるに当たって指導員がその辺は

注意してやらせると思うのですけれども、その辺

の事故防止に対してどう考えているか。プラスチ

ックというのは、転んだ場合に滑って熱でやけど

するようなのがありますので、そういう指導的に

というか、どういう体制というか、いつでも子供

が自由に飛べる台なのか、その辺どのように指導

というか、やっていく、そういうことこの中で考

えておられるか、その辺もちょっとお聞きいたし

ます。 

〇社会教育課長（松井正光君） ５番、溝口議員

からの再度のご質問でございます。４点ほどご答

弁申し上げます。 

 初めに、基礎の部分は別に発注するのかという

ことなのですが、基礎につきましては本格的にコ

ンクリを流して固定するというわけではなく、ブ

ロック状のものを持ってきて固定するということ

でございまして、今回の業者と一体の中でやって

いただくということになります。 

 また、２番目の現在サマージャンプの場合、水

を散水しながらやっているということなので、こ

ちらのジャンプ台についても水のほうはどうなの

かということなのですが、こちらのジャンプ台に

ついては散水は必要としないものとなってござい

ます。 

 また、３番目、冬のスキー板、一般的なゲレン

デを滑るスキー板ではなくて、ジャンプ用のちょ

っと幅の広い専用の板でジャンプを飛ぶというこ

とになります。 

 また、４点目、危険防止等、またヘルメットな

どどうするのかということなのですが、ヘルメッ

トについてもそれぞれ各年代において予備がござ

いますので、それとまたウエアについても着てい

ただいて、職員がついてのいきなり飛ばすという

よりはその前に準備運動をしたり、説明したり、

ジャンプのイメージを持ってもらった後飛ぶとい

う体制を考えてございまして、フリーに来て勝手

に飛ぶというようなことのないようにしたいと考

えてございますので、ご理解のほどお願い申し上

げます。 

〇３番（井 潤君） １点だけお聞きしたいの



－162－ 

ですけれども、躯体がアルミ、そして滑走面がセ

ラミックとプラスチックプレートということで、

先ほど課長の答弁では既存のサマージャンプの設

計だとかそういったプラスチック面の張りかえだ

とかで実績のあるというか、本町にとっても実績

のあるメーカーだということでお聞きしたのです

けれども、お聞きしたいのは、これ建造物です。

それの北海道の積雪荷重というのですか、そうい

ったものに合致したものなのか。日本で初のとい

うような答弁ありましたから、だからその辺も全

て考慮して、例えば本町の積雪荷重というと建物

に対して何メーターとかと建設課のほうでも決ま

っている基準あると思うのですけれども、先ほど

の答弁の中では除雪をするというお話でした。そ

うなってくると、雪おろしだとかそういうために

臨時職員だとかまた人件費がかかるというような

ことにもなるので、毎日そこへ行って除雪するわ

けにもいきませんから、その辺の構造については

きちんと業者との話の中で北海道仕様になってい

るのかどうかということをお聞きしたいと思いま

す。 

〇社会教育課長（松井正光君） ３番、井議員

からのご質問につきましてご答弁申し上げます。 

 構造については、積雪を多分想定していないと

思いますが、現在あります30メートルと50メート

ルのジャンプ台につきましては、冬の間担当職員

２名から、大雪が降った場合は３人とか４人行き

まして、ほぼ毎日のように冬は除雪を行ってござ

います。その中で今回入ります小さなジャンプ台

についても除雪作業を行って、雪の負荷がかから

ないような形にして、滑走面を出して、ジャンプ

台を使用していこうと考えてございますので、特

別にそのために臨時の人を雇って除雪に当たると

いうことは考えてございませんので、ご理解のほ

どお願い申し上げます。 

〇３番（井 潤君） 今初めてわかったのです

けれども、既存のジャンプ台もいつも毎日のよう

に除雪しているのですか。それちょっとわからな

かったのですけれども、ただある程度やっぱり朝

までの間にかなりの雪が積もったとかなんとかと

いうこともあるわけです、北海道ですから。です

から、そういったある程度の積雪に対する調査と

か、メーカーに対してきちんとした調査のもとに

やっぱり購入すべきでないのかと。朝から晩まで

ずっと張りついて職員が雪投げするわけにもいき

ませんから、ですから最低限の、ずっと春までそ

のままにしておくというわけではないですけれど

も、ある程度の荷重というか、そういうものもき

ちんと確認して、例えば耐えられないということ

であれば補強してもらうとか、最初のうちからや

はりきちんとした体制とるべきだというふうに思

うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

〇教育長（中村寿仁君） ３番、井議員のご質

問にご答弁申し上げます。 

 先ほど吉田議員からもお話ありましたように、

夏場にあってもこのまま置いておくと子供が勝手

に来て飛ぶだとかという部分もあると思います。

それの対応もしなければならないですし、冬期間

おっしゃるとおり何らかの形でしないと、壊れる

ような形にならないようにという部分はおっしゃ

るような形で今後検討していきたいと思っており

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

 異議がありますので、これより起立により採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、議案第６号 町有財産の取得について

は、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、報告第１号 株

式会社北後志第一清掃公社の第37期（平成25年度）

経営状況の報告についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇環境対策課長（前坂伸也君） ただいま上程さ

れました報告第１号 株式会社北後志第一清掃公

社の第37期（平成25年度）経営状況の報告につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社北後志

第一清掃公社の第37期における経営状況につい

て、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき

ご報告申し上げます。 

 以下、報告第１号を朗読申し上げます。 

 報告第１号 株式会社北後志第一清掃公社の第

37期（平成25年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社北後志第一清掃公社の第37期（平成25年度）

経営状況について、別紙のとおり関係書類を添付

し、報告する。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第37期経営状況報告書並びに第38期事業

計画等につきましては別添のとおりでございます

ので、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、報告第１号 株式会社北後志第一清掃公

社の第37期（平成25年度）経営状況の報告につい

てご説明申し上げましたので、ご審議の上、よろ

しくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第１号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号 株式会社北後志第一清掃

公社の第37期（平成25年度）経営状況の報告につ

いては、報告のとおり承認することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、報告第２号 株

式会社余市振興公社の第23期（平成25年度）経営

状況の報告についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇商工観光課長（小林英二君） ただいま上程さ

れました報告第２号 株式会社余市町振興公社の

第23期（平成25年度）経営状況の報告について、
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提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社余市振

興公社の第23期（平成25年度）経営状況につきま

して、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づ

きご報告申し上げるものでございます。 

 以下、報告第２号を朗読申し上げます。 

 報告第２号 株式会社余市振興公社の第23期

（平成25年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社余市振興公社の第23期（平成25年度）経営

状況について、別紙のとおり関係書類を添付し、

報告する。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第23期経営状況報告書並びに第24期（平

成26年度）営業計画につきましては別紙のとおり

でございますので、ご高覧を賜りたいと存じます。 

 以上、報告第２号 株式会社余市振興公社の第

23期（平成25年度）経営状況の報告についてご説

明申し上げましたので、ご審議の上、よろしくご

承認賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第２号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号 株式会社余市振興公社の

第23期（平成25年度）経営状況の報告については、

報告のとおり承認することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、報告第３号 株

式会社まほろば宅地管理公社の第３期（平成25年

度）経営状況の報告についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇まちづくり計画課長（滝上晃一君） ただいま

上程されました報告第３号 株式会社まほろば宅

地管理公社の第３期（平成25年度）経営状況の報

告について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 余市町が出資いたしております株式会社まほろ

ば宅地管理公社の第３期における経営状況につき

まして、地方自治法第243条の３第２項の規定に基

づきご報告申し上げるものでございます。 

 以下、報告第３号を朗読申し上げます。 

 報告第３号 株式会社まほろば宅地管理公社の

第３期（平成25年度）経営状況の報告について。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、株

式会社まほろば宅地管理公社の第３期（平成25年

度）経営状況について、別紙のとおり関係書類を

添付し、報告する。 

 平成26年６月17日提出、余市町長、嶋  保。 

 なお、第３期経営状況報告書並びに第４期経営

計画等につきましては別添のとおりでございます

ので、ご高覧賜りたいと存じます。 

 以上、報告第３号 株式会社まほろば宅地管理

公社の第３期（平成25年度）経営状況の報告につ

いてご説明申し上げましたので、ご審議の上、よ

ろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 
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 これより質疑を行います。 

〇２番（吉田 豊君） きのう町長は、中谷議員

の質問に対してまほろばの関係で今後もかかわり

を持って、しっかり連携をとっていくと答弁され

ておりました。会社の内容とかそういうのは当然

わかっていての答弁だと思っています。簡単にそ

ういうふうに答弁して私は大丈夫なのかなとい

う、そういう疑問を持ちましたので、したがって

町長がわかっているのであればいいと、そう思っ

ています。まはろばの土地のこの管理法人、いわ

ゆるその経営実態というのは、古平の経営と全く

同じだということです。水産加工の組合がああい

う状態になりました。ああいう状態になった形は

全く同じ形なのです。それを町長が簡単に、これ

から10年も20年も続くものに対して簡単なそうい

う答弁でいいのかということを非常に疑問を持ち

ました。内容を熟知して答弁したものであれば理

解はできます。この会社があって、土地がある以

上延々と町は株主ですから、その責任を持ってい

かなければならない、そういう立場にある。した

がって、しっかりと会社の経営成績、そういうも

のを把握しなければならないと。それで、きちん

と町長は把握しているのか、していないのか質問

をいたします。 

 まず、決算書についてです。まほろばの宅地公

社の第３期の経営報告書、４ページに損益計算書

があります。これが提出されていますけれども、

不動産の販売収入956万円、これに対して売り上げ

原価が1,005万円です。いわば原価を切った赤字販

売ということです。最近の経済状態考えると、こ

れもやむを得ないのかなと、そう思っています。

これからも土地の値段が大幅に高騰するというよ

うなことは考えられないのです。したがって、収

支、いわゆる損益収支ではこれからも当分赤字を

背負っていかなければならないと。もちろんこの

背負っていくためには筆頭の株主、いわゆる株主

の余市町の責任というのは免れるわけではありま

せん。販売額に対する財政負担、販売額、いわゆ

る販売損、売り上げ損、売却損に対する財政負担

は販売完了までついて回るのでないかなと、そう

いうふうに思っています。まず、その辺ひとつど

う考えているのかなと思います。 

 次に、さらに10ページの損益計算書です。10ペ

ージの損益計算書においては、町から支出される

額について補助金1,849万円、さらに一般管理費と

して業務委託費、販売促進費に計上されている額、

これは余市町で議決した当初予算でございます。

それを的確に計上してある。もちろん計上してい

るから問題はないのですけれども、ここで平成

26年度から、３ページの固定負債というのがあり

ます。銀行から借りているお金１億9,628万

1,000円、聞くところによるとこれの元金の支払い

が始まると、そういうふうに聞いております。10ペ

ージでは町の補助金1,849万円を営業外収益で計

上されておりますが、資産、負債、資本、いわゆ

る貸借対照表において資産、負債、資本の増減額

等の予定が記されたものがない限り、このままで

推移していくという考え方に立つと元金の支払い

は営業外費用に計上した800万円をもって充当し

ようとしています。４ページの損益計算書の中の

支払利息の額、この決算の額186万6,398円、これ

を引いても営業外費用の残りは613万円は残るこ

とになります。この残ることが貸借対照表上でい

う長期返済元金に充てられると。損益計算書の予

定では、逆に600万円の利益が生じることになりま

す。土地がどんどん売れれば、逆に土地は損して

いますから、600万円から削られるということにな

りますけれども、このままでは600万円が利益が生

ずることになると。土地の販売が期待されないこ

ういう中にあって、利益が計上されるということ

は皮肉にも法人税が発生します。この法人税の税

率が、ちょっと間違っているかもしれませんけれ

ども、資本金１億円未満の所得、そういう会社に

は15％を加算すると。ただ単にそのことを加算す
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るということは、100万円以上の額を加算するとい

うことです。そのほかに違う税金も加わってきま

すから、少なくても現段階では150万円ぐらい見れ

ば間に合うと、そういうことになります。 

 一方、３ページの貸借対照表においては、まさ

しく借金も財産のうちと言われる商品１億

9,427万円が固定化してしまっている。固定化して

しまっているこの商品は、もはや流動資産という

位置づけというのはちょっと考えにくくなってき

ている。それは、商品であることには間違いない。

でも、同じ商品であっても固定化されたいわゆる

固定資産に似ているような形の品物であるという

ことでなかろうかと思いますけれども、その辺の

考え方もお聞きしたい。 

 この流動資産を動かすためには、この貸借対照

表上にある現金490万円のあり高をもってしても、

法人税を払ってしまえばまたこの会社は同じよう

に赤字体質になってしまいます。ということはど

ういうことかというと、土地が売れても売却損が

発生するから、損金は町で負担しなければならな

い。売却損が発生すれば、その損金を町で負担し

なければならない。さらに、土地の元利金の償還

金も含めて営業外収益に町の補助金を計上しなけ

ればならない。どっちをとっても町の負担が出て

くる。売れば売るほど町が損金を負担していかな

ければならない。売らなければ売らないで町が会

社の面倒を見るために補助金をふやさなければな

らない。補助金をふやせば、今度はどういうこと

かというと税金がかかるということだ。その補助

金というのは、なぜかというと損益計算書にかか

わる費用にかかわる補助金ではないわけだから。

元金にかかわる補助金も含んで書いているのだか

ら。だから、元金に含んでいる補助金というのは、

３ページの決算書上でいえばどうなるかといえば

606万4,700円の利益計上になるということです。

なぜそういうふうになるかといえば、長期の借入

金が１億9,628万1,000円のうちからその元金分を

引くわけです。その元金がどこに入ってくるとい

えば、複式やっている人ならわかるけれども、組

入資本金のほうにずれてくるでしょう、元金の返

済は。そうすると、606万4,700円の利益が出てし

まうということだ。なぜかといえば、さっき言っ

た営業費用のところから利息を引いたら613万円

ぐらい残るでしょう。613万円が残ったものから今

マイナスになったのが６万5,300円でしょう。それ

を差っ引けば606万4,700円の株主資本の増蓄にな

るということでしょう。資本は充実されたのだけ

れども、金はないのだから、全く。そういう会社

の実態を持っていて、きのうああいう答弁された。

ああいう答弁されたら、この会社で何かあったら

あなたが責任持てますか。そんな簡単なものでな

いです、会社。それでは、この会社をよくするた

めに株主の株を発行してやりましょうといって

も、最後のペイするところまでやるとすれば今の

段階で１億数千万円の額面の株発行しなかったら

ペイしないのだ。それであっても土地が固定化し

て売れなかったら、それも全部整理して会社をな

くしたとしても土地が残っていたらやっぱり行政

は責任持つのだ。こういう中のシステムなのです。

だから、私も一議員として出てきたものを賛成し

ますとか反対しますとかとやっているのだけれど

も、非常に危険性もはらんでいるものでしょう。 

 それで、私なぜこのこと質問するかというと、

私あなたと町長選挙に立って、あなたが当選して、

私が落選しました。１年間私は議員でもなくて普

通にやっていたのだけれども、もう一度議会に戻

ってしまったら開発公社がなくなっていた。私は、

開発公社を最後まで残しておいてもらいたいとい

うことは言っていたのだけれども、結果的にはな

くなった。開発公社があれば、こういう問題は発

生しないのだ。こういう会社の場合は、全てのも

のに税金かかるから、その税金は今までは費用が

あるから、損益計算書で賄えれたから税金はかか

らなかったのです。今度元金の支出になったら、
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それに応じて税金かかってくるのだから。今度は

売ったものにも売った税金かかってくるし、すぐ

にでも税金かかってくる。だけれども、現実的に

はこの会社は金ないのだから。だから、あなたが

簡単にああやって、私は簡単に答弁しているなと

思ったのです。だから、答弁する前にこの決算書

を見れば一目瞭然であるということはっきりして

いるでしょう。営業外費用だって何もないのだか

ら。営業外費用だって利息の支払いしかないのだ

から。あとほかに営業外費用はないし、それを動

かすための資産だっていわゆる商品しかないのだ

から。あと、未収金だって50万円かそこらだし、

何にもないのだから。 

 それで、この一般の管理費というのは、この一

般管理費の2,787万1,000円を使わないで、それで

はこれを圧縮しようとするとしたら、ますます宣

伝しなくなって、会社が動かなくなって、ますま

す土地が売れなくなる。土地売れたほうがいいの

か、売れないほうがいいのか、どっちなのですか、

はっきり。土地売れても損金は発生するのだから、

町の負担になるのだから。土地売れなければ一般

管理費だとか元金を払えないのだから、営業活動

ができなくなるのだから、それも町の負担になる

のだ。だけれども、それを払えば元利金にかかっ

た貸借対照表にいったやつはもろに法人税でかか

ってくるのだから。そんな簡単なものでないでし

ょう、答弁も。きちんと整理して、数字もきちん

と整理して、町長みずから答弁してください。 

〇議長（中井寿夫君） 答弁調整のため暫時休憩

します。 

休憩 午後 １時４８分 

再開 午後 ３時３５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番、吉田豊議員に対する答弁を求めます。 

〇町長（嶋  保君） 答弁調整のため貴重なお

時間をいただき、ありがとうございました。２番、

吉田豊議員のご質問に答弁申し上げます。 

 株式会社まほろば宅地管理公社については、町

が主導的立場で施行された区画整理事業を支援す

ることを目的として、地権者を初め町、関係機関

の出資により設立されたものでございます。こう

した設立の経過からも公社の運営については、当

初の目的が達成されるまで町として引き続き支援

をしていかなければならないものと考えておりま

す。しかし、現在の経済情勢が厳しい中、本町の

地価も下落している状況にございます。まほろば

宅地管理公社の経営状況も非常に厳しい状況にあ

り、ご指摘ありましたとおり地価下落に伴う売却

損の対応、土地取得に当たっての市中金融機関等

から借り入れました借入金の元利償還分に対して

の町からの補助金が所得とみなされることによる

法人税の対応、土地取得に当たっての借り入れに

対する元利償還金、その他会社の存続に当たって

の必要となる一般経費等、これらについて町とし

ても責任ある対応が必要と考えてございます。 

〇２番（吉田 豊君） ということは、この会社

が存続している間は、町が全面的に支援すると、

そういうふうに理解してよろしいのか、まず伺い

たいと思います。 

 例えば古平の水産会社であれば、ああいうふう

にして在庫があるわけだから、在庫に見合う分だ

けのものはあってもそれは値段がつかない、そう

いうことなのです。だけれども、値段がつかない

のだけれども、本来ある程度の金繰りがあれば、

その在庫をさらに使って新しい製品開発とか新し

いパッケージだとかいろいろな形で在庫の品にさ

らに付加価値をつけて販売することもできる、そ

ういういわゆる企業としてのからくりがあるわけ

なのだけれども、ここは絶対にからくりはないか

ら、土地は。土地はあくまでも土地だから、土地

のものに何かをくっつけて売るということはでき

ないから。だから、土地は結果的にはそのままの
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形にしか存続しないと。それで、今の答弁は、会

社がこのことをやっている間は、町は株主だから

支援していくということなのだけれども、全部仮

に借金終わったとしても土地が残ればその土地に

対する責任はあるということだね。そういうふう

に理解するわけだから。だから、ここは前から何

回も言っているように早く青写真をつくって、公

共投資をそこに積極的に、まちづくりをどうする

かということで積極的に関与していかないとだめ

ですよと言っていても、おくれればおくれるほど

こういうふうになるのだ。だから、これでいけば

町は二重苦、三重苦に陥ってしまうと。 

 それで、町長は、今そうやって答弁いただいた

のだけれども、法人税がずっと発生してきて、そ

れを負担するということは、地方自治体の財源は

税が根幹にあるわけです。そしたら、町民からい

ただいた税をその会社の税の負担に充てると、そ

ういう理論になります。そういうことは、議員含

めて町民の人が簡単に許すと思うと大間違いだと

思います。まともに法人税払っている方たくさん

いるでしょう。その法人税をまほろばの管理法人

の法人税に充てるというのと同じだから。という

のは、地方公共団体の主なる財源は税だから。だ

から、もっともっと考えなければならないと思う。

だから、こういう会計だということを町長は理解

しないとだめなのだ。というのは、土地を売って

も町はそのものに対する要するに損金は負担しな

ければだめなのだ。損金を負担しなければだめだ

ということをなぜ言うかというと、３ページに、

貸借対照表に１億9,427万円という商品あり高が

あって、長期借り入れは１億9,628万1,000円でし

ょう。商品あり高より借りている金が多いわけだ。

土地が下落したら、それだけ販売する損金が生じ

るわけだ。生じるのだけれども、それなら売れ高

を全部そこに宛てがっても損金部分は持たなけれ

ばだめだということだから。だから、貸借対照表

上、損益計算書上に全部その数字が全てあらわれ

ているのだから。ここを見れば一目瞭然なのだか

ら。この会社は潰したくないと。そうすれば町で

要するに資本金の造成のためにそれでは１億

9,600万円出して、資本金を増強して、この会社の

あれを頑張らせようとやれば、今度この税制の問

題で１億円以下のものから１億円以上のものにな

ってしまうのだ。１億円以上のものになったら、

税金が全然違うから。資本金１億円以下と１億円

以上では、極端なこと言えば法人税率が全然変わ

ってくるから。だから、右に行っても左に行って

も、どっちにしてもどうにもならないのだ。だか

ら、どうにもならないのは、基本的に早く整理を

するということだ。早く整理をするということは、

余市町がここに対して大型投資とかそういうこと

しなければ、この会社はいつまでも存続するとい

うことだ。このままの形でいったら、管理法人の

持っている販売価格より周りの人の地権者が持っ

ている販売価格のほうが安く販売したらどうな

る。そのために、なるたけ販売をそういうふうに

しないようにというように販売促進費を1,350万

円組み込んで、そういうことで地権者にお願いし

たとしても、その地権者はやむを得なければ基本

的に契約結んでいるわけでないから、それはやっ

ぱり売らざるを得ない。生きていくためには売ら

ざるを得ない。そうすればまほろばの管理公社の

持っている土地はますます売れなくなる。売れな

くなれば、町が筆頭株主だからその分補填します

よと、そういうことだ。 

 だから、町長がそういうふうに答えるのはいい

のだけれども、会社はそのときだけでないから、

ずっとある以上何年も存続するのだから。あなた

が恐らく町長やめても存続していると思う。だけ

れども、あなたが今ここで言った言葉は、一回そ

れをしゃべってしまったらそのときまでずっと残

るわけです。だから、そういうことになると、責

任というのは重いわけだから、そういう重い中で

簡単に町が今後もかかわっていって、しっかりと
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連携をとってやるでいいけれども、具体的なもの

が何ひとつ答弁されていないから。そうでしょう。

今の答弁だって何も具体的なものないのだから。

全部町で負担しますということで答弁もらうなら

いいのです、先ほど言ったように。だけれども、

それ本当に予算化されて、そのお金が補正予算で

100万円でも200万円出てきたら、ああ、そうです

か、わかりましたと、そういう理論にならないか

もしれません。なぜかといえば、先ほど言ったよ

うにその負担するのは税をもって負担するわけだ

から。ということは、税の支払いに税を負担する

という額が出てくる。私の試算では、このままで

いったら毎年百何十万円ぐらいか、150万円ぐらい

の法人税かかってくるから、それにほかの税金も

かかってくる。その支払いは、税を支払っている

人方の税を充てるということだから。１年だけだ

ったらそれは150万円で済むかもしれないけれど

も、２年になったら300万円、３年になったら450万

円で、10年になったら1,500万円だから。 

 ところで、ここの会社の元金の償還期間はいつ

までですか。いつまでに対して、いわゆる何年間

ですか。20年間であれば3,000万円ということにな

る。全部そういうことになる。税を税で補填する

ということになるから。返済期間はいつまでです

か。その辺もあわせてご答弁をお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ２番、吉田議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 先ほども答弁申し上げました。このまほろば宅

地管理公社につきましては、町が主導的立場で施

行された区画整理事業を支援することを目的して

設立されたものでございます。やはり町としても

しっかりと支援をしていく責任というのはあると

いうふうに思ってございます。そういった中で、

おっしゃるとおり売却の損が出ても元利の償還の

部分、さらには売却損が出ても元金の減額、さら

にはそれらに伴う法人税の軽減等につながります

ので、やはり販売促進、おっしゃるとおりそこが

一番の進まなければならない手法であるというふ

うにも考えてございます。 

 私も先日からこの部分の勉強もさせていただい

ておりますが、非常に会計的にも手法的にも厳し

い状況でございます。先ほど法人税を税金で賄う

という部分の指摘もございました。内部でもその

検討もしてございます。それらに指摘をされない

ような検討も今内部で行っているところでござい

ますので、ご理解を願いたいと存じます。 

 それと、返済期間につきましては、平成43年ま

でというふうになってございますので、ご理解願

いたいと存じます。 

〇２番（吉田 豊君） 一時的に回避する手法と

して株式を増資する、今現在100株だから、200株、

300株とか株式を増資する手法もあります。あと

は、商品そのものを再度扱う会社に貸し付けると

いう手法もあります。大手の会社であればそうい

うの、もちろん条件はつけられるのだろうけれど

も、大型で動かす手法もあります。いろいろな手

法があるから、これだって固定資産でないから。

流動資産だから。幾らでもそういう手法もあるの

で、できれば早いうちに手をかけてもらえばと、

そういうふうに思っております。 

 あと、またこれに対する補正予算が出てきたと

きに整理して質問したいと思います。それだけお

聞きしておきます。 

〇町長（嶋  保君） ２番、吉田議員よりの再

度のご質問でございます。 

 ご質問という中での提案、アドバイスというも

のもいただきました。株式の増資の手法、さらに

は商品を貸し付ける手法等の部分につきまして、

これらを含めまして内部でしっかりと検討してい

きたいというふうに思ってございますので、今後

ともご指導等よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第３号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号 株式会社まほろば宅地管

理公社の第３期（平成25年度）経営状況の報告に

ついては、報告のとおり承認することに決しまし

た。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、選挙第１号 後

志教育研修センター組合議会議員の選挙について

を議題といたします。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、

地方自治法第118条第２項の規定により指名推選

によりたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決

しました。 

 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いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 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しまし

た。 

 後志教育研修センター組合議会議員に野呂栄二

議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました野呂栄二議員を後志教育研修センタ

ー組合議会議員の当選人と定めることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました野呂栄二議

員が後志教育研修センター組合議会議員に当選さ

れました。 

 ただいま後志教育研修センター組合議会議員に

当選されました野呂栄二議員が議場におられます

ので、本席から会議規則第32条第２項の規定によ

り告知をいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第11、推薦第１号 余

市町農業委員会委員の推薦についてを議題といた

します。 

 この際、お諮りいたします。農業委員会等に関

する法律第12条第２号の規定により議会推薦の農

業委員会委員は２名とし、野呂栄二議員、安宅俊

威議員を推薦いたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員会委員は２名とし、

野呂栄二議員、安宅俊威議員、以上の方を推薦す

ることに決定いたしました。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第12、意見案第１号 核兵器全面禁止のための決

断と行動を求める要望意見書、日程第13、意見案

第２号 地方財政の拡充を求める要望意見書、日
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程第14、意見案第３号 林業・木材産業の成長産

業化に向けた施策の充実・強化を求める要望意見

書、日程第15、意見案第４号 過労死等の防止に

関する総合的な対策を求める要望意見書、日程第

16、意見案第５号 労働者派遣法改正及び労働時

間上限撤廃など労働法制改悪に反対する要望意見

書、日程第17、意見案第６号 総合的、体系的若

者雇用対策を求める要望意見書、日程第18、意見

案第７号 中小企業の事業環境の改善を求める要

望意見書、日程第19、意見案第８号 鳥獣の捕獲

促進体制強化の速やかな実施を求める要望意見

書、日程第20、意見案第９号 平成26年度北海道

最低賃金改正等に関する要望意見書の以上９件を

一括議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第12ないし日程第20を一括議題と

いたします。 

 お諮りいたします。一括議題の意見案第１号な

いし意見案第９号につきましては、いずれも提出

者の説明及び委員会付託を省略することにいたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明及び委員会付託は省略す

ることに決しました。 

 別にご発言がなければ、まず意見案第１号を採

決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第１号 核兵器全面禁止のため

の決断と行動を求める要望意見書は、原案のとお

り可決されました。 

 次に、意見案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第２号 地方財政の拡充を求め

る要望意見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第３号 林業・木材産業の成長

産業化に向けた施策の充実・強化を求める要望意

見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第４号 過労死等の防止に関す

る総合的な対策を求める要望意見書は、原案のと

おり可決されました。 

 次に、意見案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第５号 労働者派遣法改正及び

労働時間上限撤廃など労働法制改悪に反対する要

望意見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見案第６号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第６号 総合的、体系的若者雇

用対策を求める要望意見書は、原案のとおり可決

されました。 
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 次に、意見案第７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第７号 中小企業の事業環境の

改善を求める要望意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、意見案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第８号 鳥獣の捕獲促進体制強

化の速やかな実施を求める要望意見書は、原案の

とおり可決されました。 

 次に、意見案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第９号 平成26年度北海道最低

賃金改正等に関する要望意見書は、原案のとおり

可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第21、意見案第10号 

 ＴＰＰ交渉からの即時撤退を求める要望意見書

を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第10号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第10号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第10号 ＴＰＰ交渉からの即時

撤退を求める要望意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第22、意見案第11号 

 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に

応じた支援を求める要望意見書を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議
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規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第11号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第11号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第11号 地域包括ケアシステム

構築のため地域の実情に応じた支援を求める要望

意見書は、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第23、意見案第12号 

 「消費税10％」実施の中止を求める要望意見書

を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第12号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第12号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、意見案第12号 「消費税10％」実施の

中止を求める要望意見書は、原案のとおり可決さ

れました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第24、意見案第13号 

 集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対す

る要望意見書を議題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第13号については委員会の付託
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を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより意見案第13号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 ただいまの採決については、起立者の多少の認

定が困難です。したがって、会議規則第80条第２

項の規定により、本案については投票により採決

いたします。 

 この採決は無記名投票により行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

（投票用紙配付） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

 異状なしと認めます。 

 念のために申し上げます。 

 本案について可とするものは賛成、否とするも

のは反対と記載願います。 

 １番、野呂議員より議席順に順次投票願います。 

（投  票） 

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

 開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

１番、野呂議員、６番、岸本議員、14番、佐々木

議員を指名いたします。 

 ３議員の立会を願います。 

（開  票） 

 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数16票、これは先ほどの出席議員数に符

合いたします。 

 うち有効投票12票、無効投票４票。 

 有効投票のうち賛成７票、反対５票。 

 以上のとおり、投票の結果、意見案第13号 集

団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する要

望意見書は、可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第25、意見案第14号 

 教育委員会制度改悪にかかわる要望意見書を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、提出

者の説明を省略することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、提出者の説明は省略することに決しま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、意見案第14号については委員会の付託

を省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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 討論なしと認めます。 

 これより意見案第14号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立少数であります。 

 よって、意見案第14号 教育委員会制度改悪に

かかわる要望意見書は、否決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第26、議員の派遣に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第121条の規定によ

り、お手元に配付のとおり派遣することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣をすることに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第27、閉会中の継続

審査調査申出について。 

 各常任委員会並びに議会運営委員会の委員長か

ら、目下委員会において審査調査中の事件につき、

会議規則第74条の規定により、お手元に配付いた

しました申し出のとおり閉会中の継続審査調査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続審査調査に付することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の

継続審査調査に付することに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成26年余市町議会第２回定例会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ４時２４分 
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