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平成２４年第２回今金町議会臨時会 第１号 
 
平成２４年５月２８日（月） 
 
○議事日程 
  １ 会議録署名議員の指名について 
  ２ 会期の決定について 
  ３ 承認第 １号 今金町税条例の一部を改正する条例専決処分の承認について 
  ４ 承認第 ２号 今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分の承 

認について 
  ５ 承認第 ３号 平成２３年度今金町一般会計補正予算（第１０号）専決処分の 

承認について 
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開会 午前１０時００分 

 
◎開会の宣言 

○議長（徳田栄邦君） ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますので、

本日をもって招集されました、平成２４年第２回今金町議会臨時会を開会いたしま

す。 
 

◎開議の宣告 
○議長（徳田栄邦君） これより、本日の会議を開きます。 
 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
○議長（徳田栄邦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
  本日の署名議員には、山崎君、向井君を指名いたします。 
 

◎日程第２ 会期の決定 
○議長（徳田栄邦君） 日程第２、会期の決定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、本日の１日間といたしたいのでありますが、これにご異議ござ

いませんか。 
             （「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。 
 

◎日程第３ 承認第１号 
○議長（徳田栄邦君） 日程第３、承認第１号を議題といたします。 
  今金町税条例の一部を改正する条例専決処分の承認について、理事者の説明を求め 
ます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） おはようございます。説明させていただきます。 
承認第１号、今金町税条例の一部を改正する条例専決処分の承認について申し上げ

ます。地方税のほか関係法令等の一部を改正する法律が、平成２４年３月３１日に公

布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、急を要する事項として専決処分を

もって改正した次第であります。改正内容につきましては、個人住民税では、年金所

得者の寡婦、夫を含めてでございますが、控除に係る申告手続きの簡素化、居住用財

産の買替え特例期限の延長、住宅の再取得等に係る住宅ローン控除特例の創設。固定

資産税では、下水道除害施設等に係る課税標準の特例措置の期限延長、新築住宅に係

る税減額措置の適用期限の延長、土地に係る負担調整措置の特例期限の延長、一定の

社団法人、財団法人に係る非課税措置の追加などであります。以上概要を申し上げま

した。改正に係る詳細につきましては税務住民課長に説明をさせます。ご審議いただ

き承認賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 税務住民課長、西君 
○税務住民課長（西勝明君） 私の方からは改正内容の詳細を、新旧対照表を用いて説 
明させていただきますのでよろしくお願いします。 
まず新旧対照表１ページをお開きください。個人町民税からご説明いたします。

１点目の年金所得者の寡婦（夫）の控除に係る申告手続きの簡素化についてはまず、 
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１ページの第３６条の２、町民税の申告の関係でございます。年金所得者の申告手

続き簡素化の観点から寡婦控除を受ける場合の申告書の提出を不要とするものであ

ります。年金所得者が特別徴収義務者である年金保険者に対して年１回提出する扶

養親族等申告書に寡婦ということを記載して申告していただければ、町に提出する

公的年金等給与支払報告書に記載されて報告がきますので、住民税の申告が不要と

なるものでございます。これは平成２６年１月１日施行となっております。ただし、

申告を忘れた時には、従前通りの住民税の申告が必要となります。次の２点目です

けれども、８ページから９ページにかけてでございます。居住用財産の買替え特例

期限の延長については、東日本大震災関係でございます。８ページの下段の付則第

２２条２、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例

の関係で、東日本大震災により居住用家屋が滅失し特例の適用を受ける場合が、居

住用家屋の敷地に係る譲渡期限を、震災のあった日から現行３年を７年に延長する

特例措置を講じたものでございます。３点目の住宅の再取得等に係る住宅ローン控

除特例の創設についても震災関係でございます。これについては新旧対照表の１０

ページをご覧ください。付則第２３条でございます。東日本大震災に係る住宅借入

金等特別税額控除の適用期間等の特例関係で、震災により所有する住宅が居住用に

供することができなくなった被災者が、住宅の再取得等をした場合の再取得等の住

宅に係る住宅ローン控除の特例措置を講じたものでございます。主な内容としては、

壊れた部分の住宅ローンと新たに再取得した住宅ローンの重複の適用をカットする

ものでございます。次に固定資産税関係でございますけども、これについては２ペ

ージにお戻りください。下水道除害施設等に係る課税標準の特例措置の期限延長に

ついては、中段の付則第１０条の２の関係でございます。法付則第１５条第２項第

６号及び第１０項の条例で定める割合の関係でございます。これに関しては従前、

国が一律で定めていた特例措置の割合を法律の定める割合の範囲内において地方公

共団体が税の特例措置を条例で定める仕組みが導入されました。地域決定型地方税

特例措置、通称は我が町特例といいます。この関係については平成２４年の税制改

正で次の２件がこの特例措置の対象となりました。１点目としては付則第１０条の

２の第１項。これは下水道の除害施設のことを言っております。公共下水道を使用

する者が、町条例に基づき設置した施設に対して講じる特例措置を３カ年延長し、

条例で定める割合を４分の３とするものでございます。次の２点目としては、同じ

く付則第１０条の２の第２項関係で、これについては特定都市河川浸水被害対策法

に規定する雨水貯留浸透施設で、今金町については現在該当する施設はございませ

ん。これは都市部の河川に該当します。しかしながら法律としては下水道除害施設

と同様に特例措置を３カ年延長し条例で定める特例割合を３分の１とするものでご

ざいます。両方とも平成２５年度以後の年度に適用となります。次の２点目でござ

いますけれども、対象ページの新旧対照表はそのままでございます。新築住宅に係

る税減額措置の適用期限の延長についてでございます。付則第１０条の３、新築住

宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の関

係で、新築住宅の固定資産税の税の減額措置の特例を２カ年延長しまして、平成２

６年３月３１日までに新築された者に適用するものでございます。３点目について

は新旧対照表の３ページから７ページにかけてでございます。土地に係る負担調整

措置の特例期限の延長についてです。付則第１１条、付則第１１条２、第１２条、

第１３条、第１５条の関係でございます。土地に係る固定資産税の負担調整措置は

原則として、現行の仕組みを３年延長しまして、さらに住宅用地特例割合６分の１

も現行で継続し、住宅用地に係る特例は経過措置を講じた上で、平成２６年で廃止
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するものであります。４番目の一定の社団法人、財団法人に係る非課税措置の追加

ですけれども、新旧対照表の７ページから８ページにかけてでございます。付則第

２１条の２の関係であります。これについては図書館、博物館、幼稚園を設置する

旧民法第３４条の法人の中には、財政基盤が脆弱であるために公益認定基準を満た

せず一般社団、財団法人へ移行せざるえない法人が存在する実態を考慮いたしまし

て、一定の要件を満たす法人に限って非課税措置の対象とするものであり、現在今

金町では該当施設はありません。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたし

ます。 
 
○議長（徳田栄邦君） 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） 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 
  質疑を打ち切り、討論を行います。 
  討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
  討論を打ち切り、承認第１号、今金町税条例の一部を改正する条例専決処分の承認

についての採決を行います。 
  本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第１号、今金町税条例の一部を改正す

る条例専決処分の承認については、原案承認と決定いたします。 
 

◎日程第４ 承認第２号 
○議長（徳田栄邦君） 日程第４、承認第２号を議題といたします。 
  今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分の承認について、理事者 
の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第２号、今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

専決処分の承認について申し上げます。 
   本条例の改正につきましても、承認第１号と同様に地方税法等の一部改正する法

律が平成２４年３月３１日公布、同年４月１日から施行されたことに伴い、急を要す

る事項として専決処分をもって改正した次第であります。改正概要につきましては、

東日本大震災に係る被害居住用財産の敷地に対する譲渡期限の特例を延長するもので

あります。具体的には、特例措置の期限が震災のあった日から同日以後３年を経過す

る日の属する年の１２月３１日までの間とあったものを、７年に延長するものであり

ます。以上概要を申し上げました。ご審議いただき承認賜りますようよろしくお願い

いたします。 
 
○議長（徳田栄邦君） 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） 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 
  質疑を打ち切り、討論を行います。 
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  討論ございませんか。 
  （「なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
  討論を打ち切り、承認第２号、今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専

決処分の承認についての採決を行います。 
  本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第２号、今金町国民健康保険税条例の

一部をする条例専決処分の承認については、原案承認と決定いたします。 
 

◎日程第５ 承認第３号 
○議長（徳田栄邦君） 日程第５、承認第３号を議題といたします。 
  平成２３年度今金町一般会計補正予算（第１０号）専決処分の承認について、理事 
者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第３号、平成２３年度今金町一般会計補正予算（第１０号） 
専決処分の承認について提案理由を申し上げます。 

    今回の補正につきましては、３月の補正予算時において、未確定であった部分で 
あって、それぞれ確定数値となったものについて専決処分を行ったものであります。

そのことにより地方自治法の規定に基づいて専決処分の報告をさせていただき承認

をお願いするものであります。補正概要につきましては規定の歳入歳出の総額に２

７，３５８千円を追加し、予算の総額を歳入、歳出それぞれ５，１１３，２４５千

円としたところであります。それでは補正の概要を歳出より申し上げます。３ペー

ジをお願いいたします。２款、総務費において１２５，６７６千円の追加は、１項、

総務管理費における公共設備整備基金積立金１３１，１００千円の追加が主であり

ます。３款、民生費において４２，７３９千円の減額は、1項、社会福祉費で 
  介護保険並びに介護老人保健施設等の各特別会計の繰出金が７，６５３千円。障が

い者ほか後期高齢者医療費など、各種給付事業費の確定精査により１６，１８７千

円、母子通園センター建設工事ほか、委託料等で９，５３８千円の減額がそれぞれ

主であります。４款、衛生費において２７，６７７千円の減額は、１目、保健衛生

総務費で、国民健康保険特別会計施設勘定の繰出金１８，２３１千円、各種検診等

の委託料で５，５１７千円の減額が主であります。 
   次に歳入を申し上げます。１ページをお願いいたします。９款、地方交付税にお 
いて１０６，１４２千円の追加は、特別地方交付税であります。１７款、繰入金に 
おいて８０，６０６千円の減額は１項、基金繰入金であり、ふるさと創生基金繰入 
金３，０００千円、公共整備基金繰入金７７，４００千円、それぞれ減額が主であ 
ります。 
次に地方債の補正について申し上げます。５ページです。起債の方法、利率、償 
還の方法については変更がございませんので省略いたします。名称、林道専用道稲 
穂支線開設事業債の限度額を、６，７００千円から６，５００千円に減額変更し、 
このことによる地方債の合計を、２４４，５００千円から２４４，３００千円にす 
るものであります。以上概要を申し上げました。ご審議いただき承認賜りますよう、 
よろしくお願いいたします。 

 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 
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  これより、質疑を行います。質疑は、歳出より款ごとに行います。 
  質疑にあたっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明に、かつ議題外にわた

らず、また、その範囲を超えないようにお願いをしておきます。 
１款議会費の質疑を行います。２９ページです。 

（「なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） 議会費の質疑を終わります。 
２款総務費の質疑を行います。３０ページから３６ページです。 

  山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 財産管理費、いわゆる公共設備整備基金に１３０，０００千円

なにがしが積み立てをされております。この総額が今どれくらいになっているのか、

それと使用の目的を併せてお知らせ願いたい。 
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 今回の公共施設整備基金積立金の関係でございますが、

現計１２，１８４千円に１３１，１００千円を追加いたしまして１４３，２８４千

円にしようとするものでございますが、これは当初７７，４００千円を取り崩しま

して、事業を実施しようとしておりましたが、それを取り崩さないで、逆に基金積

立をすることができた状態になってございます。基金は平成２３年度末現在で９５

８，０００千円程度になる予定でございます。以上でございます。 
○議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

総務費の質疑を終わります。 
   ３款民生費の質疑を行います。３７ページから４４ページです。 
   上村君。 
○６番（上村義雄君） 総合福祉施設委託料の地下タンクの部分ですけれども、ページ

は３９ページです。この業務委託等は庁舎の部分の地下タンクとは別な部分である

のかどうかまずお聞きします。 
○議長（徳田栄邦君） 保健福祉課長、成田君。 
○保健福祉課長（成田光康君） 総合福祉施設費の地下タンクの清掃業務委託料につき

ましては、老健、としべつ共同で設置しております地下タンクになります。 
○議長（徳田栄邦君） 上村君。 
○６番（上村義雄君） ちょっと場面が違いますけれども、前にこの庁舎の地下タンク

の部分、総務の方に聞けばよかったのでしょうけども、その経過がどういう状況に

なったのか知らせてほしいと思いまして、再度お願いいたします。   
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 現在、地下タンクにつきましては現状のまま、３月の

定例会の時に故障の状態であるとの報告をさせていただきましたが、その時点で議

員さんからも提案いただきました、地上に移したらどうかという話もございまして、

今現在、庁内で協議いたしまして地上タンクといいますか、上屋をかけるという状

態にはしないで、なるべく安価な方法で今、検討しているところでございますので、

ご理解をお願いいたしたいと思います。 
○議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

民生費の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） ４款衛生費の質疑を行います。４５ページから４８ページです。 
 質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

   衛生費の質疑を終わります。 
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○議長（徳田栄邦君） ５款労働費の質疑を行います。４９ページです。 
（「なし」の声あり） 

   労働費の質疑を終わります。 
○ 議長（徳田栄邦君） ６款農林水産業費の質疑を行います。５０ページから５３ペー  

ジです。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 
農林水産業費の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） ７款商工費の質疑を行います。５４ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
商工費の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） ８款土木費の質疑を行います。５５ページから５８ページです。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 
土木費の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） ９款消防費の質疑を行います。５９ページです。 
   質疑ございませんか。 
   （「なし」の声あり） 

   消防費の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） １０款教育費の質疑を行います。６０ページから６４ページで

す。 
   質疑ございませんか。 
   （「なし」の声あり） 

   教育費の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） １１款公債費の質疑を行います。６５ページです。 
   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

   公債費の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） １２款予備費の質疑を行います。６６ページです。 
   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

   予備費の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出の質疑を終わります。 
歳出全般について、質疑漏れありませんか。 
（「なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出全般についての質疑漏れを終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 次に歳入の質疑を款ごとに行います。 

１款町税の質疑を行います。６ページから８ページです。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

   町税の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） ２款地方贈与税の質疑を行います。９ページです。 
   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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   地方贈与税の質疑を終わります。 

○議長（徳田栄邦君） ５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を行います。１０ページで

す。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

株式等譲渡所得割交付金の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） ６款地方消費税交付金の質疑を行います。１１ページです。 

質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

地方消費税交付金の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） ９款地方交付税の質疑を行います。１２ページです。 

質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

地方交付税の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １１款分担金及び負担金の質疑を行います。１３ページです。 

質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

分担金及び負担金の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １２款使用料及び手数料の質疑を行います。１４ページから１

５ページです。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

使用料及び手数料の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １３款国庫支出金の質疑を行います。１６ページから１７ペー

ジです。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

国庫支出金の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １４款道支出金の質疑を行います。１８ページから２１ページ

です。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

道支出金の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １５款財産収入の質疑を行います。２２ページから２３ページ

です。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

財産収入の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １６款寄付金の質疑を行います。２４ページです。 

質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

寄付金の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １７款繰入金の質疑を行います。２５ページです。 

質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 
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繰入金の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） １９款諸収入の質疑を行います。２６ページから２７ページで

す。 
質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

諸収入の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） ２０款町債の質疑を行います。２８ページです。 

質疑ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

町債の質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 以上で、歳入の質疑を終わります。 

歳入全般についての質疑漏れありませんか。 
上村君。 

○６番（上村義雄君） １７ページの土木費、国庫補助金の道路橋りょう補助金が社会 
  資本整備総合交付金という形で入ってきているようですけれども、国の段階でも、

道路等や橋などの痛み具合を精査し整備していくという方向性をニュース等で聞く

わけですけども、先日、私が聞いた中でも町の部分で非常に危険度が高いところが

何カ所かあるとの状況で聞いております。その後、町の調査の進み具合がどのくら

い進んでいるのか、知る範囲で結構ですのでお知らせいただきたいと思います。 
○議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、高島君 
○公営施設課長（高島好治君） ３月にもその質問をいただきました。２３年度につき

ましては、前にもお話したとおり調査と調査をした段階の報告ということで、報告

書の提出をしております。また２４年度につきましては、その報告を基にしながら、

修繕計画なり営繕計画の作成を今年実施したいと考えてございます。まだ発注はし

てございませんので、これから発注をかけながら今後の営繕計画、改築計画の色々

なものが示されるものだと考えてございますので、今のところはまだその域から脱

していないということでご理解願えればと思います。以上でございます。 
○議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

質疑を打ち切り、討論を行います。 
   討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

討論を打ち切り、承認第３号、平成２３年度今金町一般会計補正予算（第１０号）

専決処分の承認についての採決を行います。 
   本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○ 議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第３号、平成２３年度今金町一般会計 

補正予算（第１０号）専決処分の承認については、原案承認と決定いたします。 
   

◎日程第６ 承認第４号 
○議長（徳田栄邦君） 日程第６、承認第４号を議題といたします。 
   平成２３年度今金町国民健康保健特別会計事業勘定補正予算（第５号）専決処分

の承認について、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 
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○副町長（清水寛君） 承認第４号、平成２３年度今金町国民健康保健特別会計事業勘

定補正予算（第５号）専決処分承認について、提案理由を申し上げます。 
   本会計の提案につきましても、３月補正予算時において未確定であった部分であ 
って、それぞれ確定数値となったものについて専決処分を行ったものであります。 

   補正概要につきましては規定の歳入歳出予算の総額から３０，２０７千円を減額

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ９６２，５０８千円としたところであります。

歳出においては、保険給付費の確定に伴う３０，８３３千円の精査減額であり、歳

入においては国庫及び道費の補助金等を精算し、かつ繰入金において財源調整を計

っているものであります。以上概要を申し上げました。ご審議いただき承認賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 
質疑は歳出、歳入全般について行います。 
始めに、歳出全般について行います。１２ページから２７ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 次に歳入全般についての質疑を行います。３ページから１１ペ

ージです。 
   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳入全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 歳出・歳入全般について質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出全般についての質疑漏れを終わります。 

質疑を打ち切り、討論を行います。 
   討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
討論を打ち切り、承認第４号、平成２３年度今金町国民健康保健特別会計事業勘定

補正予算（第５号）専決処分の承認についての採決を行います。 
  本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第４号、平成２３年度今金町国民健康

保健特別会計事業勘定補正予算（第５号）専決処分の承認については、原案承認と

決定いたします。 
 
◎日程第７ 承認第５号 

○議長（徳田栄邦君） 日程第７、承認第５号を議題といたします。 
   平成２３年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）専決処分の承認

について、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第５号、平成２３年度今金町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第４号）専決処分の承認について提案理由を申し上げます。 
   本会計の提案につきましても、３月補正予算時において未確定であった部分であ 
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って、それぞれ確定数値となったものについて専決処分を行ったものであります。 
   補正概要につきましては、規定の歳入歳出予算の総額から６１０千円を減額し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７１，９４６千円としたところであります。歳出に

おいては総務費においての精査減額と、広域連合納付金の確定減額が主であり、歳

入では保険料の一般会計繰入金でそれぞれ減額となっております。以上概要を申し

上げました。ご審議いただき承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 
質疑は歳出、歳入全般について行います。３ページから９ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出、歳入全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 歳出・歳入全般について質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

質疑を打ち切り、討論を行います。 
   討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

討論を打ち切り、承認第５号、平成２３年度今金町後期高齢者医療特別会計補正 
予算（第４号）専決処分の承認についての採決を行います。 

   本案は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第５号、平成２３年度今金町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第４号）専決処分の承認については、原案承認と決定い

たします。 
 
◎日程第８ 承認第６号 

○議長（徳田栄邦君） 日程第８、承認第６号を議題といたします。 
   平成２３年度今金町介護保険特別会計補正予算（第５号）専決処分の承認につい

て、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第６号、平成２３年度今金町介護保険特別会計補正予算（第

５号）専決処分の承認について提案理由を申し上げます。 
   本会計の提案につきましても、承認第４号と同趣旨であります。 

補正概要につきましては、保健事業勘定におきまして規定の歳入歳出予算の総額

から９，２０３千円減額し、補正後の額をそれぞれ６２６，０３０千円とし、サー

ビス事業勘定では歳入歳出予算の総額から１５７千円を減額し、補正後の額をそれ

ぞれ、７，４３０千円としたものであります。保健事業勘定では歳出においては、

保険給付費確定に伴いそれぞれの給付事業での精査減額であります。また、歳入で

は一般会計繰入金及び基金繰入金でそれぞれ減額としております。サービス事業勘

定では、歳出では地域包括事業費の精査減額であり、歳入では一般会計繰入金の減

額が主であります。以上概要を申し上げました。ご審議いただき承認賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 
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これより、質疑を行います。 
質疑は始めに保険事業勘定、歳出、歳入全般について行います。 
始めに歳出全般について行います。１２ページから２２ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 次に歳入全般について質疑を行います。５ページから１１ペー

ジです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳入全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 歳出・歳入全般について質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出歳入全般についての質疑漏れを終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 次にサービス事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑を行い

ます。２３ページから２６ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出歳入全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 歳出・歳入全般について質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出歳入全般についての質疑漏れを終わります。 
 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 
  質疑を打ち切り、討論を行います。 
  討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
  討論を打ち切り、承認第６号、平成２３年度今金町介護保険特別会計補正予算（第

５号）専決処分の承認についての採決を行います。 
  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第６号、平成２３年度今金町介護保険

特別会計補正予算（第５号）専決処分の承認については、原案承認と決定いたしま

す。 
◎日程第９ 承認第７号 

○議長（徳田栄邦君） 日程第９、承認第７号を議題といたします。 
   平成２３年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第４号）専決処分の承

認について、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第７号、平成２３年度今金町介護老人保健施設特別会計補

正予算（第４号）専決処分の承認について、提案理由を申し上げます。 
本会計の提案につきましても、承認第４号と同趣旨であります。 
補正概要につきましては、収益的収入及び支出において、規定の予算の総額から

４，２７１千円を減額し補正後の額をそれぞれ３７１，５２６千円としたものであ
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ります。事業収益で、２，２６４千円の追加は施設サービス費及び自己負担金の確

定に伴う精査によるものであります。事業外収益で６，２７５千円の減額は一般会

計補助金の減額が主であります。また事業費用で４，０１１千円の減額は、給与費、

材料費、経費の精査減額であります。以上概要を申し上げました。ご審議いただき

承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 
質疑は収益的収入及び支出全般について行います。１ページから８ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で収益的収入及び支出全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 収益的収入及び支出全般について質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で収益的収入及び支出全般についての質疑漏れを終わりま 
す。 

○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 
  質疑を打ち切り、討論を行います。 
  討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
  討論を打ち切り、承認第７号、平成２３年度今金町介護老人保健施設特別会計補正

予算（第４号）専決処分の承認についての採決を行います。 
  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第７号、平成２３年度今金町介護老人

保健施設特別会計補正予算（第４号）専決処分の承認については、原案承認と決定

いたします。 
 
◎日程第１０ 承認第８号 

○議長（徳田栄邦君） 日程第１０、承認第８号を議題といたします。 
平成２３年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第４号）専決処分

の承認について、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第８号、平成２３年度今金町国民健康保険特別会計施設勘

定補正予算（第４号）専決処分の承認について提案理由を申し上げます。 
本会計の提案につきましても、承認第４号と同趣旨であります。 
補正概要につきましては、収益的収入及び支出において、規定の予算の総額から、 
４，９００千円を減額し補正後の額をそれぞれ７２１，６５１千円とし、資本的

収入及び支出においては、収入において１，０２５千円を追加し補正後の額を３，

０７６千円としたものであります。運用収益で１０，３５７千円の追加は入院、外

来その他医業受託検査等の収益の精査によるものであります。医業外収益で１５，

２５７千円の減額は一般会計負担金の減額が主であります。また、医業費用で４，

９５７千円減額は、給与費、材料費、経費の精査減額が主であります。以上概要を

申し上げました。ご審議いただき承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 
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これより、質疑を行います。 
質疑は収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１ペー

ジから８ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について 
の質疑を終わります。 

○ 議長（徳田栄邦君） 収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について質疑漏 
れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について

の全般についての質疑漏れを終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 
  質疑を打ち切り、討論を行います。 
  討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
  討論を打ち切り、承認第８号、平成２３年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定

補正予算（第４号）専決処分の承認についての採決を行います。 
  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第８号、平成２３年度今金町国民健康

保険特別会計施設勘定補正予算（第４号）専決処分の承認については、原案承認と

決定いたします。 
 
◎日程第１１ 承認第９号 

○議長（徳田栄邦君） 日程第１１、承認第９号を議題といたします。 
平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）専決処分の承認に

ついて、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第９号、平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計補正予 
算（第５号）専決処分の承認について、提案理由を申し上げます。 
本会計の提案につきましても、承認第４号と同趣旨であります。 
補正概要につきましては、規定の歳入歳出予算の総額から３２０千円を減額し、 
予算の総額を歳入、歳出それぞれ１３８，４８６千円としたところであります。歳 
出については、総務管理費、維持管理費の減額と、歳入では使用料、手数料の減額 
であります。以上概要を申し上げました。ご審議いただき承認賜りますよう、よろ 
しくお願いいたします。 

○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 
これより、質疑を行います。 
質疑は歳出、歳入全般について行います。３ページから６ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出、歳入全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 歳出、歳入全般について質疑漏れございませんか。 
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（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 
   質疑を打ち切り、討論を行います。 
   討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
   討論を打ち切り、承認第９号、平成２３年度今金町簡易水道事業特別会計補正予 

算（第５号）専決処分の承認についての採決を行います。 
   本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第９号、平成２３年度今金町簡易水道

事業特別会計補正予算（第５号）専決処分の承認については、原案承認と決定いた

します。 
 
◎日程第１２ 承認第１０号 

○議長（徳田栄邦君） 日程第１２、承認第１０号を議題といたします。 
平成２３年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）専決処分の承認

について、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 承認第１０号、平成２３年度今金町公共下水道事業特別会計補 
正予算（第４号）専決処分の承認について提案理由を申し上げます。 
本会計の提案につきましても、承認第４号と同趣旨であります。 

   補正概要につきましては、規定の歳入歳出予算の総額から７３７千円を減額し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ２５３，９６８千円としたところであります。歳出

においては、処理場維持管理費、７４７千円の減額が主であり、歳入では使用料で、

９６４千円の追加と、一般会計繰入金で１，７６６千円の減額が主であります。以

上概要を申し上げました。ご審議いただき承認賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 
質疑は歳出、歳入全般について行います。３ページから１０ページです。 
質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出、歳入全般についての質疑を終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 歳出、歳入全般について質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 
   質疑を打ち切り、討論を行います。 
   討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
   討論を打ち切り、承認第１０号、平成２３年度今金町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）専決処分の承認についての採決を行います。 
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   本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、承認第１０号、平成２３年度今金町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）専決処分の承認については、原案承認と決定

いたします。 
 

○議長（徳田栄邦君） １１時０５分まで休憩いたします。 
 

休憩 午前１０時５４分 
再開 午前１１時０５分 

 
◎日程第１３ 議案第１号 

○議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第１号を議題といたします。 
財産の取得について、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 議案第１号、財産の取得について提案理由を申し上げます。 
   寒昇地区の道有住宅の購入について、この間北海道と協議を進めて参りました。

このたび、協議が整いましたので、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条の規定に基づき、取得についての議決をお願いするもので

あります。物件につきましては資料も配付しておりますが、一棟二戸建てを３棟と、

一棟四戸建て１棟の計４棟ほか工作物であり、取得価格は８，３２４千４００円で

あります。予算につきましては既に公有財産購入費で土地を含み２１，０００千円

を計上しておりますが、土地代が２,０３３．０１㎡で１２,５７２千円、建物が、只
今申し上げましたとおり、８，３２４千４００円で、合計２０，８９６千４００円

となっております。なお、土地につきましては５，０００㎡以上になりますと、議

決要件にあたりますが、本件は２,０３３．０１㎡でありますので、提案からは除外
をしております。以上概要を申し上げました。ご審議いただき承認賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 
 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 
 向井君。 

○３番（向井孝一君） ただいまの説明でだいたいは理解した訳ですけども、土地の部

分について５，０００㎡以上は議決を要するもので、それ以下のものであれば議決

は要しないということでありますが、地方自治法の中でそう定められていると言わ

れればそれで終わりなのですけども、その辺のからみについて、これかもこういう

事案というのがたぶん出てくる可能性があると思うのです。そういう場面において

は、もう少し丁寧に議決がなくても説明を願えればと思うのですけども、その辺の

考え方についてお聞かせ願えればと思いますが。 
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 今の契約の関係でございますが、５，０００㎡以下で、

金額的に７，０００千円以上の財産の取得ということになりますが、土地につきま

しては５，０００㎡以上で、これは今金町条例の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で規定されてございます。丁寧な説明といいますと、

やはり常任委員会等で趣旨等を十分に説明して参りたいと存じています。これで理
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解をお願いしたいと思います。臨時会の参考資料ということで、別添で用意させて

いただいておりますが、一番最後のページになりますが、契約額の内訳ということ

になります。土地につきましては字今金４５１番地の４、宅地で２０３３．０１㎡

となります。これを坪に直しますと６１６．０６坪ということになります。ちなみ

にこれを㎡で割返しますと、６，１８０円、坪単価に割り返しますと２０，３９４

円ということになります。建物工作物につきましては、水銀灯が１棟ございます。

アスファルトでは、敷地内が舗装されてございます。あとそれぞれ物置が付属物と

して付いてございますので、それらの物件を含みまして、消費税込みで８，３２４

千４００円。この部分を今回議決いただくこととなります。以上で説明を終わらせ

ていただきます。 
○議長（徳田栄邦君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） これだけのものを購入する訳ですから、目的があるはずでござい

ます。購入の目的についてお知らせいただきたい。 
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君 
○総務財政課長（北見伸夫君） 購入は全部で四棟十戸になりますけども、そのうちの

三棟八戸につきましては町職員住宅へと考えております。あとの一棟二戸につきま

してはグループホーム等への要望がございますので、そういう活用を現在考えてい

るところでございます。以上でございます。 
○議長（徳田栄邦君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） 町職員の住宅にするということでいいのですか。 
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 訂正させていただきます。町有住宅として活用させて

いただきたいと思います。 
○議長（徳田栄邦君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） この部分というのは町職員住宅いわゆる、このまま会議録に残っ

ていいのかということもあります。町有住宅として活用をされる、いわゆる町民の

皆さんに活用していただきたいという目的だと思うのですけれども、町内に道、国

有、色々な建物があります。これはここだけに限らずあるわけですけども、これら

の払い下げをしたいんだけれども、今金町どうですかという声が何カ所か掛かって

いるというふうに、測妄しているんですが、それらの進捗。この件に関しては町有

住宅として求めるということでいいのですけども、あわせて町内にあるそういった

建物がどういった状態になっているのかお伝え願いたい。 
○議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） ご質問は、国有なり道有なり他の物件についての町に対する打

診がないかということで、過去に議会の皆様にもご説明申し上げておりますが、食

糧事務所で使用しておりました、食糧事務所本体と官舎について払い下げの打診が

ございました。しかし今正確な年数はでませんが、もう１０年もたったかとも思い

ますが、しかし物件的に使用するにはかなりの改修費が官舎についてもかけなくて

はならないという状況で、これについては取得することが適当でないという判断を

して、見送っているのが現状であります。その他については今のところございませ

ん。 
○議長（徳田栄邦君） 日置君。 
○８番（日置紳一君） 先ほどの建物の４棟分なんですけれども、これはそのまま手直

ししない状態で使えるような状態なのでしょうか。 
○総務財政課長（北見伸夫君） やはり年数も２５年程度経過しておりますので、手直
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しする部分がでてきます。それにつきましては次の一般会計補正予算の方で予算計

上しておりますので、よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を打ち切ります。 
   質疑を打ち切り、討論を行います。 
   討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
   討論を打ち切り、議案第１号、財産の取得についての採決を行います。 

本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１号、財産の取得については、原案

のとおり可決いたします。 
 

◎日程第１４ 議案第２号 
○議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第２号を議題といたします。 

平成２４年度今金町一般会計補正予算（第１号）について、理事者の説明を求め

ます。 
副町長、清水君。 

○ 副町長（清水寛君） 議案第２号、平成２４年度今金町一般会計補正予算（第１号） 
について提案理由を申し上げます。今回の補正につきましては規定の歳入歳出予算

の総額にそれぞれ１７，８００千円を追加し補正後の額をそれぞれ４，８１９，５

７１千円にしようとするものであります。補正の概要について歳出より申し上げま

す。２ページです。 
  ２款総務費において１７，８００千円の追加であります。内訳は先ほど議案第１ 
号で取得についてお願いいたしました、道有住宅だったものを今年度は一棟四戸を

１棟、一棟二戸を１棟、合計二棟六戸を屋根を含め内部改修も含めて修繕補修をす

るものであります。歳入については１ページであります。掛かる財源を財政調整基

金をもってあてようとするものであります。以上概要を申し上げました。ご審議い

ただき承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。質疑は歳入、歳出全般について行います。３ページ

から４ページです。 
   山崎君。 
○２番（山崎仁君） 修繕をして町有住宅として活用されるようでありますけれども、

確認をします。これは先ほど言った町職員住宅ということではなく、一般に貸し出

しをするという考え方なのですか。その辺りはどうなっているのですか。 
○議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） 職員を含め、各種団体といいますか、例えば一般の町民ではな

くて、養護学校さんとか、そういう関係の方々の中で必要とされる時、何戸かは町

のほうで提供いたします。これは現況でもそういう形で進めております。それらの

方々が必要であれば貸し出しをする、一般の町民の方々に関しましては申し訳あり

ませんが、昔で言えば公営住宅、今は公有住宅と言いますが、そちらの方で手当を

させていただこうということであります。基本的に考えておりますのが、無造作に
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町有住宅を増やそうとしているものではございません。現況、今私たちが抱えてい

る町有住宅はかなり老朽化してきております。例えば、栄町の団地の方に元の保健

所、道の官舎だったものを取得した部分もありますし、NTTの官舎を取得したもの
もあります。しかしこれらもかなり老朽化してきておりますので、今回この取得し

た建物は、それ相応の建物と認識して進めて参りました。これらを充てることによ

って、老朽化しそれらに対する維持補修が多額にかかるといった建物は、今後は廃

棄処分をするといったことでバランスをとっていきたいということが基本的な考え

であります。 
○議長（徳田栄邦君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） 古い住宅に関しては取り壊しをしながら、公営住宅、公有住宅で

はないという考え方は理解をします。では変えて入ってもらうと、今使っている所

を廃止しながらということは、もう既に入居の計画等があるということで修繕をか

けているというふうに理解をしていいんですね。 
○議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水寛君） 具体的部分につきましては６月の定例会の中で常任委員会等に

ご説明を申し上げようと思っておりましたが、既にご承知のとおり病院の看宿の方

も改修を進めてようとしております。今現段階では３戸、病院の職員、医師含めて

３戸をそちらの方に向けて入居させることで進めております。今入っている職員を

即、そちらに移していくという形では、特別不都合がなければ今の現況で進めてお

いて、あまり修繕がかかるような形になると移させるということを第一義的に考え

ております。 
○議長（徳田栄邦君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 以上で歳入、歳出の質疑を打ち切ります。 
○議長（徳田栄邦君） 歳入、歳出の質疑漏れございませんか。 
              （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を打ち切り、討論を行います。 
  討論ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
   討論を打ち切り、議案第２号、平成２４年度今金町一般会計補正予算（第１号）

についての採決を行います。 
本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第２号、平成２４年度今金町一般会計

補正予算（第１号）については、原案のとおり可決いたします。 
 
○議長（徳田栄邦君） お諮りいたします。只今町長より議案第３号、車両格納庫建設

工事請負契約の締結についてが提出されました。この際、これを日程に追加し議題

といたしたいのでありますが、これにご異議ございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。よって本案を日程に追加し議題とするこ

とに決定いたしました。暫時休憩いたしますそのままお待ちください。 
 
休憩 午前１１時２７分 
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再開 午前１１時２８分 
 
◎追加日程第１ 議案第３号 

○議長（徳田栄邦君） 追加日程第１、議案第３号を議題といたします。 
車両格納庫建設工事請負契約の締結について、理事者の説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水寛君） 議案第３号、車両格納庫建設工事請負契約の締結について提案 
理由を申し上げます。指名競争入札に付した結果、株式会社坂本建設が８０，３２ 
５千円で落札いたしましたので、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２条の規定に基づき提案をするものであります。議案に関しまし 
ては総務財政課長が朗読説明いたします。ご審議いただき承認賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 議案の朗読説明をいたします。 

議案第３号、車両格納庫建設工事請負契約の締結について。 
平成２４年５月２５日に指名競争入札した車両格納庫建設工事について、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年今金条例第

１０号）第２条の規定により議会の議決を求める。記、１契約の目的、車両格納庫

建設工事。２契約の方法、指名競争入札による契約。３契約の金額、金８０，３２

５千円。４契約の相手方、住所、瀬棚郡今金町字今金５９４番地。氏名、株式会社 

坂本建設、代表取締役、松下正幸。平成２４年５月２８日提出、今金町長。 
   次ページをお願いします。次ページは資料でございますが、車両格納庫建設工事

１工期、工事請負契約締結の日から平成２４年１１月１６日まで。２指名競争入札

参加者、入札金額につきましては落札業者のみ朗読させていただきます。和工建設

株式会社、株式会社坂本建設、７６，５００千円円落札、税抜きでございます。外

山建設株式会社、城ヶ端建設株式会社、以上４社による入札でございます。予定価

格につきましては、７７，５００千円で、落札率につきまして９８．７１％でござ

います。３工事の概要、鉄骨造平屋建、床面積５２４．４㎡、予定格納車両数８台

でございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 
   山崎君。 
○２番（山崎仁君） 工事請負契約締結の日からということで工期はなっているのです 
けども、契約締結に日はいつなのですか。 

○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 現在は仮契約の状態でございます。議会の議決を仮契 
約の日から７日以内ということで、今日議決いただきまして７日以内に本契約とい 
う運びになります。以上でございます。 

○議長（徳田栄邦君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） 仮契約の日はいつですか。 
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 仮契約の日は入札執行日の２５日となります。 
○議長（徳田栄邦君） 山崎君。 
○２番（山崎仁君） 仮契約、いわゆるそれ以前に重機が入って工事をするというのは

あり得ないということですよね。入札があって契約されてそれからということでい



- 22 - 

いんですよね。 
○議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 今、議員のおっしゃる通り、契約してからの工期とな 
りますので工期自体は契約してからということになります。以上でございます。 

○議長（徳田栄邦君） 暫時休憩いたします。 
休憩 午前１１時２９分 
再開 午前１１時３０分 

○議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
   他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○議長（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

質疑を打ち切り、討論を行います。討論ございませんか。 
（「なし」の声あり） 

○議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 
討論を打ち切り、議案第３号車両格納庫建設工事請負契約の締結についての採決 
を行います。本案は原案のとおり決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（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第３号、車両格納庫建設工事請負契約

の締結については、原案のとおり可決いたします。 
 
 

◎閉会の宣告 
○議長（徳田栄邦君） 以上をもって、日程の全部を議了いたしました。 
  これをもって、平成２４年第２回今金町議会臨時会を閉会いたします。 
  ご苦労様でした。 
 
 
 

閉会 午前１１時３２分 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


