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平成２９年１月第１回木島平村議会臨時会会議録 
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平成２９年１月第１回木島平村議会臨時会 

《第１日目 １月３０日 午後２時００分 開議》 

 

議長（森 正仁 君） 

 本日の会議は、諸般の都合により午後２時に繰り下げて開くことにします。 

ただいまの出席議員数は１０人です。 

定足数に達しておりますので、これから、平成２９年１月第１回木島平村議会臨時会を開会

いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

村長から招集のあいさつがあります。 

 日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 １月臨時議会ということで招集いたしましたところ、全議員の皆様にお集まりいただき大変

ありがとうございます。 

 皆さんご存知のとおり、正月までは本当に雪不足ということでありましたが、その後一転し

て大雪ということで、村民の皆さんも苦労されたかなというふうに思います。おかげさまで、

スキー場については、入れ込みが続いているということで感謝を申し上げたいわけであります

が、今回の補正案件につきましては、その雪に関わるもの、そしてまた平成２９年度の事業実

施にあたって必要な案件等の上程でございます。慎重にご審議いただきますようお願い申し上

げまして、招集のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

これから諸般の報告をします。 

まず、私から申し上げます。 

今臨時会に説明員として出席を求めた理事者等は、議案表の下段に記載のとおりですので、

ご了承ください。 

次に、日䑓村長からありましたら報告願います。 

 

村長（日䑓正博 君） 

 はい、ありません。 

 

議長（森 正仁 君） 

 内堀教育長からありましたら報告願います。 

 

教育長（内堀幸夫 君） 

 ありません。 

 

議長（森 正仁 君） 

これで諸般の報告を終ります。 

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は会議規則第１１９条の規定により、２番、勝山 卓君、３番、滝沢光平君
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を指名します。 

日程第２、「会期の決定」の件を議題にします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。  

したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決定しました。 

日程第３、承認第１号「平成２８年度木島平村一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承

認について」の件から、日程第８、議案第５号「工事変更請負契約の締結について」の件まで、

以上承認案件１軒、条例案件２件、予算案件２件、事件案件１件を一括議題とします。 

なお、以降議案等の「平成２８年度木島平村」の部分については、省略させていただきます

ので、ご了承願います。 

朗読を省略し、本案について、提案理由の説明を求めます。 

 日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 

 

村長（日䑓正博 君） 

 それでは、最初に承認案件ということで、承認第１号についてご説明をさせていただきます。 

 「一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認について」ということでありますが、歳入

歳出にそれぞれ１３８万３千円を追加し、総額を３４億７，３５６万１千円とする補正予算で

あります。 

 １２月の寡雪によりまして、木島平スキー場オープン予定でありました２３日までに、十分

な積雪が見込めない状況であったということから、雪入れを行った経費であります。 

 雪入れは、１２月２１日、２２日、２７日の３日間で、延べダンプ２４台分行いました。こ

れによりまして２５日に第１１リフトの運行を開始しまして、２８日には第６並びに第８リフ

トの運行を開始いたしました。支払いも早急に行うということから、１月６日付の専決といた

しました。財源は、財政調整基金からの繰り入れでございます。 

 なお、当時は３月末までの残雪が厳しい状況が予想されたため、８台分の雪入れ経費につい

ても併せて計上してありますので、ご承認いただきますようにお願いを申し上げます。 

 続いて、議案であります。 

 議案第１号「カヤの平高原保健休養施設条例の全部改正」ということでございますが、現在、

カヤの平高原の施設関係については、ロッヂと炊事場は木島平観光株式会社への指定管理とな

っております。これに付随する形で、キャンプ場等の管理を委託しております。 

 この指定管理の期間は、平成２９年３月までとなっていますことから、この更新に合わせて

カヤの平高原の施設全体を指定管理とするため、キャンプ場、グラウンド、テニスコート、休

憩所及び案内所施設に係る条例を改正するものでございます。 

 続いて、議案第２号でございますが、「木島平村観光交流センター条例の全部改正」でござい

ます。 

現在、「直売所」及び「そば処樽滝」を個々に貸し付けを行い、それ以外の会議室や待合所等

は村で管理しておりますが、平成２９年４月から木島平村観光交流センター全体を指定管理と

するため、必要な条例改正を行うものであります。 

 続いて、議案第３号でございますが、「平成２８年度木島平村一般会計補正予算（第７号）」
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でございます。歳入歳出にそれぞれ５，０３８万８千円を追加し、総額を３５億２，３９４万

９千円とする補正予算であります。 

 債務負担行為関係は、今年度開始しました高原シャトル便について、来年度は有料化にする

計画であり、この有料化のためには、道路運送法による許可申請が必要となります。この許可

申請は、事業者が行うため、まず事業者を選定しなければなりません。許可までの期間や事前

のＰＲ期間を考慮し、選定した業者との契約等、６月の運行開始までに必要な経費について債

務負担行為を行い、運行開始に備えるものであります。 

 次に、補正予算の内容でありますが、農産物ブランド化推進費では、１月１８日に有機セン

ターの汚泥処理後熟槽の天井が崩落しまして、天井に設置されておりました脱臭ダクトが脱落

いたしました。急きょ復旧する必要があるため、工事に係る経費９９５万６千円を補正するも

のであります。 

 除雪対策費では、１月中旬以降、豪雪により２月に支払うべき直営オペレーターの賃金と業

者への委託料がすでに不足していることと併せ、今後３月末までに見込まれる賃金と委託料を

補正するものであります。総額で４，０４３万２千円を計上いたしました。財源は、地方交付

税を見込んでおります。 

 続いて、議案第４号でありますが、「平成２８年度木島平村国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）」でございます。歳入歳出にそれぞれ７０９万４千円を追加し、総額を６億９１６４万９

千円とする補正予算であります。 

 ２月に支払う高額療養費が不足するため、３月支払予定分も含めて補正を行うものでありま

す。財源は、国民健康保険基金からの繰入れで対応することといたしました。 

 続いて、議案第５号「工事変更請負契約の締結について」であります。 

 ６月議会で議決を議決をいただき、事業を進めてまいりました「村道４号線道路改良工事」

に係る変更請負契約の締結をするため、議会の議決を求めるものであります。 

 変更内容は、１として当初工事の時点では未解決で、発注には含まれていませんでした箇所

の道路用地の買収が完了したことによります区間２０ｍ分の工事費増。２番目として、既設ア

スファルト舗装の厚さが、これまでのオーバーレイにより、当初見込みのほぼ２倍の厚さがあ

るということで、その掘削及び処分費の増。３番目としまして、工事延長が長いことから、通

行制限区間を短くし、交通の確保を図る目的で、２班体制で工事を行うこととなったため、交

通誘導員分の増であります。 

合わせまして、６１２万３，６００円の増額をしまして、総額７，２３２万７，６００円と

するものであります。 

 また、工期につきましては、工事の変更内容でも説明いたしましたが、未発注区間の工事の

施工が、その区間に建てられていました家屋の移転後となったため、工期の延長が必要となり

３月２４日まで延長いたしました。 

 以上でございます。 

 よろしくご審議いただきますように、お願いいたします。 

 

議長（森 正仁 君） 

 ここで、暫時休憩といたします。 

（休憩 午後２時０７分） 

（再開 午後３時１５分） 

 

議長（森 正仁 君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

承認第１号「一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認について」の件について、これ
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から質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「質疑なし」と認め、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（討論なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

討論がないようですので、討論を終わり採決したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認め、これから採決を行います。 

承認第１号「一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認について」の件について採決を

します。 

本案は、原案のとおり決定するにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、承認案件１件は、原案のとおり承認することに決定しました。 

次に、議案第１号「カヤの平高原保健休養施設条例の全部改正について」の件から、議案第

５号「工事変更請負契約の締結について」の件について、これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

 

議長（森 正仁 君） 

「質疑なし」と認め、これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっております議案第１号から議案第５号について、会議規則第３９条第３

項の規定により、委員会付託を省略することについて採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案は、委員会の付託を省略することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

 

議長（森 正仁 君） 

起立全員です。 

したがって、議案第１号から議案第５号について、委員会の付託を省略することに決定しま

した。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（討論なし） 
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議長（森 正仁 君） 

討論がないようですので、討論を終わり採決したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認め、これから採決を行います。 

議案第１号「カヤの平高原保健休養施設条例の全部改正について」の件を採決します。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

議案第２号「木島平村観光交流センター条例の全部改正について」の件を採決します。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

議案第３号「一般会計補正予算（第７号）について」の件を採決します。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

議案第４号「国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について」の件を採決します。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

議案第５号「工事変更請負契約の締結について」の件を採決します。 

本案は、原案のとおり決定するに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（森 正仁 君） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、条例案件２件、予算案件２件、事件案件１件は、原案のとおり「可決」しまし

た。 

これで本日の日程は、すべて終了しました。 

ここで、村長から発言を求められましたので、これを許します。 

日䑓村長。 

（「はい、議長。」の声あり） 

（村長「日䑓正博 君」登壇） 
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村長（日䑓正博 君） 

 はい、大変ありがとうございました。 

 今日は、本当に良い天気でありますが、やはりこの時期、どういうふうに気候が変動するか

わからない、そんな状況であります。 雪害も含めて、あらゆる災害等に向けて、安心安全な

村づくりをするためにいろいろと取り組みを進めていきたいというふうに思いますので、また

議会の皆様方にもご支援ご協力いただきたいというふうに思います。 

そしてまた、３月議会に向けて今予算の査定等行っております。平成２９年度に向けての準

備ということで、またいろんな中身、ご提案をするというふうに思いますが、その際にも明日

の木島平に向かって皆さんと一緒に取り組みができますように、そんなことをお願い申し上げ

まして、閉会にあたりましてのごあいさつにさせていただきます。 

大変ありがとうございました。 

 

議長（森 正仁 君） 

以上で、平成２９年１月第１回木島平村議会臨時会を閉会します。 

ご苦労様でした。 

（閉会 午後３時２０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 


