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平成２８年余市町議会第１回定例会会議録（第２号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 １時４９分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２８年３月７日（月曜日）       

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議

  平成２８年３月８日（火曜日）午前１０時 

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃       ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

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  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  佐々木   隆 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  干 場 隆 利 

  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  飯 野 徹 郎 

  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            

  第 １ 議案第１５号 余市町行政不服審査 

      条例案              

  第 ２ 議案第１６号 行政不服審査法の施 

      行に伴う関係条例の整備に関する条 

      例案               

  第 ３ 議案第１７号 余市町職員の勤務時 

      間及び休日休暇に関する条例の一部 

      を改正する条例案         

  第 ４ 議案第１８号 余市町職員の旅費及 

      びその支給方法に関する条例の一部 

      を改正する条例案         

  第 ５ 議案第１９号 余市町人事行政の運 

      営等の状況の公表に関する条例の一 

      部を改正する条例案        

  第 ６ 議案第２３号 指定管理者の指定に 

      ついて              

  第 ７ 議案第２４号 指定管理者の指定に 

      ついて              

  第 ８ 議案第２５号 指定管理者の指定に 

      ついて              

  第 ９ 議案第２６号 指定管理者の指定に 

      ついて              

  第１０ 一般質問             

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成28年余

市町議会第１回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18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。 

〇議長（中井寿夫君） 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１、

議案第15号 余市町行政不服審査条例案、日程第

２、議案第16号 行政不服審査法の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例案の以上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１ないし日程第２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） ただいま一括上程さ

れました議案第15号 余市町行政不服審査条例案

につきまして、その提案理由をご説明申し上げま

す。 

 このたびご提案申し上げます余市町行政不服審

査条例案につきましては、平成26年６月13日に公

布されました行政不服審査法（平成26年法律第

68号）が平成28年４月１日から施行されることと

なり、同法第81条第１項で地方公共団体に執行機

関の付属機関としてこの法律の規定によりその権

限に属させられた事項を処理するための機関を置

く、さらに同条第４項では機関の組織及び運営に

関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体

の条例で定めると規定されておりますことから、

本町におきましても当該規定に基づく第三者機関

の設置を行うとともに、同法第38条及び第78条の

手数料等につきましても条例で定めることが同法

に規定されておりますことから、所要の規定を盛

り込んだ当該条例を新たに制定しようとするもの

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15号 余市町行政不服審査条例案。 
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 余市町行政不服審査条例を次のとおり制定す

る。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町行政不服

審査条例。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、行政不服審査法（平成26年

法律第68号。以下「法」という。）第81条第１項

及び第４項の規定に基づき設置する余市町行政不

服審査会（以下「審査会」という。）の組織及び

運営について必要な事項を定めるとともに、条例

等（執行機関の規則及び規程を含む。）に基づく

処分の審査請求に係る手数料については、他の条

例に定めるもののほか、この条例の定めるところ

による。 

 （手数料等） 

 第２条 法第38条第６項の規定により読み替え

て適用する同条第４項（他の法令において準用す

る場合を含む。）及び法第81条第３項の規定によ

り読み替えて準用する法第78条第４項（他の法令

において準用する場合を含む。）の条例で定める

手数料は、無料とする。 

 ２ 法第38条第１項（他の法令において準用す

る場合を含む。）及び法第78条第１項（他の法令

において準用する場合を含む。）に規定する写し

又は書面の交付を求めたときにおけるこれらの費

用は、請求者の負担とする。 

 （審査会） 

 第３条 法第81条第１項の規定により、その権

限に属させられた事項を処理するため、審査会を

設置する。 

 （組織） 

 第４条 審査会は、委員５人で組織する。 

 ２ 委員は、審査会の権限に属する事項に関し

公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行

政に関して識見を有する者のうちから、町長が委

嘱する。 

 ３ 委員の任期は３年とし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

 ４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （会長及び副会長） 

 第５条 審査会に、会長及び副会長を置く。 

 ２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

 ３ 会長は審査会を代表し、会務を総理する。 

 ４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あると

きは、その職務を代理する。 

 （会議） 

 第６条 審査会の会議は、会長が招集する。 

 ２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ

会議を開くことができない。 

 ３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決

し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

 ４ 前３項に定めるもののほか、審査会の運営

に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定め

る。 

 （庶務） 

 第７条 審査会の庶務は、総務部総務課におい

て処理する。 

 （委任） 

 第８条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成28年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例の施行に伴い新たに委嘱される余

市町行政不服審査会の委員の任期は、第４条第３

項の規定にかかわらず、平成30年３月31日までと

する。 

 （施行のための準備行為） 

 ３ 審査会の委員の選任のための手続その他こ
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の条例を施行するために必要な準備行為は、この

条例の施行日前においても行うことができる。 

 以上、議案第15号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、一括上程されております議案第16号 行

政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例案につきまして、その提案理由をご説明申

し上げます。 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例案につきましては、平成26年６月13日

に公布されました行政不服審査法（平成26年法律

第68号）及び行政不服審査法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律（平成26年法律第69号）

が平成28年４月１日から施行されることとなり、

本町の関係する条例につきましても整備を行う必

要が生じましたことから、本条例の制定により関

係条例の改正を行おうとするものでございます。 

 関係する条例のうち、余市町特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正につきましては、議案第15号でご提案申し

上げております余市町行政不服審査会委員の報酬

及び費用弁償の規定を新たに設けるものでござい

ます。 

 次に、余市町情報公開条例の一部改正と余市町

個人情報保護条例の一部改正でございますが、法

律で不服申し立ての種類が原則審査請求に一元化

されたことなどによる字句の整理や条例間の表現

の整合性、情報公開審査会と個人情報保護審査会

への諮問の適用除外規定の追加、また行政不服審

査法では審査請求された場合職員のうちから審理

手続を行う審理員を指名しなければならないこと

となっておりますけれども、情報公開及び個人情

報保護に関しては行政不服審査会ではなくて、情

報公開審査会と個人情報保護審査会への諮問とな

りますことから審理員を置かない規定を設けるも

のでございます。 

 また、行政手続条例の一部改正と余市町税条例

の一部改正につきましては、法改正に伴う字句の

整理、余市町固定資産評価審査委員会条例の一部

改正につきましては、行政不服審査法との整合性

を図ることなどの整備を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第16号 行政不服審査法の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例案。 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例を次のとおり制定する。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。行政不服審査法

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 

 （余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正） 

 第１条 余市町特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年余市町

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表個人情報保護審査会の項の次に次のように

加える。 

 行政不服審査会、会長、日額6,000円、1,500円、

同上。委員、日額5,500円、1,500円、同上。 

 （余市町情報公開条例の一部改正） 

 第２条 余市町情報公開条例（平成12年余市町

条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第17条」を「第16条の２」に改める。 

 第15条第１項中「の公開」を削る。 

 第16条の見出しを「（審査請求）」に改め、同

条第１項中「通知」の次に「（以下「公開等の決

定」という。）又は公開請求に係る不作為」を加

え、「行政不服審査法（昭和37年法律第160号）」

を「行政不服審査法（平成26年法律第68号）」に、

「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第２

項中「規定する不服申立て」を「規定する審査請

求」に、「、当該不服申立てが明らかに不適法で

あり、却下するとき」を「、次の各号のいずれか

に該当する場合」に、「次条」を「第17条」に、



－41－ 

「不服申立てに対する裁決又は決定」を「審査請

求に対する裁決」に改め、同項に次の各号を加え

る。 

 （１）審査請求が不適法であり、却下する場合 

 （２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求に係る文書等の全部を公開することとす

る場合（当該文書等の公開について、反対意見書

が提出されている場合及び行政不服審査法第９条

第３項において読み替えて適用する同法第30条第

２項に規定する意見書（以下「参加人意見書」と

いう。）において反対する旨の意見が述べられて

いる場合を除く。） 

 第16条第３項中「又は決定」を削り、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加え

る。 

 ３ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法

第９条第３項において読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書及び同法第30条第１項に規定

する反論書並びに参加人意見書の写し（反論書及

び参加人意見書の写しにあっては、提出があった

場合に限る。）を添えて行われなければならない。 

 第３章中第17条の前に次の１条を加える。 

 （審理員の指名の適用除外） 

 第16条の２ 公開等の決定又は公開請求に係る

不作為に係る審査請求については、行政不服審査

法第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

 第17条第１項中「前条第２項の諮問」を「第16条

第２項の規定による諮問」に改め、同条第２項中

「前条」を「前項」に改める。 

 第21条第３項中「、不服申立人」を「、審査請

求人、参加人」に、「不服申立人等」を「審査請

求人等」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （提出資料の閲覧） 

 第21条の２ 審査請求人及び参加人は、実施機

関に対し、実施機関が審査会に提出した意見書又

は資料の閲覧若しくは当該意見書又は資料の写し

の交付を求めることができる。この場合において、

実施機関は、第三者の利益を害するおそれがある

と認めるとき、その他正当な理由があるときでな

ければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

 ２ 実施機関は、前項の規定による閲覧につい

て、その日時及び場所を指定することができる。 

 第22条第２項第１号中「不服申立て」を「審査

請求」に改め、「又は決定の種類」を削る。 

 （余市町個人情報保護条例の一部改正） 

 第３条 余市町個人情報保護条例（平成12年余

市町条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第27条」を「第26条の２」に改める。 

 第12条中「第13条」を「次条」改める。 

 第14条第１号中「第２号」を「次号」に改める。 

 第20条第１項中「請求」の次に「（以下「訂正

請求」という。）」を加え、同条第２項中「訂正

の請求」を「訂正請求」に改める。 

 第21条の見出し及び同条第１項から第３項まで

の規定中「訂正の請求」を「訂正請求」に改める。 

 第22条の見出し中「訂正の請求」を「訂正請求」

に改め、同条第１項中「訂正の請求」を「訂正請

求」に改め、「決定」の次に「（以下「訂正等の

決定」という。）」を加え、同条第２項及び第５

項中「訂正の請求」を「訂正請求」に改める。 

 第23条第１項中「訂正の請求」を「訂正請求」

に改める。 

 第23条の５第１項中「決定」の次に「（以下「利

用停止等の決定」という。）」を加える。 

 第25条を次のように改める。 

 （費用の負担） 

 第25条 この条例の規定による文書等に係る閲

覧又は視聴についての手数料は、無料とする。 

 ２ この条例の規定により請求者が求めた文書

等の写しの交付に要する費用又は送付を求めたと

きの費用は、請求者の負担とする。 

 第26条の見出しを「（審査請求）」に改め、同

条第１項中「第16条第１項、第22条第１項又は第

23条の５第１項の決定」を「第16条第１項の開示
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等の決定、第22条第１項の訂正等の決定、第23条

の５第１項の利用停止等の決定又は開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為」に、

「行政不服審査法（昭和37年法律第160号）」を「行

政不服審査法（平成26年法律第68号）」に、「不

服申立て」を「審査請求」に改め、同条第２項中

「規定する不服申立て」を「規定する審査請求」

に、「当該不服申立てが明らかに不適法であり、

却下するとき」を「次の各号のいずれかに該当す

る場合」に、「不服申立てに対する裁決又は決定」

を「審査請求に対する裁決」に改め、同項に次の

各号を加える。 

 （１）審査請求が不適法であり、却下する場合 

 （２）裁決で、開示等の決定（開示請求に係る

保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。

以下この号において同じ。）、訂正等の決定（訂

正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除

く。）又は利用停止等の決定（利用停止請求の全

部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。）

を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保

有個人情報の全部を開示する場合（当該開示決定

等について第三者から反対意見書が提出されてい

る場合を除く。）、当該審査請求に係る訂正請求

の全部を容認して訂正する場合又は当該審査請求

に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止す

る場合 

 第26条第３項中「又は決定」を削り、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加え

る。 

 ３ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法

第９条第３項において読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書の写しを添えて行われなけれ

ばならない。 

 第３章中第27条の前に次の１条を加える。 

 （審理員の指名の適用除外） 

 第26条の２ 開示等の決定、訂正等の決定、利

用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは

利用停止請求に係る不作為に係る審査請求につい

ては、行政不服審査法第９条第１項本文の規定は、

適用しない。 

 第27条第１項中「前条第２項の諮問」を「第26条

第２項の規定による諮問」に改める。 

 第31条第３項中「、不服申立人」を「、審査請

求人、参加人」に、「不服申立人等」を「審査請

求人等」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （提出資料の閲覧） 

 第31条の２ 審査請求人及び参加人は、実施機

関に対し、実施機関が審査会に提出した意見書又

は資料の閲覧若しくは当該意見書又は資料の写し

の交付を求めることができる。この場合において、

実施機関は、第三者の利益を害するおそれがある

と認めるとき、その他正当な理由があるときでな

ければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

 ２ 実施機関は、前項の規定による閲覧につい

て、その日時及び場所を指定することができる。 

 第32条第２項第１号中「不服申立て」を「審査

請求」に改め、「又は決定の種類」を削る。 

 （余市町行政手続条例の一部改正） 

 第４条 余市町行政手続条例（平成９年余市町

条例第19号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第10号中「、異議申立て、その他の不服

申立て」及び「、決定その他の処分」を削る。 

 第19条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

 （余市町税条例の一部改正） 

 第５条 余市町税条例（昭和37年余市町条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

 第18条の２第１項中「不服申立て」を「審査請

求」に改める。 

 （余市町固定資産評価審査委員会条例の一部改

正） 

 第６条 余市町固定資産評価審査委員会条例

（昭和26年余市町条例第28号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第２項第１号中「住所」の次に「又は居
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所」を加え、同項中第４号を第５号とし、第３号

を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次

に次の１号を加える。 

 （２）審査の申出に係る処分の内容 

 第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を

加え、「行政不服審査法（昭和37年法律第160号）

第13条第１項」を「行政不服審査法施行令（平成

27年政令第391号）第３条第１項」に改め、同条に

次の１項を加える。 

 ６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総

代又は代理人がその資格を失ったときは、書面で

その旨を委員会に届け出なければならない。 

 第９条第２項ただし書を削り、同条に次の１項

を加える。 

 ４ 委員会は、審査申出人から反論書の提出が

あったときは、これを町長に送付しなければなら

ない。 

 第17条を第18条とし、第16条を第17条とし、第

15条を第16条とし、第14条第１項中「においては」

の次に「次に掲げる事項を記載し、委員会が記名

押印した」を加え、同条を第15条とし、同条第１

項に次の各号を加える。 

 （１）主文 

 （２）事案の概要 

 （３）審査申出人及び町長の主張の要旨 

 （４）理由 

 第13条第１項中「前３条」を「第10条から第12条

まで」に改め、同条を第14条とし、第12条の次に

次の１条を加える。 

 （費用の負担） 

 第13条 法第433条第11項の規定により読み替

えて準用する行政不服審査法（平成26年法律第

68号）第38条第４項の条例で定める手数料は、無

料とする。 

 ２ 法第433条第11項において読み替えて準用

する行政不服審査法第38条第１項に規定する写し

又は書面の交付を求めたときにおけるこれらの費

用は、請求者の負担とする。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成28年４月１日から施行す

る。 

 （余市町情報公開条例の一部改正に伴う経過措

置） 

 ２ 第２条の規定による改正後の余市町情報公

開条例第16条及び第３章の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後にされる

余市町情報公開条例第16条第１項に規定する公開

等の決定又は通知（以下「公開等の決定」という。）

又は同条例第６条第１項に規定する公開の請求

（以下「公開請求」という。）に係る不作為に係

る審査請求について適用し、施行日前にされた公

開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る不服

申立てについては、なお従前の例による。 

 （余市町個人情報保護条例の一部改正に伴う経

過措置） 

 ３ 第３条の規定による改正後の余市町個人情

報保護条例第26条及び第３章の規定は、施行日以

後にされる余市町個人情報保護条例第16条第１項

に規定する開示等の決定（以下「開示等の決定」

という。）、同条例第22条第１項に規定する訂正

等の決定（以下「訂正等の決定」という。）、同

条例第23条の５第１項に規定する利用停止等の決

定（以下「利用停止等の決定」という。）又は同

条例第11条第１項に規定する開示の請求（以下「開

示請求」という。）、同条例第20条第１項に規定

する訂正の請求（以下「訂正請求」という。）若

しくは同条例第23条の２第１項に規定する利用停

止の請求（以下「利用停止請求」という。）に係

る不作為に係る審査請求について適用し、施行日

前にされた開示等の決定、訂正等の決定、利用停

止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為に係る不服申立てについて

は、なお従前の例による。 
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 （余市町固定資産評価審査委員会条例の一部改

正に伴う経過措置） 

 ４ 第６条の規定による改正後の余市町固定資

産評価審査委員会条例第４条第２項、第３項及び

第６項、第９条第２項及び第４項、第13条、第15条

第１項の規定は、施行日以後の固定資産税に係る

固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格に

係る審査の申出について適用し、施行日前までの

固定資産税に係る固定資産の固定資産課税台帳に

登録された価格に係る審査の申出については、な

お従前の例による。 

 以上、議案第16号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

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新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようお願

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。 

〇16番（藤野博三君） 二、三質問をさせていた

だきます。 

 １つは、行政不服審査、これが今まで余市町で

は、１年に何件というような形でもいいのですけ

れども、何件ぐらいあったのかどうかということ

です。 

 それと、もう一つは、委員の選任については、

これ恐らくかなり専門的知識を有していないとな

かなか難しいところがあると。総務文教常任委員

会でもある程度説明はいただいたのですけれど

も、その辺についてどのような方をというか、委

員を想定しているのか、その辺についてお尋ねい

たします。 

 また、改正法の中では審査会を開くに当たって

審理員制度の導入、多分余市町に審査あった場合、

例えばその関係課の職員ではなくて、それ以外の

職員で審理員をするというような法律になったの

ですけれども、今余市町としては関係職員以外の

職員だけを想定しているのか、または外部からも

正職員以外でもいいというような法律になってい

るはずなのです。その辺についてどのように考え

ているのか、この３点についてお尋ねしたいと思

います。 

〇総務課長（須貝達哉君） 16番、藤野議員から

のご質問３点についてお答えを申し上げたいと存

じます。 

 まず、１点目の行政不服審査にかかわってこれ

まで異議申し立て等ということ、不服申し立てと

いうことになろうかと思いますけれども、そうい

ったものが何件あったのかという１点目のご質問

でございますけれども、不服審査法に基づいての

不服申し立てというのでしょうか、異議申し立て

というのは、ここ数年なかったかというふうに存

じておりますけれども、固定資産評価ですとかそ

ういった部分での申し出というのはあったという

ふうに認識をしてございます。 

 さらに、２点目、委員の選任はどう考えている

のかということでございますけれども、議員ご指

摘のとおり、専門的知識を必要とするというふう

に考えておりまして、現段階といたしては情報公

開の審査会、さらには個人情報の審査会等が今現

在存在してございまして、できましたらそれらの

委員と同じメンバー構成でということで考えては

おりますけれども、その選定に当たってはまたこ

れからの作業というふうに考えてございますの

で、ご理解をいただきたいというふうに存じます。 

 次に、３点目の改正法にかかわって審理員を町

として置かなければいけない、町長が指名するわ

けでありますけれども、その審理員の考え方でご

ざいます。これにつきましても、ご指摘のとおり、

外部から弁護士等入れてやるという方法もないわ

けではございませんけれども、そうなりますと相

当費用もかかってくるのかなということも考えら
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れますので、基本的には処分を行った部署とは別

の処分に関与しない職員が審理員に当たるという

ことで、現段階としてはそういった流れで審理を

進めていきたいなというふうに考えてございます

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15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15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15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15号 余市町行政不服審査条例

案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第16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16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16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16号 行政不服審査法の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例案は、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３、議案第17号 余市町職員の勤務時間及び休

日休暇に関する条例の一部を改正する条例案、日

程第４、議案第18号 余市町職員の旅費及びその

支給方法に関する条例の一部を改正する条例案、

日程第５、議案第19号 余市町人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

案の以上３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３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） ただいま一括上程さ

れました議案第17号 余市町職員の勤務時間及び

休日休暇に関する条例の一部を改正する条例案に

つきまして、その提案理由をご説明申し上げます。 

 このたびご提案申し上げます余市町職員の勤務

時間及び休日休暇に関する条例の一部を改正する

条例案につきましては、平成26年５月14日に公布

されました地方公務員法及び地方独立行政法人法

の一部を改正する法律（平成26年法律第34号）が

平成28年４月１日から施行されることに伴い、地

方公務員法の条項を引用してございます余市町職

員の勤務時間及び休日休暇に関する条例につきま

しても条項の整理が必要となりますことから、所
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要の改正を行おうとするものでございます。さら

に、平成27年６月24日に公布されました学校教育

法等の一部を改正する法律が平成28年４月１日か

ら施行され、小学校から中学校までの義務教育を

一貫して行う義務教育学校が新たな学校の種類と

して規定されることなどにより、これにつきまし

ても所要の改正を行おうとするものでございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第17号 余市町職員の勤務時間及び休日休

暇に関する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町職員の勤

務時間及び休日休暇に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条

例（昭和35年余市町条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」

に改める。 

 第９条の３第１項第２号中「小学校」の次に「、

義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学

部」を加える。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、議案第17号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

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新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようお願

い申し上げます。 

 次に、一括上程されております議案第18号 余

市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の

一部を改正する条例案につきまして、その提案理

由をご説明申し上げます。 

 余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条

例の一部を改正する条例案につきましては、平成

26年５月14日に公布されました地方公務員法及び

地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成

26年法律第34号）が平成28年４月１日から施行さ

れることに伴い、地方公務員法の条項を引用して

ございます余市町職員の旅費及びその支給方法に

関する条例につきましても条項の整理が必要とな

りますことから、所要の改正を行おうとするもの

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18号 余市町職員の旅費及びその支給方

法に関する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町職員の旅

費及びその支給方法に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条

例（昭和41年余市町条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」

に改める。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、議案第18号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

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新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧賜りますようお願

い申し上げます。 

 続きまして、一括上程されております議案第

19号 余市町人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部を改正する条例案につきまして、

その提案理由をご説明申し上げます。 

 余市町人事行政の運営等の状況の公表に関する
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条例の一部を改正する条例案につきましては、平

成26年５月14日に公布されました地方公務員法及

び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平

成26年法律第34号）が平成28年４月１日から施行

されることに伴い、余市町人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例に基づき町が公表する人事

行政の運営等の状況の項目を追加するとともに、

平成26年６月13日に公布されました行政不服審査

法（平成26年法律第68号）が平成28年４月１日か

ら施行されることに伴い、所要の改正を行おうと

するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第19号 余市町人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町人事行政

の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正

する条例。 

 余市町人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例（平成17年余市町条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条中第７号を第10号とし、第６号を第９号

とし、第５号を第７号とし、同号の次に次の１号

を加える。 

 （８）職員の退職管理の状況 

 第３条中第４号を第６号とし、第３号を第４号

とし、同号の次に次の１号を加える。 

 （５）職員の休業の状況 

 第３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

 （２）職員の人事評価の状況 

 第５条第２号中「不服申し立て」を「審査請求」

に改める。 

 附則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 以上、議案第19号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、ご決定

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新旧対照表を添

付してございますので、ご高覧を賜りますようお

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３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17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17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17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17号 余市町職員の勤務時間及

び休日休暇に関する条例の一部を改正する条例案

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第18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） 
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 異議なしと認めます。 

 よって、議案第18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18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18号 余市町職員の旅費及びそ

の支給方法に関する条例の一部を改正する条例案

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第19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19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19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19号 余市町人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

案は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４７分 

再開 午前１１時１５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） 次に、日程第６、議案第

23号 指定管理者の指定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。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ただいま上程されま

した議案第23号 指定管理者の指定について、提

案理由をご説明申し上げます。 

 黒川町営駐車場及び黒川第２町営駐車場につき

ましては、民間の能力を活用することにより、よ

り町民サービスの向上と効率的な施設の管理運営

を図るため、平成19年度より指定管理者制度を導

入いたしております。当該施設につきましては、

平成27年度末をもちまして平成25年度からの３年

間の指定管理期間が満了することとなり、再度指

定管理者制度による管理運営を行うため新たに指

定管理者を公募いたしましたところ１団体より申

請があり、このたび指定管理者を選定したところ

でございます。つきましては、地方自治法第244条

の２第６項の規定に基づき指定管理者の指定につ

いて議会の議決を賜りたく、ご提案申し上げる次

第でございます。 

 それでは、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第23号 指定管理者の指定について。 

 地方自治法第244条の２第６項の規定により、次

のとおり指定管理者を指定することについて、議

会の議決を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、施設の名称、黒川町営駐車場・黒川第２町

営駐車場。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、株式会社古

垣建設。 

 ３、指定の期間、平成28年４月１日から平成31年
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３月31日まで。 

 以上、議案第23号につきまして提案理由をご説

明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。 

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（吉田浩一君） 何点か質問させていただ

きます。 

 確認という意味も含めるのですけれども、ここ

の黒川町営駐車場及び第２駐車場の除排雪という

のは、この業者がやるということになっているの

でしょうか、またこれは別に契約するということ

になっているのか、それが１点目です。 

 ２点目として、去年の秋ですか、第２駐車場の

ほうなのですけれども、料金の機械が故障してい

てバーが上がりっ放しになっていると。それの期

間というのがかなり長く続いていたようなので

す。逆にそこをご自由に利用してくださいという

ような看板が上がっていたように記憶するのです

けれども、まずこの機械が直ったのかどうか。そ

れと、こういう問題で機械が故障した場合は誰が

直すという、町側が直すのか、それとも指定管理

者のほうが直すのか、これはどのような契約にな

っているのでしょうか。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ８番、吉田議員のご

質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の駐車場の除雪でございます。こ

れにつきましては、指定管理者のほうで行うとい

う形になっております。 

 ２点目の秋に黒川第２町営駐車場のほうで起き

ました故障の件でございます。これにつきまして

は、機械の故障でありまして、この部分につきま

しては漏電していたということで修理して、今現

在稼働している状況でございます。 

 そして、３点目のこの機械の故障についての誰

が直すかということでございます。これにつきま

しては、協定の中で金額が10万円以下ですと指定

管理者、これを超えますと町のほうで直すという

ふうになってございます。 

〇８番（吉田浩一君） 除雪のほうに関して、除

雪はここの業者がするということで、排雪のほう

もあわせてするのでしょうか。毎年黒川駐車場の

ほうはかなりの雪が積み上げられていると。特に

「マッサン」の関係でかなりお客さんが、28年度

も多いかどうかというのはちょっとわからないの

だけれども、やはり雪が積み上げられれば積み上

げられるほど駐車スペースがなくなるという問題

があるので、その点はどういうふうに業者と話し

合っておられるのでしょうか。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ８番、吉田議員の再

度のご質問でございます。 

 まず、排雪の部分でございます。これにつきま

しては、適正管理ということで業者のほうに任せ

ております。ただ、議員言われるとおり、駐車が

できないとかそういうようなことになりますとや

はり問題ですので、状況を見ながら指定管理者と

協議して、部分的に排雪なりするようにして指導

しているところでございます。 

 また、28年度につきましては、まだ業者は決定

をしておりませんので、その中で決まった段階で

再度協議していきたいというふうに考えてござい

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23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。 
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 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23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23号 指定管理者の指定につい

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、議案第24号 指

定管理者の指定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。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ただいま上程されま

した議案第24号 指定管理者の指定について、提

案理由をご説明申し上げます。 

 余市あゆ場公園パークゴルフ場等につきまして

は、民間の能力を活用することにより、より町民

サービスの向上と効率的な施設の管理運営を図る

ため、平成19年度より指定管理者制度を導入いた

しております。当該施設につきましては、平成27年

度末をもちまして平成25年度からの３年間の指定

期間が満了することとなり、再度指定管理者制度

による管理運営を行うため新たに指定管理者を公

募いたしましたところ３団体より申請があり、こ

のたび指定管理者を選定したところでございま

す。つきましては、地方自治法第244条の２第６項

の規定に基づき指定管理者の指定について議会の

議決を賜りたく、ご提案申し上げる次第でござい

ます。 

 それでは、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第24号 指定管理者の指定について。 

 地方自治法第244条の２第６項の規定により、次

のとおり指定管理者を指定することについて、議

会の議決を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、施設の名称、余市あゆ場公園（パークゴル

フ場等）。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、株式会社東

洋実業。 

 ３、指定の期間、平成28年４月１日から平成31年

３月31日まで。 

 以上、議案第24号につきまして提案理由をご説

明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。 

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。 

〇16番（藤野博三君） ちょっと質問させていた

だきます。 

 さっきの駐車場のほうは１社よりなかったとい

うことで、それはいいのですけれども、パークゴ

ルフ場については３社があったと。今までは指定

管理者の初年度から、初年度も何社かあったわけ

なのです。それ以降は１社ずつという形で更新し

てきたわけです。ただ、３社をここでその内容を

全く知らずにして我々に議決を求めるというより

も、その中でこの３社がどういうような、多分点

数化していると思うのです。例えば予算の面で何

点とか、それから施設運営の面で何点とかという、

そういうような形で恐らく点数化して、ここの業

者に決まったと思うのです。その選定の過程とか

はいいのですけれども、ただ大まかなものは、例

えばこの業者は総合点で何点だったとか、また金

額は幾らということはいいのですけれども、総合

的に判断してこれになったわけだけれども、その

総合的な内訳とまでいかないけれども、運営方法

はここがまさっていた、金額はここがまさってい

たというようなことがここで答弁できる範囲で結

構ですので、ぜひその辺もお聞かせ願いたいと思

います。 
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〇総務課長（須貝達哉君） 16番、藤野議員から

のご質問に私のほうからお答えをさせていただき

たいと思います。 

 余市あゆ場公園パークゴルフ場の関係につきま

しては、お話ありましたとおり、３社の中から選

定をさせていただいたところでございます。 

 選定いたしました中身でございます。選考基準

につきましては、大きく４点ほどございます。１

点目は、事業計画書による施設の運営が施設の使

用者、または利用者の平等な使用、または利用を

確保するものであること、これにつきましては当

該東洋実業が20.3点、ほかの２社につきましては

Ｂ社が14.3点、Ｃ社が19.1点となってございます。

これにつきましては、30点満点のうちということ

でございます。 

 次に、事業計画の内容が施設の効用を最大限に

発揮させるものであること、これにつきましては

60点満点でございますが、株式会社東洋実業が

44.8点、Ｂ社が23.4点、Ｃ社が34.9点となってご

ざいます。 

 次に、事業計画書の内容が施設の管理業務に係

る経費の節減を図るものであること、これにつき

ましては50点満点としてございまして、東洋実業

が33.4点、Ｂ社が18.6点、Ｃ社が26.3点。 

 次に、当該法人等が事業計画に沿った施設の管

理を安定して行う能力を有するものであること、

これにつきましては60点満点のうち東洋実業が

48.0点、Ｂ社が21.1点、Ｃ社が44.4点ということ

で、合計200点満点のうち東洋実業が146.6点、Ｂ

社が77.4点、Ｃ社が124.8点となっておりまして、

委員からの集計いたしました平均点をもって第１

順位の東洋実業を選定したということでございま

すので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇16番（藤野博三君） ちょっと細かいことにな

るかもしれないのですけれども、指定管理者は一

部の業務外部委託できます。その中で、芝の管理

もこの決まった東洋実業がされる予定なのか、そ

れとも芝の管理自体は外部委託に出すのか。恐ら

くこれからの協定の中での話になるかもしれない

ですけれども、わかる範囲であればその辺をご答

弁お願いいたします。 

〇建設課長（亀尾次雄君） 16番、藤野議員の再

度の芝の関係のご質問にお答えしたいと思いま

す。 

 とりあえず聞いている範囲でございます。これ

につきましては、東洋実業のほうで実施するとい

うふうに伺っております。 

〇８番（吉田浩一君） その芝の問題なのですけ

れども、今回指定管理か、委託管理かは別として、

今回で東洋実業が決まれば３社目ということにな

りますよね、恐らくパークゴルフ場がオープンし

てから。何社目かはいいのですけれども、要は芝

が一番利用者の方から苦情というか、芝の管理が

悪いと。特にオープンしたてのころは、芝の根つ

きが悪かったという問題もあるのでしょうけれど

も、それが非常に苦情が多かった。それで、前期

までは振興公社がやって、それである程度落ちつ

いたということになっていて、自分は余りパーク

ゴルフやらないからよくわからないのだけれど

も、とりあえず芝の管理をきちんとしてもらわな

ければ利用者が減ってくるというのははっきりし

ていることでしょうし、今の話では東洋実業が直

接やるということだったのだけれども、直接やっ

てそれで悪くなるということではいかがかなと思

うものですから、その点は大丈夫なのかどうか、

この点だけお尋ねしたいと思います。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ８番、吉田議員の芝

に関するご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、芝の管理でございます。これにつきまし

ては、東洋実業につきましては余市のほかによそ

で２カ所指定管理でパークゴルフ場等を実施して

ございます。その中で東洋実業と、それともう一

つ芝屋さん、専門業者との共同の受注で指定管理

として実績のあるということでございます。その
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中で、地元からのそういう研修等をした人を配置

しながら、常に管理していくというふうにお聞き

しております。ある程度そういうことで、ただ単

に任せっ放しではなく、ほかのパークゴルフ場等

の指定管理している部分の応援をいただきながら

実施するというふうに伺ってございます。 

〇４番（岸本好且君） １点だけ、今の芝の関係

で関連なのですけれども、芝の管理がきちんとな

っているところは人気があって、入場者数も多い

というのはこれは歴然としているのですけれど

も、今回の契約の協定の中に、今まででしたら週

１、芝の管理をするということで週１ですか、閉

鎖して管理をしているということなのですけれど

も、それも今回東洋実業さんが契約になったら今

までどおりそういう週１で閉鎖する中で実施され

るものなのか。今結構年中無休でされているパー

クゴルフ場も多いように聞いていますので、その

辺の変更があるのかどうか、それ１点だけお聞き

します。 

〇建設課長（亀尾次雄君） ４番、岸本議員の芝

の管理についてのご質問にお答えしたいと思いま

す。 

 まず、芝の刈る回数でございます。これにつき

ましては、今まで週１回程度と言われていたので

すけれども、今回計画書というのですか、指定管

理者から上がってきている提案の中では年50回程

度刈ると。それも芝の高さが例えば３センチとか、

ラフとかフェアウエー、そういう形で細かく、追

肥も例えば年何回やるとか、そういう形で具体的

に提案として上がってきている状況でございま

す。これにのっとってある程度やっていただけれ

ば芝も適切に管理されるのではないかなと。ただ、

ここら辺につきましても私どもも現地を確認しな

がら、随時協議して芝の育成等を進めていただく

よう指導してまいりたいと思いますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 

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24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24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24号 指定管理者の指定につい

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８、議案第25号 指

定管理者の指定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25号 指定管理者の指定についてにつ

きまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 余市町総合体育館及び余市運動公園有料公園施

設につきましては、町民の健康増進や体育、スポ

ーツの普及振興に寄与すべく施設のより効果的、

効率的な運営を進め、民間活力の導入によるさら

なる住民サービスの向上を図るため、平成22年度

より指定管理者制度を導入いたしてございます。

当該施設は、平成27年度末をもちまして３年間の

指定期間が満了することとなり、再度指定管理者

制度による管理運営を行うべく新たに指定管理者

を公募いたしましたところ２団体より申請があ
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り、このたび指定管理者を選定したところでござ

います。つきましては、地方自治法第244条の２第

６項の規定に基づき指定管理者の指定について議

会の議決を賜りたく、ご提案を申し上げる次第で

ございます。 

 それでは、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 議案第25号 指定管理者の指定について。 

 地方自治法第244条の２第６項の規定により、次

のとおり指定管理者を指定することについて、議

会の議決を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、施設の名称、余市町総合体育館及び余市運

動公園有料公園施設。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、株式会社東

洋実業。 

 ３、指定の期間、平成28年４月１日から平成31年

３月31日まで。 

 以上、議案第25号につきまして提案理由をご説

明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。 

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。 

〇16番（藤野博三君） これも複数団体あります

ので、先ほどの細かい点数はよろしいですので、

総合点で何点と何点なのかお知らせいただきたい

と思います。 

〇総務課長（須貝達哉君） 16番、藤野議員から

のご質問でございます。 

 余市町総合体育館、余市運動公園有料施設の２

社から選定したその総合点をご説明したいと思い

ます。第１順位となりました株式会社東洋実業に

つきましては、152.2点となってございます。もう

一社につきましては、105.4点となってございます

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。 

 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25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25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25号 指定管理者の指定につい

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９、議案第26号 指

定管理者の指定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26号 指定管理者の指定についてにつ

きまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 余市町温水プールにつきましては、民間の能力

を活用しつつ、より町民サービスの向上と効率的

な施設の管理運営を図るため、平成19年度より指

定管理者制度を導入いたしました。当該施設につ

きましては、平成27年度末で３年間の指定期間が

満了することとなりますことから、再度指定管理

者制度による管理運営を行うべく新たに指定管理

者を公募いたしましたところ１団体より申請があ

り、このたび指定管理者を選定したところでござ
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います。つきましては、地方自治法第244条の２第

６項の規定に基づき指定管理者の指定について議

会の議決を賜りたく、ご提案を申し上げる次第で

ございます。 

 それでは、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第26号 指定管理者の指定について。 

 地方自治法第244条の２第６項の規定により、次

のとおり指定管理者を指定することについて、議

会の議決を求める。 

 平成28年３月７日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 記。 

 １、施設の名称、余市町温水プール。 

 ２、指定管理者となる団体の名称、特定非営利

活動法人余市水泳協会。 

 ３、指定の期間、平成28年４月１日から平成31年

３月31日まで。 

 以上、議案第26号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議、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。 

 これより質疑を行います。 

〇８番（吉田浩一君） これもちょっと確認した

いなと思うのですけれども、プールということで、

場所柄非常に海に近いということで潮をかぶる施

設である。かなりの年数もたっている。昨年の10月

の台風ですか、爆弾低気圧ですか、どちらかのと

きにたしか壁が一部破損していますよね。その辺

含めて建物として大丈夫なのですか。壊れた場合

当然修理しなければならないのでしょうけれど

も、その辺の取り決めということは指定管理者と

ちゃんと話し合っているのかどうか、この点だけ

確認したいと思います。お願いします。 

〇社会教育課長（松井正光君） ８番、吉田議員

からのご質問２点につきまして私のほうからご答

弁申し上げます。 

 １点目、海に近くて建物も古いということで、

建物自体が大丈夫かということでございますが、

昨年強風によって一部屋根がめくれまして、それ

については早急に対応して、修理は済んでござい

ます。確かに潮風等吹きつけるところで、環境的

にはかなり厳しいものがございますが、外観から、

また中からは日々注意して管理していただいてお

りますし、私たちも行って見ているということで

ございますので、骨格自体はまだ大丈夫だと思っ

ております。 

 また、２点目、それらについて業者と協議して

いるのかということでございますが、それについ

ては月１回の報告時点の以外にも日々出向いて、

いろいろなものについてご協議をしてございます

ので、何かあり次第すぐに対応できるように進め

ていきたいと考えておりますので、ご理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

〇12番（庄 巖龍君） ２点ほどお聞きします。 

 まず、私もよくこちらの温水プールのほう利用

するのですが、プールの中に職員の方がいらっし

ゃいまして、本来であれば泳いでいるとき、ちょ

うど中央のところに高い台があって、そこの上か

ら監視していなければいけないのですけれども、

職員の方が中のほうに、事務所の受付のところに

いらっしゃって、プールの外で監視している人が

いない。こういう状況がどういうふうな形で運営

をされていくのかということがまず１点。 

 それから、もう一点につきましてですけれども、

今から５年ほど前にとある障害をお持ちのお子さ

んがいらっしゃったのですけれども、その障害を

持っているお子さんが２人プールに行ったところ

１人が見た目で判断をされて、あなたはだめだよ

と言って、その子がプールに入れなかったという

事案がございました。そのとき水連の会長がじき

じきお越しになられて、そのことは不問に付して

くれということで、その親御さんは結局法的措置

をとらなかったということがあるのですが、その
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点につきましてそういった人権侵害的な見た目で

判断するというようなことがないのか、その辺２

点についてお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。 

〇社会教育課長（松井正光君） 12番、庄議員か

らの２点のご質問にご答弁申し上げます。 

 １点目、監視体制についてでございますが、今

までに現在まで指定管理していただいております

水泳協会においては、人身事故等起こしてござい

ませんので、安全については万全を期していると

思っておりますが、今お聞きしました中央の監視

のところに人がいないということについては、水

泳協会と協議して、どういった形でのしっかりし

た管理体制がとれるのかを協議させていただきた

いと思います。 

 また、２点目、５年ほど前の人権侵害に当たる

のではないかという対応につきましては、それは

全く私も心外だと思いますので、そういったこと

がないよう再度水泳協会のほうと確認させていた

だきたいと思っておりますので、ご理解のほどを

よろしくお願いいたします。 

〇14番（大物 翔君） この温水プールのお話を

よく聞くときに寒いというご指摘をいただくこと

がありまして、当然建物自体の建造年数の問題も

あるでしょうから、そういう部分はあるのかなと

は思うのですけれども、ちなみに水温や室温など

の温度管理に関する規定などはあるのでしょう

か。それになるべく近づけるように努力をしてい

くというか、そういった方向性というのは現時点

でやっていらっしゃるのかなと、その辺を伺いた

いと思います。 

〇社会教育課長（松井正光君） 14番、大物議員

からのご質問にご答弁申し上げます。 

 温水プールが寒いというご指摘については、多

分秋口、または春先の温度の外気温が低いときに

言われるのかなと思っております。昨年でしたで

しょうか、その前か、ジェットヒーターで暖房を

とっていましたが、それを大型温風ストーブにか

えまして、入り口のあたりにベンチを置いて暖を

とるような形、また採暖室にて高温にして暖かく

し、そこで体を温めるという方法をとっておりま

して、また水温については具体的に何度というと

ころまでは私今手元に資料がないので、発言でき

ませんが、水温についてはかなり上げておりまし

て、プールに入っているときに寒いという指摘は

ないと。ただ、上がったときに部分的に温風暖房

機の温風がかからないところについて寒いという

話は聞いております。それについてもできるだけ

早目に暖房を入れていただくとか、そういった対

応で何とか水泳協会と話をしていきたいと思って

おりますので、ご理解のほど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。 

 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26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26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26号 指定管理者の指定につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 各会派代表者会議の開催、さらに昼食を含め、

午後１時30分まで休憩します。 
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休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １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10、一般質問を行

います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号１番、野呂議員の発言

を許します。 

〇１番（野呂栄二君） 平成28年第１回定例会に

当たりまして、質問１点を伺いますので、よろし

くご答弁のほどお願いいたします。 

 本町の果樹産業の構造のあり方について伺いま

す。本町の第１次産業は、言うまでもありません

が、漁業、農業があり、この産業が栄えて今日の

余市町が成り立っております。明治から昭和10年

代までのニシンの千石場所と言われ、またリンゴ

は明治12年に会津藩士の入植者の手によって民間

初の栽培に成功し、以後余市リンゴは不動の地位

を築き上げたこと、それによってニッカウヰスキ

ーの創成期はリンゴが支えたことは歴史的事実で

あります。 

 今余市町内ではワイン特区による６次産業が盛

んになり、この関係の新規就農者の希望も多く、

これはこれで重要なことだと思いますが、町内の

全般としては若者の働く場所がなく、これによっ

て地元を離れ、人口が減っていくのが現状となっ

ております。それは、町の将来に対し、漠然たる

不安要素となっており、今余市町に必要なことは

原点に戻り、１次産業の発展を再構築していかな

ければならないと考えます。農業、漁業分野にお

いては、まだまだすばらしいものがあるはずであ

り、ワイン関係以外の農業のブランド化が早急に

必要であると考えております。ブランド化ができ

れば働く場所の確保にもつながり、人口流出にも

歯どめがかかるのではないでしょうか。また、こ

れによって町の経済の発展にもつながると思いま

す。ワイン産業も農業部分に入り、これをブラン

ド化することも必要だとは思いますが、余市町と

しては果樹産業で栄えてきた経過があり、果物が

売れることがその原点に当たると考えます。 

 果樹が売れる要素としては、食べておいしいこ

とが基本であり、それによって子供たちが食べる

ようになり、学校給食への利用や、また果物コン

ポート等によってお菓子に利用されるなど、その

販路は無限に広がると考えます。余市町の果物は、

他の産地と比べて見劣りがするわけではありませ

んが、ブランド力やＰＲ力によっていま一つ販路

が伸び悩んでいるのも現実であり、全町的にまと

まって、組織力をもって販路に当たることが一番

の方策だと考えます。売れるための、そして余市

町として一丸となっての生産とＰＲするための具

体的方策が必要だと考えますが、町長の見解を伺

います。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 本町は、漁業ではニシンの千石場所として栄え、

農業ではリンゴを中心とした果樹栽培が１次産業

の基盤を築いたものと考えております。現在漁業

におきましては、エビやカレイ等の回遊性資源と

ナマコやウニ等の浅海資源が主な漁獲物であり、

また農業におきましてはリンゴを初めブドウ、梨、

サクランボの果樹栽培とトマトやインゲン、さら

にはイチゴなど施設園芸作物も主要な産品となっ

ているところでございます。 

 そうした中、６次産業化を掲げながら、その一

つの柱としてワイン産業の振興を進めているとこ

ろでありますが、本町がワイン産業の振興を進め

ていけるのは、生産者の努力により品質の高いブ

ドウが栽培されていることが最も大きな要因であ

り、このことからも果樹栽培を初めとする農業が

本町の基幹産業であると認識しております。 
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 ご質問の果物の消費並びに販路拡大に向けたブ

ランド力強化の取り組みについてでございます

が、果樹を利用した加工品の研究開発を進めるこ

とを目的とし、平成25年によいちフルーツグレー

ドアップ研究協議会を女性農業者や関係機関とと

もに組織し、余市町ならではの魅力ある商品の開

発やブランド力の強化、ＰＲ活動を行っていると

ころでございますが、さらなるブランド力向上に

向け、より一層の取り組みを推進してまいります。 

 また、町全体が一丸となっての生産とＰＲをす

るための具体的方策につきましては、生産者を初

め関係者が本町果樹農業を取り巻く情勢や消費動

向などの認識を一致させ、課題を絞りながら、生

産拡大、安定出荷、さらには余市ブランドの推進

に向けた効果的な施策の展開が必要になると考え

ておりますことから、余市町農業振興協議会や青

果物流通対策協議会を初め、各種の関係者による

協議検討を行い、方向性を確認し、取り組みを展

開してまいります。 

〇１番（野呂栄二君） それでは、再質問させて

いただきます。 

 現在の子供たちは、アイス、お菓子、コンビニ

食などを好み、果実離れが目立っているように感

じます、先ほども言いましたけれども。子供たち

が食事をする際は、おいしいものでなければまず

口にしようとしません。何よりも味を最優先とす

る子供たちは、食に関して最も正直な消費者であ

ると感じます。したがって、私は、食の安心、安

全はよく言われます。それに加えておいしいを発

信すべきであると考えます。子供たちに果物のお

いしさを伝え、果物離れを回避することができれ

ば消費拡大につながるのではないかと考えます。

改めて町としての見解を伺いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 子供たちの果物から離れて、スナック菓子やア

イス等の部分にいっているというご指摘でござい

ます。その件に関しては、リンゴの需要も非常に

減っている。昔は私どもも子供のときは家庭に木

箱でリンゴがあったと。そしてまた、ミカンにし

ても木箱だとかそういう形の中での部分でござい

ました。それが今はどうなのかというと、スーパ

ーやコンビニで個売りという形で、１つずつそう

いった中で売っている形態でございまして、また

リンゴにしても逆に１個ではなくて、スライスさ

れて売られているというような状況もございま

す。そういった中で、絶対的な消費量が減ってき

ているというのは事実だというふうに考えてござ

います。子供はもちろんそれに倣って子供の消費

という部分も減っておりますが、それよりも親の

ほうの消費が我々の年代から比べると、今の若い

お父さん、お母さん等の部分が果物の消費が減っ

てきているというふうに思っているところでござ

います。 

 そういった中で何とか消費拡大に結びつけてい

くには、味はこれはもう余市の果物、野菜等も含

めて折り紙つきでございます。そういった中で生

産者の皆さんは非常にすばらしいものをつくって

くださっているという部分がございますが、それ

をいかに地元での消費、そしてまた管内、道内で

の消費、日本全国への消費という部分につなげて

いけるかという部分が大きな課題となっていると

ころでございます。ここにつきましては、子供が

小さいときから一つの方策としては地元のリンゴ

を食べる機会をいろいろな中でのイベント、そし

てまたこれは学校給食等に広げていければいいの

ですけれども、そういったものも含めて、そうい

ったふうに広げていかなければならないというふ

うに思っているところでございます。今後それら

を含めて、いかにこれからの食を担う、食という

か、そういう形になっていく子供たちに対する働

きかけ、アピールをしていくかという部分も、今

まで流通対策協議会等での大人の部分に対するＰ

Ｒ等は順次やってきている部分もございますが、
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そういった地内のこれから親になって、そしてま

たその子供たちにいろいろなおやつを与える立場

になっていく子供の時分にいかにアピールしてい

くかという部分もしっかり考えながら、推進をし

ていきたいというふうに思っております。 

〇１番（野呂栄二君） 私以前に上野前町長に農

産物のブランド化について質問した経過がござい

ます。そのときには本町にはさまざまな作物があ

り、１つに集約するのは困難だと、そのとき私は

そのように理解した記憶を持っております。です

が、今や本町は「マッサン」効果により全国的に

脚光を浴びて、名が知られているわけで、本町の

まちおこしをするのには絶好の機会だと考えてお

ります。 

 そこで、私は余市リンゴをメーンとしたＰＲを

大々的にやるべきだと思っております。確かに一

昔前から比べますと、本町の生産量は半分以下に

はなっておりますが、私も商売柄青果に携わって

おりますが、扱いはブドウ、トマト、ミニトマト

などを抜いて断トツの扱いで推移しております。

先ほども言いましたが、リンゴは全国に先駆けて、

発祥の地だともうたわれております。「マッサン」

の放送でもリンゴはかなりのイメージアップされ

たと感じました。そのようなことを含んで、今後

どのような方向性に進まれるかお考えを伺いたい

と思います。 

〇町長（嶋  保君） １番、野呂議員よりの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 １回目の答弁でもお話しさせていただきまし

た。余市は、町の成り立ちからいっても私は漁業

はニシンであり、そしてまた農業についてはリン

ゴだと。これは、余市の町の成り立ちからいって

も、ここは切っても切れない部分であるというふ

うには私も認識しているところでございます。そ

ういった中で、リンゴの需要がどんどん、どんど

ん減ってきて、そしてまたそういった中で作付面

積もどんどん、どんどんリンゴが切られて、それ

がワイン用ブドウなり、そしてまたトマトなりに

いっているという部分は私も非常に心配している

ところでございまして、加工用のリンゴ、りんご

のほっぺの原料も足りなくなってきているという

ような状況もいろいろなご質問等の中でも受けて

ございます。農協等の確認もさせていただいたら、

やはりそのあたりも心配あります。何といっても

余市からリンゴがなくなってはいけないというふ

うに思ってございます。 

 そういった中で、先ほど来ご質問等もございま

したが、今ブームという中で、ワイン特区から含

めてワインが今余市、仁木、そしてまた北海道、

空知も含めてブームになってきているところでご

ざいます。それはそれで私どもの大きな強みであ

ると思って、その部分はその部分でやっていきた

いと、拡大していきたいと思ってございますが、

リンゴの部分、これはしっかりと取り組んでいか

なければならないというふうに思ってございまし

て、28年度もそれら含めてリンゴにも少してこ入

れしなければならないという形の中で、加工用等

も含めて今考えているのはハックナインの部分、

一時ブームになって、道の推奨品種という形の中

での売り込みもされましたが、非常に栽培的に難

しいという部分もございましたが、やはりあの味、

そしてまたあの形というのはまた見直されていい

のかなというふうにも思ってございます。そうい

う中で、優良品種のハック以外の部分も今試験地

の中でいろいろな品種の栽培試験等もやってござ

いますので、議員おっしゃるとおり、私もこれか

ら余市の町の成り立ちからいってもリンゴに少し

力を入れていかなければならないという部分で、

農業振興協議会等でもこれからリンゴの将来はど

うあるべきかという部分を農林課を筆頭に農業委

員会等とも協議させていただきながら、リンゴの

振興に当たっていきたいというふうに考えてござ

います。 

 また、このＰＲ活動を含めて、去年も私国交省
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に陳情に後志町村会で行きました。そのときに青

森の生産者団体、すばらしいリンゴに字を書いた

やつありますよね、光のあれで。あれで大々的に

国交省の行く先々の局長さん方のところにそのリ

ンゴが上がっているという部分で、やはりそれな

りのＰＲもしているなというふうに思ってござい

まして、それら含めてこれは行政だけでできるも

のでもございません。これは、おっしゃられるよ

うに市場関係者、そして農協等を含めて、行政と

一体となってこの余市のブランド化に努めていか

なければならないというふうに思ってございま

す。 

 おっしゃるとおり、個々の何々ブランドという

よりも今はまだまだ余市ブランド、余市のリンゴ、

余市のブドウ、余市のトマトという形の中での余

市ブランドが非常にまだ強みを持っているところ

でございますので、そういった中で余市ブランド

を全国に、また国外にも発信していかなければな

らないというふうに思ってございまして、これは

青果物流通対策協議会等の中で市場関係者、そし

てまた生産者等を含めて、行政と一体となってや

っていきたいというふうに思っているところでご

ざいますので、ご理解のほどをお願い申し上げま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 野呂議員の発言が終わり

ました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

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、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明９日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時４９分 
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