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７．欠席議員   なし 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
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   職 名     氏  名    職 名    氏  名   職 名    氏  名 
町 長 石橋 良治 副町長 桑野 修 総務課長 藤間 修 
危機管理課長 細貝 芳弘 定住促進課長 原  修 企画財政課長 日高 輝和 
情報推進課長 小林 雅博 町民課長 服部 導士 税務課長 上田 洋文 
福祉課長 飛弾 智徳 農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長 日高 始 
建設課長 森上 寿 水道課長 土崎 由文 保健課長 日高 誠 
会計管理者 安原 賢二 瑞穂支所長 川信 学 羽須美支所長 加藤 幸造 
教育委員長 河野 義則 教育長 土居 達也 学校教育課長 田中 節也 
生涯学習課長 能美 恭志     

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
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１０．町長提出議案の題目  別紙のとおり 
１１．会議録署名議員の氏名 

  議席 氏 名   議席 氏 名 
６番 宮田 博 ７番 漆谷 光夫 

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成２５年第６回邑南町議会臨時会(第１日)会議録 
                           平成２５年７月１２日（金） 

―― 午後９時３０分 開会 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開会宣告 
●議長（山中康樹） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただ今から、平成２

５年第６回邑南町議会臨時会を開会いたします。これより、本日の会議を開きます。本日の

議事日程は、あらかじめお手元に配布のとおりでございます。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（山中康樹） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。６番、宮田議員、７番、

漆谷議員、お願いをいたします。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 
●議長（山中康樹）  日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたします。本臨

時会の会期は、本日７月１２日の１日限りとしたいと思いますが、これにご異議はありませ

んか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、会期は、本日７月１２日の１日限りと

決定をいたしました。 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
●議長（山中康樹） 日程第３、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。議案第６９

号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めま

す。 
●石橋町長 （石橋良治）  議長、番外。 
●議長（山中康樹） 石橋町長 
●石橋町長（石橋良治） 議案第６９号の提案理由をご説明申し上げます。工事請負契約の締結

についてでございますが、これは平成２５年度学校施設環境改善交付金事業の瑞穂小学校屋

内運動場改築工事にかかる工事請負契約の締結について議会の議決を求めるものでござい

ます。既に相手方と仮契約を結んでおりますのでご審議のほどよろしくお願いをします。詳

細につきましては学校教育課長から説明をさせます。 

●田中学校教育課長（田中節也）  番外。 
●議長（山中康樹） 田中学校教育課長。 
●田中学校教育課長（田中節也）  議案第６９号についてご説明いたします。工事名は平成２



５年度学校施設環境改善交付金事業瑞穂小学校屋内運動場改築工事です。工事場所は邑南町

下田所地内です。契約につきましては７月１１日に６社による指名競争入札を行いまして予

定価格１億５千５２０万円に対しまして、１億５千飛んで３０万円で落札をいたしましたの

で、消費税を加えました１億５千７８１万５千円の契約金額で邑南町上亀谷４５６番地１有

限会社河野建材代表取締役河野勝信氏と７月１１日に仮契約をしたところです。えー落札率

は９６．８％でございました。工事の概要ですけども現在の屋内運動場に隣接する位置に新

しく屋内運動場を建築し、引き続き既存の屋内運動場を解体した後に、校舎との渡り廊下を

建築するものでございます。えー、新築する建物の規模でございますけども、おー、屋内運

動場部分が６９６.７２平米、渡り廊下が５０．７６平米の規模でございます。工期は平成

２６年３月２５日までとしております。以上工事請負契約を締結したいので、地方自治法第

９６条第１項及び邑南町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条の規定により、議会の議決をお願いするものです。 

●議長（山中康樹） 以上で、提出者からの提案理由の説明を終わります。これより、議案第６

９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、議案第６９号の質疑を終わります。 

これより、議案の討論、採決に入ります。議案第６９号に対する討論に入ります。反対討論

はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 賛成討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

●議長（山中康樹） 無いようですので、討論を終わり、これより採決に入ります。議案第６９

号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（山中康樹） はい、全員賛成。したがって、議案第６９号、工事請負契約の締結につき

ましては、原案のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
閉会宣告 

●議長（山中康樹） 以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了いたしましたので、

これをもって、本臨時会を閉会したいと思います。これに異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり）              

●議長（山中康樹） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会を閉会することに決定をいた

しました。これをもちまして、平成２５年第６回邑南町議会臨時会を閉会といたします。大

変、ご苦労さまでございました。 
―― 午後９時３６分 閉会 ―― 


