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―― 午後１０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７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。８番、大屋議員、９番、

中村議員、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８月１２日の１日限りといた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８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７０

号工事請負契約の変更契約の締結について、議案第７１号平成２５年度邑南町一般会計補正

予算第２号について、以上２議案を一括上程をいたします。提出者からの提案理由の説明を

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７０号の提案理由をご説明申しあげます。工事請負契約の変更

契約の締結についてでございますが、これは、平成２４年度町単独事業邑南町山村開発セン

ター建設工事に係る工事請負契約の変更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。既に相手方と仮変更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い

たします。詳細につきましては生涯学習課長から説明させますのでよろしくお願いします。 
●能美生涯学習課長（能美恭志） 議長、番外。 
●議長（山中康樹） 能美生涯学習課長。 



 
●能美生涯学習課長（能美恭志） 議案第７０号の詳細についてご説明申し上げます。これにつ

きましてはただ今建設中の邑南町山村開発センター建設工事のうちＬＰガスバルク設置工

事を別事業で施工することになったため、契約金額の減額変更をするものでございます。

工事名は平成２４年度町単独事業邑南町山村開発センター建設工事で、平成２４年１２月

４日開催の第７回邑南町議会定例会議案第９９号で可決していただいた工事でございま

す。工事場所は邑南町下田所地内。契約金額でございますが、工事請負済額３億８千２２

０万円、工事請負変更契約額は１１４万６千６００円の減額でございます。変更後の請負

金額は３億８千１０５万３千４００円でございます。契約の相手方は、島根県邑智郡邑南

町中野２千４２８番地４今井産業河野建材特別共同企業体代表者、今井産業株式会社邑智

支店、支店長中村義郎氏でございます。変更理由は、ＬＰガスバルクを災害対応型バルク

にする別事業により施工するため減額するもので、８月７日に変更仮契約をしたところで

ございます。以上工事の請負の変更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

によりまして議決をお願いするものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 
●議長（山中康樹） 石橋町長 
●石橋町長（石橋良治） 次に議案第７１号の提案理由をご説明申し上げます。平成２５年度邑

南町一般会計補正予算第２号についてでございますが、これは歳入歳出それぞれ５８０万４

千円を増額するものでございます。詳細につきましては企画財政課長から説明させますので

よろしくお願いします。 

●日高企画財政課長（日高輝和） 番外。 

●議長（山中康樹）（日高輝和） 日高企画財政課長。 
●日高企画財政課長  議案第７１号平成２５年度邑南町一般会計補正予算第２号についてご

説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。第１条の歳入歳出予算の補正額

でございますが、歳入歳出それぞれ５８０万４千円を追加いたしまして歳入歳出予算の総

額を１１５億３千３１４万１千円とするものでございます。歳入歳出予算補正の区分及び

金額につきましては２ページから３ページの第１表歳入歳出予算補正に記載しておりま

す。詳細につきましては後ほど予算に関する説明書の事項別明細書で説明させていただき

ます。続きまして第２条は地方債の補正でございます。第２表に記載しておりますので４

ページをお開きください。第２表地方債補正でございます。はじめに、追加分としまして、

現年発生農業用施設補助災害復旧事業債を４０万円、現年発生公共土木施設補助災害復旧

事業債を７０万円、合計で１１０万円設定しております。また、変更分としまして、山村

開発センター建設事業債を１００万円減額し２億６千７００万円としております。これに



より地方債の限度額の合計は、補正前の額に対して１０万円増額し、１４億１千９７０万

円とするものでございます。４ページの右側からが予算に関する説明書でございます。表

紙をめくっていただきますと事項別明細書となっております。１ページから３ページは総

括表となっておりますので、説明にあわせてご確認ください。説明の方でございますが、

４ページからさせていただきますので、めくっていただきまして、４ページ、５ページを

お開きください。４ページの方、はじめに歳入でございます。１８款繰入金につきまして

は、財政調整基金からの繰入金を４６９万５千円計上しております。２０款諸収入でござ

いますが、雑入として１００万９千円を計上しております。これは山村開発センター建設

事業にかかる災害対応型のガス供給システム設置に対する日本ＬＰガス団体協議会から

の補助金でございます。２１款町債でございますが、農林水産事業債の減額１００万円は

山村開発センター建設事業債でございます。また、災害復旧事業債として１１０万円を計

上しております。続きまして歳出でございます。６ページをお開きください。６款農林水

産業さい、業費は山村開発センター建設事業に係る財源の更正でございます。１０款教育

費、１項教育総務費の学校給食費に１１５万５千円を計上しております。これは西学校給

食センターの調理場内の熱気が外に排出されにくく、室内が高温になる状況が続いている

ため、その対策として吸気ダクトの改修を早急に行う必要があると判断し、今回の補正予

算に計上したものです。続きまして１１款災害復旧事業費でございますが、６月中旬から

７月下旬にかけての大雨により発生しました災害復旧にかかる測量設計を先行して実施

する必要があることから、そのための経費を計上しております。農地災害復旧事業につき

ましては、羽須美地域２件、石見地域１２件、計１４件分で３２１万５千円でございます。

農業用施設災害復旧事業につきましては、石見地域３件分で７０万４千円でございます。

公共土木災害復旧事業費につきましては、石見地域３件分で７３万円となっております。

なお、災害復旧に係る工事費でございますが、現在担当課においてせいさん、積算中であ

り９月の定例会で計上させていただく予定でございます。以上が平成２５年度邑南町一般

会計補正予算第２号の説明でございます。よろしくお願いいたします。 
●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。これより質疑に入り

ます。始めに、議案第７０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７０号の質疑を終わります。続きまして、議案

第７１号に対する質疑に入ります。本件の質疑につきましては、歳入、歳出全般にわたって

の質疑とさせていただきます。質疑の際は、あらかじめページ数を示して、これを行ってい

ただきますようお願いをいたします。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７１号に対する質疑を終わります。以上で議案

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。始めに、議案第７０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７０

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７０号、こうぎ、工事請負契約の契

約の締結につきましては、げん、あ、工事請負契約の変更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。続きまして、議案第７１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７１

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７１号、平成２５年度邑南町一般会

計補正予算第２号につきましては、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７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１０時４４分 閉会 ―― 


