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平成２６年第４回邑南町議会臨時会（第１日目）会議録 
１．招集年月日   平成２６年７月３１日（平成２６年７月２４日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会     平成２６年７月３１日（木）  午後４時００分 
                       閉会  午後４時０６分 
４．応招議員 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 
１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 辰田 直久 １３番 亀山 和巳 
１４番  石橋 純二 １５番 三上 徹 １６番 山中 康樹   
５．不応招議員  なし 
６．出席議員  １５名 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均 ３番 平野 一成  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 
１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 辰田 直久 １３番 亀山 和巳 
１４番  石橋 純二 １５番 三上 徹 １６番 山中 康樹   
７．欠席議員   なし 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
        
８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 
   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   服部 導士 定住促進課長 原  修 企画財政課長 日高 輝和 

町民課長 種 文昭 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 土崎 由文 
水道課長 朝田 誠司 保健課長 日高 誠 会計課長補佐 渡邊 庸子 
羽須美支所長 加藤 幸造 瑞穂支所長 川信 学 教育委員長 河野 義則 
教育長 土居 達也 学校教育課長 細貝 芳弘 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 
    議会事務局長 沖 幹雄  事務局調整監 日高 泉 
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 
１４番 石橋 純二 １５番 三上 徹 

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 



 

2 
 

平成２６年第４回邑南町議会臨時会議事日程 
 
                            平成２６年７月３１日（木）午後４時００分開会 
 
 開会、開議宣告 
 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 会期の決定 
 
日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 
 
  議案第８８号 工事請負契約の締結について 
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平成２６年第４回邑南町議会臨時会会議録 
平成２６年７月３１日（木） 

―― 午後４時００分 開会 ―― 
～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開会宣告 
●議長（山中康樹） それでは、定足数に達しておりますので、ただ今から、平成２６年第４

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。１４番、石橋議員、

１５番、三上議員、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３１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３１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８

８号、こうぎ、工事請負契約の締結についてを議題といたします。提出者からの提案理由

の説明を求めます。 
●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） 議案第８８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２６年度学校施設環境改善負担金事業、矢上小学

校多目的集会施設新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

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。 
●細貝学校教育課長（細貝芳弘） 議長、番外。 
●議長（山中康樹） 細貝学校教育課長。 
●細貝学校教育課長（細貝芳弘） 議案の詳細についてご説明を申しあげます。工事名につき

ましては、さっきの町長の提案によるものでございます。これは補助事業でございまして、

補助対象経費に対しまして２分の１の補助を得て建設しようとするものでございます。工

事場所は矢上小学校地内、矢上１番地３でございます。えー、契約につきましては、７月

２９日でございますが、地方自治法施行令第１６７条の規定による指名競争入札を６社で

施行しました。結果、邑南町矢上７４８６番地１、石見工業株式会社代表取締しゃく、代
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表取締役社長小泉賢咲氏が消費税を加えた予定価格１億１千３４０万円に対しまして、最

低価格１億１千７０万円で落札し、同日仮契約をしたところでございます。落札率でござ

いますが、９７．６２パーセントでございました。工事概要でございますが、矢上小学校

の多目的集会施設として、けん、新築するものでございます。構造につきましては、平屋

建て木造瓦葺でございまして、床面積６７８平方メートルでございます。えー、構造部分

につきましては国内産の集成材、内壁などにつきましては町産材を使用するものでござい

ます。外溝でございますが、県道から進入路がございまして、そこの部分と駐車場をアス

ファルト舗装するものでございます。また、建築確認のとき指摘事項がございまして、既

存の矢上小学校の校舎に対しまして隣接する部分がございます。その部分につきましては

耐火アルミサッシを整備するものでございます。工期は来年１月３０日までとしてござい

ます。以上予定価格が５千万以上の工事請負でございますので、地方自治法第９６条第１

項及び邑南町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第２条の

規定によりまして、提案するものでございます。よろしくお願いします。 

●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。これよりだい議案

８８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 
●中村議員(中村昌史) ９番。 

●議長（山中康樹） ９番、中村議員。 

●中村議員(中村昌史） えっと、工事の内容について説明がありましたが、建物本体、外

構工事、既存の改修ということだと思いますが、あの、先般の定例会のときに、立木の

伐採というふうなことが事業としてはありましたが、それは含まれるのかどうか、教え

てください。 

●細貝学校教育課長（細貝芳弘） 議長、番外。 
●議長（山中康樹） 細貝学校教育課長。 
●細貝学校教育課長（細貝芳弘） 立木の伐採につきましては別枠で既に発注をしておりまし

て、工事をほぼ完了した状態でございます。以上です。 

●議長（山中康樹） その他ありませんか。無いようですので、議案第８８号に対する質疑を

終わります。これより、議案の討論、採決に入ります。議案第８８号に対する反対討論は

ありませんか。 

●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８

８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８８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。これにご異議はありませんか。 
（「異議なし」の声あり） 
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●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２６年第４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４時０６分 閉会 ―― 


