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―― 午前９時３０分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開会宣告 

●議長（辰田直久）  定足数に達しておりますので、ただ今から、平成２７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（辰田直久）  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。１３番、石橋議員、

１４番、山中議員、お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

●議長（辰田直久）  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８日の１日限りと、したいと思いますが、これにご異議は

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久）  異議なしと認めます。したがって、会期は、本日７月８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（辰田直久）  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５

９号、財産の取得について、議案第６０号、財産の取得について、議案第６１号、財産の

取得について、以上３議案を一括上程いたします。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）  番外。 

●議長（辰田直久）  石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治）  議案第５９号から議案第６１号までの提案理由をご説明申し上

げます。まず、議案第５９号、財産の取得についてでございますが、これはおおなんバ

ス１台を購入しようとするものでございます。次に、議案第６０号、財産の取得につい

てでございますが、これは除雪ドーザー１台を購入しようとするものでございます。次

に、議案第６１号、財産の取得についてでございますが、これはスクールバス１台を購

入しようとするものでございます。以上、詳細につきましては、それぞれ、担当課長か



ら説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 
●原定住促進課長（原 修）  議長、番外。 
●議長（辰田直久）  原定住促進課長。 
●原定住促進課長（原 修）  議案第５９号、財産の取得について、ご説明申し上げます。本

議案は、現在毎週水曜日に運行しております、羽須美邑南町役場線を、平成２８年度より

拡充運行することに伴うもので有り、現在運行のバスは、他の路線と兼用しているため、

新たにバス車両1台を取得したいので、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３条の規定により、議会の議決を

求めるものであります。取得物件は、定員３３人乗り、内訳は座席１８、立ち席１４、乗

務員１の計３３人乗りの、小型ノンステップバス１台で、車椅子も乗車可能なユニバーサ

ルデザインとなっております。取得の目的は、邑南町内の地域住民及びその他、邑南町に

日常の用務を有する者の交通手段を確保し、公共の福祉に資するため、でございます。指

名競争入札により、取得金額は、税込みで１千９百４０万６千５２０円で、取得の相手先

は、 

邑南町下口羽１３３５の１三次自動車サービス株式会社口羽工場、工場長一面克好氏でご

ざいます。６月２６日に指名競争入札を行い、当日付で仮契約を締結しております。以上

ご審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。 

●土崎建設課長(土﨑由文)   議長、番外。 
●議長（辰田直久）  土崎建設課長。 
●土崎建設課長(土﨑由文)  本議案は除雪用の機械を取得したいので、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

３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。取得物品は、除雪ドーザ、

８ｔ級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ付を、１台でございます。取得の

目的は、邑南町内の除雪作業に使用するためでございます。契約額は税込みで、１千４

６万５千２００円でございます。取得の相手先は、島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６番

地１、株式会社ライト東部支店、支店長日高清昭氏でございます。６月２６日に７名に

よる指名競争入札を行い、落札決定をいたしましたので、同日仮契約を締結しておりま

す。以上、ご審議の上、適切な議決を頂きますようよろしくお願いいたします。 
●細貝学校教育課長（細貝芳弘）  議長、番外。 
●議長（辰田直久）  細貝学校教育課長。 
●細貝学校教育課長（細貝芳弘）  議案第６１号についてご説明申し上げます。今回取得予定

のスクールバスでございますが、高原線車両でございます。現在運行している車両は、平成

１４年度に購入したものでございまして、走行距離が４５万キロを超えておりまして、老朽

化によります修繕も少なくなく、国の僻地児童生徒援助費等、補助金を財源に新しく更新し

ようとするものでございます。この車両でございますが、ドライブレコーダーを装備した、



座席数４５席、定員数５４人のスクールバスでございます。外観には高原沿線の小中学校の

児童生徒に公募をしております、好きなこと、つまり、祭りとか神楽など、また、好きなも

の、つまり、桜や蛍など、あるいは風景画などをラッピングすることで、より、親しみやす

いものとして仕上げようとするものでございます。６月２６日指名競争入札によりまして、

１千６百９４万５千２００円で、有限会社石見自動車、代表取締役、日野淳氏が、落札し、

仮契約をしたところでございます。なお、落札率は８４．９パーセントでございました。以

上財産の取得をしたいので、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３条の規定によりまして、議会の議決を求めるも

のでございます。 

●議長（辰田直久）   以上で、提出者からの提案理由の説明を終わります。 
～～～～○～～～～ 
（議案の質疑） 

●議長（辰田直久） これより質疑に入ります。始めに議案第５９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（辰田直久）  ９番 

●中村議員（中村昌史）  ６月２６日に指名競争入札をされたと言うことですが、参加者の数

と、落札率、これを教えてください。 

●原定住促進課長（原 修）  議長、番外。 
●議長（辰田直久）  原定住促進課長。 
●原定住促進課長（原 修）  入札参加数は、１０社による指名競争入札だったのですが、そ

の内３社が辞退されまして、２社は欠席されました。都合５社での入札となりました。落

札率ですが、９９．８パーセントでございました。 
●議長（辰田直久） よろしいですか、（「はい」の声あり）、他にございませんか。 

●大屋議員（大屋光宏）  ８番 

●議長（辰田直久）  はい、８番 

●大屋議員（大屋光宏）  このバスの、口羽矢上線の運行は２８年度からの拡充ということだ

ったんですけど、今の時期にバスを買うと言うことで、今年度は試験運行とかがあるのか、

他の路線で使うのか、買う時期が今であることについて教えてください。 
●原定住促進課長（原 修）  議長、番外。 
●議長（辰田直久）  原定住促進課長。 
●原定住促進課長（原 修）  バスの納入までに、約半年ぐらい時間がかかると言うことで、

運行は来年度の４月からなんですが、納期がおそらく１１月頃になるだろうと予想してお

ります。当然試験運行もいたしますので、このスケジュールでいけるとよんでおります。 

●議長（辰田直久）  他にございますでしょうか、ありませんか。 



（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第５９号に対する質疑を終わります。続きまし

て、議案第６０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６０号に対する質疑を終わります。続きまし

て、議案第６１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（辰田直久）  はい、９番 

●中村議員（中村昌史）  このバスは、ラッピングをされると言うことでしたが、これにかか

る経費がどれくらい、ラッピングの有る無しによって、どれくらい金額に差があるものか

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（辰田直久）  細貝学校教育課長。 
●細貝学校教育課長（細貝芳弘）  ラッピングにかかる経費は４０万程度と見込んでおりま

す。 

●中村議員（中村昌史）  ９番 

●議長（辰田直久）  はい、９番 

●中村議員（中村昌史）  その経費も含んだ取得金額なのでしょうか。 

●細貝学校教育課長（細貝芳弘）  議長、番外。 
●議長（辰田直久）  細貝学校教育課長。 
●細貝学校教育課長（細貝芳弘）  含んでおります。 

●議長（辰田直久）  他にございませんでしょうか、ありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第６１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。 

～～～○～～～～ 
（議案の討論、採決） 

●議長（辰田直久）  これより、議案の討論、採決に入ります。始めに、議案第５９号に対す

る討論に入ります。反対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久）  賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久）  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

５９号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 



●議長（辰田直久）  全員賛成、したがって、議案第５９号、財産の取得につきましては、原 

案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第６０号に対する討論に入ります。反 

対討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久）  賛成討論はありませんか。 
（「ありません」の声あり） 

●議長（辰田直久）  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 

６０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久）  全員賛成、したがって、議案第６０号、財産の取得につきましては、原 

案のとおり決定をいたしました。続きまして、議案第６１号に対する討論に入ります。反 

対討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久）  賛成討論はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
●議長（辰田直久）  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 

６１号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久）  全員賛成、したがって、議案第６１号、財産の取得につきまして、原案 

のとおり決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
閉会宣告 

●議長（辰田直久）  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。これにご異議はございませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久）  異議なしと認めます。したがいまして、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２７年第６回邑南町議会臨時会を閉会といたし

ます。ご苦労さまでございました。 
 

―― 午前９時４４分 閉会 ―― 
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