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平成２８年第６回邑南町議会臨時会（第１日目）会議録 
１．招集年月日   平成２８年８月１２日（平成２８年８月３日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会     平成２８年８月１２日（月） 午前 ９時００分 
                      閉会  午前 ９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 亀山 和巳 １３番 石橋 純二 
１４番  山中 康樹 １５番 三上 徹 １６番 辰田 直久   
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 亀山 和巳 １３番 石橋 純二 

１４番  山中 康樹 １５番 三上 徹 １６番 辰田 直久   

７．欠席議員   ０名 
 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 日高 輝和 総務課長 服部  導士 

危機管理課長 朝田 誠司 定住促進課長 原  修 企画財政課長 藤間 修 
町民課長 種  由美 税務課長 上田 洋文 福祉課長 沖   幹雄 

農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長 種  文昭 建設課長 土﨑 由文 
水道課長 林田 知樹 保健課長 日高 誠 会計課長 飛弾 智徳 

羽須美支所長 服部 勲 瑞穂支所長 川信 学 教育委員長 森岡 弘典 
教 育 長 土居 達也 学校教育課長 日高 始 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 三上 直樹  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 
１０番 日野原利郎 １１番 清水 優文 

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２８年第６回邑南町議会臨時会議事日程 
 
                            平成２８年８月１２日（金）午前９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９０号 財産の取得について 
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平成２８年第６回邑南町議会臨時会（第１日）会議録 

                                     平成２８年８月１２日（月）  

―― 午前９時００分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
開会宣告 

●議長（辰田直久）  みなさん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２８年第６回、邑南町議会臨時議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した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。１０番、日野原議

員、１１番、清水議員、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８月１２日の１日限りとい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８月１２日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９

０号、財産の取得について、を上程いたします。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）  はい、議長、番外。 

●議長（辰田直久）  石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治）  議案第９０号、提案理由をご説明申しあげます。議案第９０号、

財産の取得についてでございますが、これは小型動力ポンプ付積載車２台を購入しよう

とするものでございます。詳細につきましては、危機管理課長から説明をさせますので

よろしくお願いします。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司）  はい、議長、番外。 

●議長（辰田直久）  朝田危機管理課長。 

●朝田危機管理課長（朝田誠司）  議案第９０号について説明申しあげます。議案第９０

号、財産の取得についてでございます。取得物品は小型動力ポンプ付積載車。数量は２

台。取得の目的は、老朽化に伴う消火活動用の小型動力ポンプ付積載車の再整備。取得
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の方法は指名競争入札。取得金額は、２千５１２万８百円。取得の相手先、島根県邑智

郡川本町大字因原５１９番地３、株式会社スエヒロ島根営業所、所長、寺本裕二氏でご

ざいます。今回取得予定の消防小型動力ポンプ付積載車は、瑞穂地域第三田所分団、及

び第４出羽分団の車両、２台の更新で現在の車両はそれぞれ平成２年に配備し、経過年

数２５年を超えたものでございます。車両の老朽化に伴い更新しようとするものでござ

いますが、消防車両の更新は、これまでの使用実績から約２５年を目途に、車両の状態

も勘案して判断をしているところでございます。契約予定の車両は、４輪駆動方式のダ

ブルキャブ型で、乗車定員は５人以上、積載するポンプは全自動可搬型で、級別はＢ３

級、性能は規格放水圧力０．５５ＭＰa、規格放水量は１分間に０．５立方メートル以上

の放水能力を有するものでございます。７月２２日に指名競争入札により２千５１２万

８百円で、川本町大字因原５１９番地３、株式会社スエヒロ島根営業所、所長寺本裕二

氏が落札し、仮契約を行っております。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、議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いしま

す。 

●議長（辰田直久）   以上で、提出者からの説明は終了いたしました。 
～～～～○～～～～ 
（議案の質疑） 

●議長（辰田直久） これより質疑に入ります。議案第９０号に対する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） 無いようでございますので、議案第９０号に対する質疑を終わります。 

～～～○～～～～ 
（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。初めに討論をおこないます。 

議案第９０号に対する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 

９０号に賛成の方の挙手を求めます。 
（全員挙手） 

●議長（辰田直久）   はい、全員賛成、したがって、議案第９０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。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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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、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２８年第６回邑南町議会臨時会を閉会といたし

ます。ご苦労様でした。 

 

―― 午前９時０６分 閉会 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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署名議員 

 


