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平成２２年第４回臨時会 会議録 

招集年月日       平成２２年８月１９日 

招 集 場 所       砥部町議会議事堂 

開 会       平成２２年８月１９日 午後２時 議長宣告 

応 招 議 員       

１ 番 佐々木隆雄  ２ 番 森永茂男   ３ 番 松﨑浩司 

４ 番 大平弘子   ５ 番 西岡利昌   ６ 番  山口元之  

７ 番 政岡洋三郎  ８ 番 栗林政伸   ９ 番 西村良彰    

10 番 土居英昭   11 番 宮内光久       12 番 井上洋一   

13 番 中村茂    14 番 中島博志       15 番 平岡文男     

16 番 三谷喜好   

不応招議員       なし 

出 席 議 員       出席議員は、応招議員の１６名 

欠 席 議 員          

地方自治法       
第１２１条の 
規定により       
説明のため       
会議に出席       
した者の職、 
氏名 

 
 
町  長   中村 剛志  副町長    佐川 秀紀   
教育長    佐野 弘明  総務課長   原田 公夫   
企画財政課長 松下 行吉  教育委員会事務局長 藤田 正純 
保険健康課長 大野哲郎 

本会議に職務のため出席した者の職氏名                      議会事務局長 正岡 修平 

会議録署名       
 
議員の指名       

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 
 
３番  松﨑浩司  ４番  大平弘子 

傍聴者  ０人 
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平成２２年第４回砥部町議会臨時会 議事日程 

 

・開  会  

 

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 諸般の報告  

 

日程第４ 報告第 ７号 専決処分第３号の報告について  

 

日程第５ 議案第５８号 ２１教育第２７号広田小学校体育館耐震補強等  

整備工事請負契約の変更契約の締結について  

・閉  会  
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平成２２年第４回砥部町議会臨時会 

平成２２年８月１９日（木） 

午後２時開会 

 

○議長（土居英昭） ただ今の出席議員は１６人です。定足数に達していま

すので、平成２２年第４回砥部町議会臨時会を開会します。本日の会議を開

きます。町長より招集のあいさつがあります。中村町長。  
○町長（中村剛志） 臨時会の開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。

連日厳しい暑さが続いておりますが、議員の皆様には何かとお忙しい中、ご

出席をいただき誠にありがとうございます。  
さて、厳しい夏の幕開けとなりました７月の参議院議員選挙でございます

が、ご承知のとおり民主党が大きく議席を減らし、過半数を割る結果となり

ました。政治と金、そして、普天間基地問題等に加え、菅首相の消費税増税

発言が追い打ちをかけたと言われていますが、将来の国、そして、地方の財

政を語る上において、消費税の増税は、避けて通れない課題であることは間

違いありません。政府は問題を先送りせず、しっかりとした将来像を国民に

示し、国民に我慢を強いるところは、十分に説明責任を果たす。そして、私

たち国民は、選挙対策の目先の公約に惑わされることなく、将来の幸せのた

めに我慢すべきところは我慢する。これが、健全な民主主義の姿ではないで

しょうか。  
本日は、９月の定例会を間近に控え、大変恐縮でございますが、交通事故

に関する専決処分の報告と広田小学校体育館耐震補強等の工事にかかる変更

契約について、ご審議をお願い申し上げます。いずれも詳細に説明をさせて

いただきますので、ご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申しあげ、開

会のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名  
○議長（土居英昭） 日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は、会議規則第１１８条の規定により３番松﨑浩司君、４番大平弘子

君を指名します。  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（土居英昭） 日程第２会期の決定についてを議題とします。おはか

りします。今臨時会は予定議案が少ないため、議会運営委員会の開催を省略

いたしましたので、ご了承下さいますようお願いします。本臨時会の会期は、

本日１日に決定したいと思います。これにご異議ありませんか。  
[「異議なし」の声あり] 

○議長（土居英昭） 異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定

しました。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（土居英昭） 日程第３諸般の報告を行います。  
まず、地方自治法第１２１条の規定により、町長以下関係者の出席を求め

ましたのでご報告します。  
次に、監査委員より、６月末現在までの例月現金出納検査について良好で

あった旨の報告がありました。  
以上で、諸般の報告を終わります。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
日程第４ 報告第７号 専決処分第３号の報告について  

（報告、質疑）  
○議長（土居英昭） 日程第４報告第７号専決処分第３号の報告についてを

議題とします。本件について報告を求めます。大野保険健康課長。  
○保険健康課長（大野哲郎） それでは、報告第７号専決処分第３号の報告

についてご説明を申しあげます。地方自治法第１８０条第１項の規定に基づ

く議会の議決により指定された事項について、別紙のとおり専決処分したの

で同条第２項の規定により報告します。平成２２年８月１９日提出、砥部町

長中村剛志。それでは専決処分書をご覧ください。専決第３号、専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により指定された事

項について、次のとおり専決処分する。平成２２年６月２４日、砥部町長中

村剛志。交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて。和解

により砥部町の義務に属する損害賠償の額を次のように定める。１損害賠償

額７６，５００円。相手方住所、松山市久谷町乙５３の１５。氏名、三宅啓
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二。３事故の概要、平成２２年５月１８日午前８時３８分頃、砥部町宮内１

３６９番地先国道、ちょうどこれは、砥部町中央公民館からの出入り口でご

ざいます。ここにおいて、砥部町公用車が三宅啓二所有の軽自動車に衝突し、

破損させたものでございます。公用車は保険健康課の職員が運転をしており

まして、国道３３号線に合流する際に安全確認が十分できていなかったとい

うのが主な原因でございます。相手方の車には、７０歳台の男性１人が乗車

しておりましたが、双方共にけがはなく、警察による事故処理の後、車両の

修理について、保険会社の協議により、本町分過失割合が８５％となり、平

成２２年６月２４日に専決処分により示談が成立したものでございます。今

回職員の交通事故の発生で、多くの方にご心配、ご迷惑をおかけしたことに

ついてお詫びを申し上げます。また、再発防止について、課内で安全運行意

識の徹底、そしてより安全な経路の通行を指示したところでございます。以

上で損害賠償における専決処分の報告とさせていただきます。  
○議長（土居英昭） 報告が終わりましたので、質疑を行ないます。質疑は

ありませんか。８番、栗林政伸君。  
○８番（栗林政伸） １点お尋ねをしたいのですが、損害賠償額７６，５０

０円いうのは、保険で始末したのですが、それとも現金で相手方にお支払い

したのか、１点と。当然、朝の出勤したすぐ後の公務で出たんだと思うので

すが、非常に役場も車がたくさんありますので、私らもしょっちゅう役場の

車が右往左往しているのをよく見ますが、それぞれの担当の課で、課長さん

がその担当の職員に口やかましく交通事故には十分注意してくれという、職

員に対して課長さんからの注意を徹底していただきたいと思います。まず、

金額はどういう形でしたのか。  
○議長（土居英昭） 大野課長。  
○保険健康課長（大野哲郎） ただ今の栗林議員さんのご質問にお答えいた

します。これは、全額保険適用でございます。  
○議長（土居英昭） 他にありませんか。質疑を終わります。以上で報告第

７号を終わります。  
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第５８号 ２１教育第２７号広田小学校体育館耐震補強等  
整備工事請負契約の変更契約の締結について  

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（土居英昭） 日程第４議案第５８号２１教育第２７号広田小学校体



 6

育館耐震補強等整備工事請負契約の変更契約の締結についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。藤田教育委員会事務局長。  
○教育委員会事務局長（藤田正純） 議案第５８号２１教育第２７号広田小

学校体育館耐震補強等整備工事請負契約の変更契約の締結についてご説明申

し上げます。変更契約の締結につきまして議会の議決を求めるものでござい

ます。平成２２年８月１９日提出、砥部町長中村剛志。契約の目的でござい

ますが、２１教育第２７号広田小学校体育館耐震補強等整備工事。変更契約

の金額でございますが、６，４８２万３千円、消費税及び地方消費税の額を

含むものでございます。今回変更による増額でございますが、７７万３千円、

消費税及び地方消費税の額を含むものでございます。契約の相手方、愛媛県

松山市福音寺町２３９番地、株式会社岡崎工務店、代表取締役岡崎智久。提

案理由でございますが、２１教育第２７号広田小学校体育館耐震補強等整備

工事請負契約の変更契約を締結したいので、砥部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条の規定により提案するもので

ございます。よろしくお願い申し上げます。  
○議長（土居英昭） 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はあり

ませんか。  
［質疑なし］ 

○議長（土居英昭） 質疑なしと認めます。  
討論を行います。討論はありませんか。  

［討論なし］ 

○議長（土居英昭） 討論なしと認めます。 

議案第５８号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。  
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（土居英昭） 異議なしと認めます。よって、議案第５８号２１教育

第２７号広田小学校体育館耐震補強等整備工事請負契約の変更契約の締結に

ついては可決されました。  
これで本日の議事日程はすべて終了しました。会議を閉じます。町長あい

さつをお願いします。中村町長。  
○町長（中村剛志） 閉会に当たり一言お礼を申し上げます。議員の皆様に

は上程いたしました議案について慎重にご審議いただき、ご議決を賜りまし

たことに心からお礼を申し上げます。ご議決賜りました広田小学校体育館耐

震補強等の工事につきましては、適正に執行し、立派に完成させたいと思い
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ます。また、職員の安全意識を啓蒙し、交通事故等の事故防止に努めてまい

りたいと思います。終わりに、立秋が過ぎたとはいえ厳しい暑さが続いてお

ります。お体ご自愛のうえ、町政発展のためにご活躍いただきますことをご

祈念申し上げ、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうござい

ました。  
○議長（土居英昭） 以上をもって、平成２２年第４回砥部町議会臨時会を

閉会します。  
 

午後２時１４分 閉会 
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地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ない

ことを証明するためにここに署名する。 

 

砥部町議会議長  土居 英昭 

 

議員  松﨑 浩司 

 

議員  大平 弘子 


