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平成２１年第５回臨時会 会議録 

招集年月日       平成２１年７月３０日 

招 集 場 所       砥部町議会議事堂 

開 会       平成２１年７月３０日 午前９時３０分 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  戸籍税務課長 武智 充吉 

教育委員会事務局長 藤田 正純  介護福祉課長 大西 潤 

産業建設課長    相田由紀夫  生活環境課長 東岡 秀樹  

 

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。 
 
１４番中島博志 １５番平岡文男 

傍聴者 ０人 
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平成２１年第５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 承認第 ３号 専決処分第４号の承認について（平成２１年度砥部町一般

会計補正予算（第２号）について） 
日程第５ 承認第 ４号 専決処分第５号の承認について（平成２１年度砥部町水道

事業会計補正予算（第１号）ついて） 
日程第６ 議案第５０号 ２１砥下第６号砥部中央幹線管渠敷設工事（９工区）請負

契約の締結について 
日程第７ 議案第５１号 ２１砥下第７号砥部放流渠圧送管敷設工事（７工区）請負

契約の締結について 
日程第８ 議案第５２号 平成２１年度砥部町一般会計補正予算（第３号） 
 
日程第９ 議案第５３号 平成２１年度砥部町水道事業会計補正予算（第２号） 
 

・閉  会 
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平成２１年第５回砥部町議会臨時会 

平成２１年７月３０日（木） 

午前９時３０分開会 

 

○議長（西村良彰） 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２１年第５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

招集の挨拶があります。中村町長。 
○町長（中村剛志） 第５回臨時会の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。毎

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賜り、誠

にありがとうございます。先般梅雨前線豪雨によって九州中国地方を中心に土砂災害

が発生し、尊い命や財産が失われました。被害に遭われた方々に対しまして、この場

をお借りしてお見舞いを申し上げます。砥部町におきましては、床下浸水や農道など

の被害が報告されておりますが、被害を最小限に止めることができました。しかし、

まだ梅雨が明けておりません。心を引き締めて、今後の防災業務にあたりたいと思い

ます。さて、いつのことかと半分白け気味であった衆議院の解散総選挙でございます

が、やっと８月３０日に決まり、国政においても暑い夏に突入いたしました。今回の

総選挙は政権交代が取り沙汰されるなど激動の選挙になることは間違いありませんが、

確かな目を持って私達の将来を託す代表を選びたいものであります。本日は先月の渇

水対策に伴います補正予算の専決処分の承認２件、公共下水道の管渠敷設などの工事

請負契約２件、地域活性化経済危機対策臨時交付金関連事業及び渇水対策事業など緊

急を要する補正予算２件のご審議をお願い申し上げております。いずれも詳細に説明

させて頂きますので、ご議決いただきますよう、お願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂

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（西村良彰） 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１４番中島博志君、１５番平岡文男君を指名します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（西村良彰） 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。

本臨時会は７月２８日に開催した議会運営委員会において、本日１日とすることに決

定しました。これにご異議ありませんか。 
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[「異議なし」の声あり] 

○議長（西村良彰） 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（西村良彰） 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５月末までの月例現金出納検査について、適正に処理されてい

ると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 承認第３号 専決処分第４号の承認について（平成２１年度砥部町一般会

計補正予算（第２号）について） 
日程第５ 承認第４号 専決処分第５号の承認について（平成２１年度砥部町水道事

業会計補正予算（第１号）ついて） 
（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第４承認第３号及び日程第５承認第４号の専決処分の承認

についての２件を一括議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。松下

企画財政課長。 
○企画財政課長（松下行吉） 失礼します。専決処分第４号と第５号についてご承認

をお願いするものでございます。まず専決処分の第４号でございますが、承認第３号

をご覧下さい。承認第３号専決処分第４号の承認について地方自治法第１７９条第１

項の規定により別紙の通り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し

承認を求める。平成２１年７月３０日提出、砥部町長中村剛志。 
 １枚めくって下さい。専決ですが、専決第４号平成２１年度砥部町一般会計補正予

算第２号について専決処分したものでございます。専決の日付は平成２１年６月１５

日でございます。続きまして、承認の第４号の方をご覧になって下さい。内容につい

ては後ほどご説明させて頂きます。承認第４号と書かれたものでございます。よろし

いでしょうか。承認第４号専決処分第５号の承認について地方自治法以下同じでござ

いますが、７月３０日提出、砥部町長中村剛志。 
 １つめくって頂きますと、専決第５号として平成２１年度砥部町水道事業会計補正

予算第１号について専決処分したことを書かれてございます。日付は６月１５日でご
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ざいます。この２件でございますが、４月、５月とそれから６月にかけて記録的な少

雨に見舞われました。このため、６月１１日から２１日の朝まで夜間断水に至ったわ

けでございますが、このことにかかる一般会計と水道事業会計の補正予算をここにあ

りますように６月１５日付で、専決で組んだものでございます。それでは、内容につ

いて若干触れさせて頂きます。お手元にございます平成２１年第５回砥部町議会臨時

会とあります資料の方をちょっとご覧になって下さい。補正予算の概要の４ページを

お願いいたします。まず先程申しました一般会計補正予算第２号でございますが、１

というところに書いてございますが、２，４９０万３千円の増額補正でございまして、

累計６３億２，７３３万４千円となるものでございます。内容につきましては、１款

総務費に渇水対策費という新しい目を設けまして、この額を盛り込んでございます。

内容につきましては、丸以降に書かれてございますように目崎橋から新井出水源地仮

設配管工事などの工事費が１，４２６万４千円。それから水道事業会計側で行ないま

した臨時配水管の設置や断水による配水管の修繕費に対する費用について、水道事業

会計の方へ繰出しております。これが７４３万９千円でございます。それから、職員

の時間外手当など職員手当として２０８万６千円を計上しております。その他仮設設

備のリース代などを含めまして１１１万４千円。合計２，４９０万３千円の補正でご

ざいます。続きまして、水道事業会計補正予算第１号でございますが、収益的支出を

７４３万９千円増額いたしました。先ほどの一般会計からの繰出金が財源でございま

す。渇水対策時に設置した各水源地への臨時配水管設置工事費や配水管修理費用等で

ございまして、７４３万９千円でございます。予算の専決処理につきましてはやむを

得ない場合に行なう事でございまして、今回につきましては断水という非常事態の中

で必要経費が固まったのが１５日であったと、いうようなことで、非常に切羽詰った

状況での専決補正でございますので、ご理解の上、ご承認の程よろしくお願いいたし

ます。 
○議長（西村良彰） 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（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

承認第３号及び承認第４号の２件を一括して採決を行います。本案は原案のとおり

承認することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
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○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、承認第３号及び承認第４号の専

決処分の承認についての２件については原案の通り承認されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第５０号 ２１砥下第６号砥部中央幹線管渠敷設工事（９工区）請負

契約の締結について 
日程第７ 議案第５１号 ２１砥下第７号砥部放流渠圧送管敷設工事（７工区）請負

契約の締結について 
（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第６議案第５０号及び日程第７議案第５１号の下水道工事

請負契約の締結についての２件を一括議題とします。本案について、提案理由の説明

を求めます。松下企画財政課長。 
○企画財政課長（松下行吉） 議案第５０号、それから議案第５１号の契約関係につ

いて一括してご提案申し上げます。まず議案第５０号でございますが、お手元の議案

書をお願いいたします。２１砥下第６号砥部中央幹線管渠敷設工事（９工区）請負契

約の締結について、次の通り工事請負契約を締結する事について議会の議決を求める。

平成２１年７月３０日提出、砥部町長中村剛志。 
 契約の目的は先程申しました工区の工事でございます。契約の方法でございますが、

公募型指名競争入札で行なっております。契約金額は３，９７９万５千円。うち消費

税及び地方消費税の額は１８９万５千円。この契約額は予定価格に対して７１％の落

札率になっております。契約の相手方ですが、松山市北井門１丁目２番１９号、株式

会社岸本設計工務、代表取締役岸本幸一郎でございます。提案理由につきましては、

砥部町議会の議会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。内容につきましては、後ほど触れる事といたしま

して、議案第５１号をお願いいたします。議案第５１号 ２１砥下第７号砥部放流渠

圧送管敷設工事（７工区）請負契約の締結について。次の通り工事請負契約を締結す

ることについて議会の議決を求める。平成２１年７月３０日提出、砥部町長中村剛志。 
 契約の目的につきましては、先に申しました通りの工事でございます。契約の方法

は一般競争入札でございます。契約金額は６，８１６万６千円。消費税及び地方消費

税の額が３２４万６千円です。この契約金額は予定価格の６９．１％でございます。

契約の相手方については、松山市道後北代３番２３号、株式会社吉野土建、代表取締

役篠原朗でございます。提案理由については、先程と同じでございます。内容につい

て、若干触れさせて頂きます。お手元に２枚で裏表印刷した、こういう資料がござい

ますが、それのまず３ページをご覧になって下さい。カラーで印刷した地図がござい
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ますが、下の方に印をつけておりますところが議案第５０号の中央幹線管渠敷設工事

（９工区）でございます。開削工事が１４４．４ｍ、それからもう一箇所開削工事が

１７．２ｍ。計１６１．６ｍ。それから推進工が１１ｍと２０ｍのものがございます。

以上のような工事概要でございまして、工期については平成２２年の１月３０日まで

となっております。 
続いて議案第５１号の放流渠圧送管敷設工事でございますが、上の方の２箇所に分

かれたところ矢印がございますけれども、こちらでございまして、開削工が４１７．

７ｍ。推進工事が３６．４ｍございます。こちらにつきましても工期は来年１月３０

日までとなっております。入札の状況でございますが、まず１ページをお願いいたし

ます。公募型指名競争入札で行ないました分でございまして、１２社の応募がござい

まして、１２社すべてを指名しております。応札の結果、上の赤で記しておる２社が

低入札調査価格を下回ったわけでございますが、順位１位の業者さんは客観的判断基

準でございます直接工事費の７０％、共通仮設費の６０％、現場管理費の５０％のう

ち、現場管理費が下回っておりましたので、失格となりました。そのため、岸本設計

工務さんの詳細調査を実施しておりましたが、７月の２７日に調査いたしまして、こ

の応札価格で工事が完了できるという確証を得ましたので、その７月２７日に仮契約

を交わし、今回ご提案するものでございます。それから、一番下の無効となっており

ますのは、書かれておりますように、受付期限内に入札書が届かなかったものでござ

います。次に２ページの方お願いいたします。放流渠圧送管敷設工事（７工区）の方

でございますが、一般競争入札で実施しております。８社の応札がございまして、結

果はここにある通り順位４位までの業者さんが低入札調査価格を下回りました。その

うち、順位４位の業者さんは先程申しました客観的基準の共通仮設費が下回ったため、

失格となってございます。順位１位の吉野土建さんの詳細調査をした結果、この応札

価格で契約を遂行できるということを確証しましたので、同じく７月２７日に仮契約

を締結し、今回提案するものでございます。最後に、一番下、無効となっております

のは、同じように受付期間内に入札書が届かなかったため、無効となっております。

以上のような内容でございます。ご審議の上ご議決賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 
○議長（西村良彰） 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。１２番井上洋一君。 
○１２番（井上洋一） １点だけ、お尋ねしたいと思うんですが。この公募型の最初

の分ですが、この参加されている中に１社、例の宇和島地区で当時何らかの問題があ

った会社がございますが、こういうのは、まあ、ここだけじゃないんですが、色んな

形で過去にもあったと思うんですが、その時に一定期間は、それは当然駄目という期
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間は駄目なんですが、それが解除されればＯＫです。それは当然法的な問題は私もわ

かるんですが、心情論的にそういうのはいいのかなと、思わざるを得ない、そういう

部分なんですが、どんなもんでしょうかね。以上です。 

○議長（西村良彰） 松下企画財政課長。 

○企画財政課長（松下行吉） 井上洋一議員さんのご質問にお答えいたします。ご指

摘の業者さんは２１年１月１８日まで指名停止ということで、私どもの方は指名停止

をいたしておりました。その後指名停止が解けたということで今回応札をお受けした

わけでございますが、おっしゃるように、色々と状況はあるわけなんですけれど、１

回は不都合なことがあったものをですね、その期間以降全て駄目ということはですね、

社会的にも立ち直る機会と言いますか、そういうものが必要であろうと思いますので、

定められた期間は当然参加できませんけれども、それが解けた場合には、お受けする

のがよろしいんではないかというふうに考えております。 

○議長（西村良彰） よろしいでしょうか。他にございませんか。質疑を終わります。 
討論、採決については１件ずつ行ないます。議案第５０号２１砥下第６号砥部中央

幹線管渠敷設工事（９工区）請負契約の締結について、討論を行ないます。討論はあ

りませんか。 

［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

議案第５０号の採決を行ないます。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（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第５０号２１砥下第６号砥

部中央幹線管渠敷設工事（９工区）請負契約の締結については可決されました。 
 議案第５１号２１砥下第７号砥部放流渠圧送管敷設工事（７工区）請負契約の締結

について討論を行ないます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

議案第５１号の採決を行ないます。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（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第５１号２１砥下第７号砥

部放流渠圧送管敷設工事（７工区）請負契約の締結については可決されました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第８ 議案第５２号 平成２１年度砥部町一般会計補正予算（第３号） 
日程第９ 議案第５３号 平成２１年度砥部町水道事業会計補正予算 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第８議案第５２号及び日程第９議案第５３号の平成２１年

度補正予算に関する２件を一括議題とします。本案について提案理由の説明を求めま

す。松下企画財政課長。 
○企画財政課長（松下行吉） 議案第５２号と議案第５３号の補正予算についてご提

案申し上げます。まず一般会計補正（第３号）の１ページをご覧下さい。議案第５２

号平成２１年度砥部町一般会計補正予算（第３号）。平成２１年度砥部町の一般会計補

正予算（第３号）は次に定めるところによる。第１条としまして、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ２億５，１３３万９千円を追加し、歳入歳出それぞれ６

５億７，８６７万３千円とするものでございます。平成２１年７月３０日提出、砥部

町長中村剛志。内容については後ほど触れさせて頂きます。 
続きまして、議案第５３号水道会計の補正予算の方をお願いします。２１年度砥部

町水道事業会計補正予算（第２号）と書かれたものでございます。それの１ページを

お願いします。議案第５３号平成２１年度砥部町水道事業会計補正予算（第２号）、第

２条としまして、収益的支出の予定額を次の通り補正するというものでございまして、

支出として第１款第１項営業費用に５４４万７千円、補正予算額と書かれたところを

ご覧になって頂きたいんですが、５４４万７千円を追加し、支出の合計を３億１，８

０８万円とするものでございます。それから、第３条として、資本的収入及び支出の

予定額を次の通り補正するものでございます。収入でございますが、第１款第１項、

負担金を１，９４０万円増やしまして、収入合計２，０２０万１千円とするものでご

ざいます。それから支出でございますが、第１款第１項、建設改良費を１，９４０万

円追加し、支出の合計を１億５，３６９万６千円とするものでございます。平成２１

年７月３０日提出、砥部町長中村剛志。 
内容について触れさせて頂きます。お手元にあります２１年第５回砥部町議会臨時

会という資料の１ページをお願いいたします。こちらの方でございます。まず一般会

計の方でございますが、１ページの第２と書かれたところにありますように、一般会

計補正予算（第３号）、これにつきましては国の平成２１年度第１次補正に沿って町が

生活対策、経済対策を打ち出すものでございまして、臨時予算を編成するものでござ

います。補正額につきましては、先程申したとおりでございます。（１）地域活性化・

経済危機対策臨時交付金でございますが、２ページの方の表をご覧になって下さい。

大きく分けて１７の項目に分かれてございます。２款総務費では、庁舎の非常用電源
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など災害対策関連費用を、それから３款民生費では放課後児童クラブの施設整備、保

育所の地デジインターネット対応などの子育て支援関係を、それから８款土木費で町

道の緊急舗装改修工事などを計上しております。１０款教育費では小学校のトイレ改

修であるとか、パソコンの整備、それから幼稚園の耐震二次診断、幼稚園の送迎用バ

スの購入などを計上しております。この財源でございますが、表の合計のところにあ

りますように、学校情報通信技術環境整備事業費補助金、国の補助でございますが、

２，１０１万１千円。それから、経済危機対策臨時交付金１億７，１８７万８千円。

一般財源３，５３３万８千円としております。経済危機対策臨時交付金については、

当町は約２億３千万の交付予定額がございますが、今回１億７千万を充てるものでご

ざいます。次に３ページをお願いいたします。その他緊急の事業としまして、総務費

の方で渇水対策事業として水道事業会計の行なう第３水源地取水改良事業に対する繰

出金１，９４０万円。それから固定資産評価審査委員会の開催を増やすため、委員報

酬１１万２千円を追加しております。土木費としまして、崖崩れ防災対策事業として、

高尾田地区の急傾斜地危険箇所の地質調査、工法の検討のため、測量調査設計委託料

として３６０万円を追加いたしました。このことによりまして、一般財源は総額で５，

８４５万円を投入いたしますが、その財源は、普通交付税を充てる事としております。

次に水道事業会計でございますが、第３水道事業会計補正予算（第２号）にございま

すとおり、収益的支出の増額につきましては、表の下の丸の所をご覧になって頂きた

いんですが、渇水対策時に設置した愛媛県立医療技術大学の南から東側への臨時用送

水管を埋設する工事の費用でございます。それから、資本的支出の方でございますが、

同じく表の丸の所をご覧になって頂きたいんですが、渇水時に供給を受ける臨時補給

水を無駄なく利用できるように、第３水源地に一時的に補給水を溜めておく取水井を

設けるため、取水井改良事業費を追加いたします。この追加費用１，９４０万円は全

額一般会計からの繰入金で賄う事になります。以上のような次第です。ご審議の上、

ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 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。１３番中村茂君。 
○１３番（中村茂） ただ今説明を頂きました、総務費の中の渇水対策で補給水を溜

めておく取水井を設けるとありますが、どのような施設をするのか、ちょっと説明を

願いたいと思います。 

○議長（西村良彰） 東岡生活環境課長。 
○生活環境課長（東岡秀樹） 中村議員さんのご質問にお答えをいたします。渇水時

の臨時補給水の受水タンクの設置のことでございますが、これにつきましては、基本

的に渇水時には野津郷の井戸からの第３水源地の方に臨時送水ということで頂いてお
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ります。本年のような、あ、申し訳ございません。ちょっと勘違いしておりました。

野津郷井戸と創価学会の井戸から１２０トン、頂いております。第３水源地の方に送

水を供給頂いておるわけでございますが、地下水というようなことで、補給をして頂

いた水全てを有効的に、効果的に利用できないというふうなことで、第３水源地の敷

地内に受水タンクを設置をいたしまして、補給を受けた水を全て無駄なく送水できる

ようにするための受水タンク設置の工事のための委託料と、工事費のお願いをするも

のでございます。これは、受水タンクの容量は幅が３ｍ、長さが１０ｍ、有効水深が

１．８ｍということで貯水量は５４トンでございます。で、一応送水ポンプの能力が

最大１時間１２０トンでございますので、３０分の送水能力、貯水能力があるという

ことでございます。以上でございます。 

○議長（西村良彰） １３番中村茂君。 
○１３番（中村茂） そのタンクにはいつもその貯水しておいておくということでご

ざいましょうか。 

○議長（西村良彰） 東岡課長。 
○生活環境課長（東岡秀樹） 中村議員さんの再質問にお答えいたします。一応、渇

水時には５４トンのタンクに常に貯めておきまして、基本的には１２０トン、野津郷

と創価学会から頂きますので、その１２０トンを１２０トンのポンプで送水しますか

ら、常にタンクは満タンの状態であるというふうにご理解いただいたらと思います。 

○議長（西村良彰） 他にございませんか。 
質疑を終わります。 
討論、採決については１件ずつ行います。議案第５２号平成２１年度砥部町一般会

計補正予算（第３号）について討論を行ないます。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

議案第５２号の採決を行ないます。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（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第５２号平成２１年度砥部

町一般会計補正予算（第３号）は可決されました。 
 議案第５３号平成２１年度砥部町水道事業会計補正予算（第２号）について討論を

行ないます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 

○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 

議案第５３号の採決を行ないます。本案は原案のとおり決定することにご異議あり
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ませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第５３号平成２１年度砥部

町水道事業会計補正予算（第２号）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。議員の皆様には慎重に

ご審議を賜り、ご議決頂きましたことに心からお礼を申し上げます。公共下水道事業

につきましては、順調に進んでおりますが、工事期間中は通行などで地域の皆様には

何かとご迷惑をおかけしており、この場をお借りしてお詫びを申し上げます。ご議決

頂きました案件につきましては適正に執行し、早期に効果を発揮させ、住民福祉の向

上に努めて参りたいと思いますので、ご支援賜りますようお願い申し上げます。終わ

りになりましたが、厳しい暑さが続いております。議員の皆様におかれましては、健

康に十分に注意して頂き、今後とも町政進展にご尽力、ご活躍頂きます様お願い申し

上げまして、お礼のご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 
○議長（西村良彰） 以上をもって、平成２１年第５回砥部町議会臨時会を閉会しま

す。 
 

午前１０時８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。 
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