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令和元年第４回砥部町議会臨時会
令和元年 10 月 18 日（金）
午前９時 30 分開会
○議長（中島博志） ただいまから、令和元年第４回砥部町議会臨時会を開会します。町長か
ら招集の挨拶があります。佐川町長。
○町長（佐川秀紀） 令和元年第４回臨時会の開会にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。
議員の皆様におかれましては、公私ともに何かとお忙しい中、ご出席を賜り、厚く御礼を申し
上げます。まず、台風 19 号による記録的な大雨により、お亡くなりになられた方々に心から
ご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された多くの方々にお見舞いを申し上げますととも
に、被災地の１日も早い復旧をお祈り申し上げます。１都 11 県に大雨特別警報が発表された
今回の台風は、東日本を縦断し、60 を超える河川で堤防が決壊し、大規模な洪水被害をもた
らしました。昨年の西日本豪雨の経験から、気象庁は命を守る行動をと強く呼びかけました
が、自然の猛威の前に多くの犠牲者が出てしまいました。地球温暖化により、今回のような甚
大な被害をもたらす大型台風は、今後も恒久的に発生することが予想されます。町民の皆様に
は、わがこと意識を強く持っていただき、早めの備えと早めの避難で、自らの命は自らが守る
行動を取っていただきますようお願いを申し上げます。それでは、本日ご審議をお願いいたし
ます案件でございますが、麻生保育所改築工事の変更契約のほか、一般会計の補正予算をご提
案させていただいております。この後、詳細にご説明させていただきますので、ご議決賜りま
すようお願いを申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。
○議長（中島博志） これから本日の会議を開きます。日程に入るに先立ちご報告いたします。
武智教育長から、欠席する旨の報告がありました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第１ 会議録署名議員の指名
○議長（中島博志） 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 125 条の規定により、５番菊池伸二君、７番森永茂男君を指名します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第２ 会期の決定
○議長（中島博志） 日程第２、会期の決定を議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、去る 10 月 15 日開催の議会運営委員会において、本日１
日としております。これにご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（中島博志） 異議なしと認めます。
よって会期は、本日１日に決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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日程第３ 諸般の報告
○議長（中島博志） 日程第３、諸般の報告を行います。地方自治法第 121 条第１項の規定に
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８月末日
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。次に、議員派遣の結果に
ついてご報告します。10 月 16 日に徳島市で開催された、第 60 回四国地区町村議会議長会研
修会に、欠席届のあった議員を除く 15 名の議員を派遣し、政治ジャーナリストの田﨑史郎氏
並びに四国アイランドリーグ plus 理事長の坂口裕昭氏の講演を聴講いたしました。次に、委
員会の委員派遣についてご報告します。厚生文教常任委員会が、10 月１日から３日まで、青
森県おいらせ町並びに宮城県大和町において、子育て支援について、視察研修を行った旨の報
告がありました。以上で諸般の報告は終わります。
ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用しまして、全員協議会を開催します。

午前９時 34 分 休憩
午前 10 時 18 分 再開

○議長（中島博志） 再開します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第４ 報告第 13 号 専決処分第 6 号の報告について（砥部小学校校舎空調設備整備工
事（Ⅰ期工事）の変更請負契約の締結）
（説明、質疑）
○議長（中島博志） 日程第４、報告第 13 号、専決処分第６号の報告についてを議題としま
す。提出者の報告を求めます。門田学校教育課長。
○学校教育課長（門田敬三） それでは、報告第 13 号をお手元にお願いします。専決処分第
６号の報告について。地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、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する。令和
元年 10 月 18 日提出、砥部町長佐川秀紀。それでは、別紙の専決第６号、専決処分書をご覧く
ださい。令和元年６月 14 日の第２回定例会で議決をいただきました、砥部小学校校舎空調設
備整備工事Ⅰ期工事の請負契約について、令和元年９月 18 日付けで変更契約を専決処分しま
した。受注者は、株式会社冨士原冷機です。変更事項は請負代金額の変更で、変更前の請負代
金額 4,978 万７千円から 21 万３千円を減額し、4,957 万４千円に変更したものです。なお、
裏面に工事変更請負契約書の写しを添付しております。別紙の報告第 13 号資料の下段をご覧
ください。変更の理由ですが、導入するエアコン機器の仕様では、室内機と室外機間のアース
線が不要であることが判明したため、アース線の数量を 475.8 メートル減らす変更をしたも
のです。以上で報告第 13 号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長（中島博志） 報告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。
4

［「質疑なし」の声あり］
○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。
以上で報告第 13 号を終わります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第５ 議案第 52 号 麻生保育所改築工事請負契約の変更について
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（中島博志） 日程第５、議案第 52 号、麻生保育所改築工事請負契約の変更について
を議題とします。提案理由の説明を求めます。田邊子育て支援課長。
○子育て支援課長（田邊敏之） それでは、麻生保育所改築工事請負契約の変更についてご説
明をさせていただきます。議案第 52 号をお手元にご用意をお願いします。議案第 52 号、麻生
保育所改築工事請負契約の変更について、次のとおり工事請負契約の変更契約を締結するこ
とについて、議会の議決を求める。令和元年 10 月 18 日提出、砥部町長佐川秀紀。まず、提案
理由でございますが、議案書の下段をご覧ください。麻生保育所改築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。変更契約の内容でございますが、議案書中
段をご覧ください。１、工事名、麻生保育所改築工事。２、原契約の議決年月日は、平成 31
年２月 20 日。３、受注者、住所、松山市古川南一丁目 22 番 18 号、有光組・国際土建特定建
設工事共同企業体、代表株式会社有光組、代表取締役有光智幸。４、変更事項は請負代金額で、
変更前の請負代金額は４億 8,924 万円で、変更後の請負契約代金、４億 9,860 万７千円。936
万７千円の増でございます。本工事につきましては、本年２月に契約をさせていただいてか
ら、工程の約 90％が進捗をしたところでございます。隣接する現園舎を運営しながらの施工
となり、新園舎建築後に旧園舎を取り壊し、旧園庭も含めまして再整備を第２期工事として予
定しておることもございまして、今回の変更につきましては、第１期工と第２期工のすみ分け
が充分でなかったことや、保育所現場の要望や地元からの要請、また、不測の事態等も含めま
して、工事を進捗させていく中で、必要性が生じたものでございますので、ご理解いただいた
らと思います。変更の内容につきましては、10 ページ議案第 52 号資料をご覧ください。１か
ら４が建築工事で、１、表層改良工事のセメント配合量の変更、２、玄関ホールの壁面や洗面
鉢等の資材を一部砥部焼に変更、３、保育室壁面マグネットクロスをホワイトボードタイプへ
変更、４、遊戯室ステージ階段の追加。電気設備工事が５から８となります。まず、５、職員
駐車場照明の仕様の変更、６、調理室・休憩室にインターホンを増設、７、門扉にインターホ
ンを設置、８、ガスボンベ置き場に自動火災報知機の設置。９から 10 が給排水設備工事でご
ざいまして、９、屋外プールに混合栓シャワーを設置、10、屋外排水桝の設置。屋外付帯工事
が 11 から 13 で、11、建物周りの真砂土整地、12、ガードレールの撤去、13、北西交差点にカ
ーブミラーを設置でございます。請負代金額につきましては、契約変更の内容でも申し上げま
したが、変更前が４億 8,924 万円、うち消費税が 3,624 万円、変更後は４億 9,860 万７千円、
それの消費税額が 3,709 万 1,545 円でございます。差額といたしまして、936 万７千円の増額
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でございまして、このうちの 85 万 1,545 円が消費税でございます。なお、令和元年 10 月 11
日に元請け業者と工事請負契約の変更仮契約の締結をいたしております。仮契約書につきま
しては、
議案第 52 号資料の次のページに写しを添付しております。
以上で説明を終わります。
ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長（中島博志） 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」の声あり]
○議長（中島博志） 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」の声あり]
○議長（中島博志） 討論なしと認めます。
採決を行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。
[全員起立]
○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。
よって議案第 52 号は、原案のとおり可決されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第６ 議案第 53 号 令和元年度砥部町一般会計補正予算（第４号）
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（中島博志） 日程第６、議案第 53 号、令和元年度砥部町一般会計補正予算第４号を
議題とします。提案理由の説明を求めます。大江企画財政課長。
○企画財政課長（大江章吾） それでは一般会計補正予算につきまして、ご説明をさせていた
だきます。補正予算書の１ページをご覧ください。議案第 53 号、令和元年度砥部町一般会計
補正予算第４号、令和元年度砥部町の一般会計補正予算第４号は、次に定めるところによる。
第１条、歳入歳出予算補正、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 155 万１千円を
追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 89 億 6,613 万円とする。２、歳入歳出予算
の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表
歳入歳出予算補正による。令和元年 10 月 18 日提出、砥部町長佐川秀紀。それでは３ページを
お願いをいたします。４款衛生費でございますが、155 万１千円を追加いたしまして、７億
3,410 万４千円とするものでございます。内容でございますけれども、１項保健衛生費で保健
センターホールの空調機１機が故障したため、更新するものでございます。改修工事費 155 万
１千円を追加をいたしました。歳入でございますが、２ページをご覧ください。19 款繰越金
を 155 万１千円充当するものでございます。以上で説明を終わります。ご審議賜りますよう
よろしくお願いを申し上げます。
○議長（中島博志） 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」の声あり]
○議長（中島博志） 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。
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[「討論なし」の声あり]
○議長（中島博志） 討論なしと認めます。
採決を行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。
[全員起立]
○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。
よって議案第 53 号は、原案のとおり可決されました。
お諮りします。 各委員長より、閉会中の継続調査の申し出がありましたので、議会の運営
に関する事項及び議長の諮問に関する事項については議会運営委員会に、常任委員会の所管
事務等の調査事項については所管の常任委員会に、特別委員会の調査事項については特別委
員会にそれぞれ付託し、閉会中の継続調査とすることにしたいと思います。これにご異議あり
ませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（中島博志） 異議なしと認めます。
よって各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
以上で、本日の議事日程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。佐川町長。
○町長（佐川秀紀） 閉会にあたり、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、ご議決いただきましたことに対しまして、心からお礼を申し上げます。ご議決いた
だきました案件につきましては、適正に執行し、今後とも、町民の皆様が、安全で安心して暮
らせるまちづくりに努めてまいりますので、引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願
いを申し上げます。終わりに、ラグビー日本代表が、ベスト８に勝ち進んでおります。被災地
の皆様に、勇気と力を与える戦いを今後も続けてくれるものと信じております。議員の皆様に
おかれましては、朝晩の冷え込みが激しくなってまいりました。くれぐれも健康にはご留意い
ただき、町政の進展、地域の発展に、より一層のご協力を賜りますよう、お願いを申し上げま
して、閉会のご挨拶とさせていただきます。本日は、ありがとうございました。
○議長（中島博志） 以上をもって、令和元年第４回砥部町議会臨時会を閉会します。
午前 10 時 32 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

議員

議員
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