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令和３年第１回砥部町議会臨時会
令和３年２月８日（月）
午前９時 30 分開会
○議会事務局長（堀潤一郎） 本日の臨時会でございますが、一般選挙後初めての議会ですの
で、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第 107 条の規定により年長の議員が臨時に議長
の職務を行うことになっております。出席議員のうち、三谷議員が年長者ですので、ご紹介を
いたします。三谷議員、議長席へお越しください。
○臨時議長（三谷喜好） ただいま紹介されました三谷でございます。地方自治法第 107 条の
規定により、議長の選挙の終わるまでの間、臨時議長の職務を行います。どうぞよろしくお願
いをいたします。
ただいまから、令和３年第１回砥部町議会臨時会を開会いたします。町長から招集のご挨拶
があります。佐川町長。
○町長（佐川秀紀） 令和３年第１回臨時会の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。ま
ず始めに、少数激戦の厳しい選挙戦を勝ち抜かれ、見事当選されました議員の皆さまに、心か
らお喜びを申し上げます。私も、引き続き町政運営の舵取りを務めさせていただくこととなり
ました。無投票当選となりましたが、この結果をもって、大多数の町民の方の信任を得たとは、
私は考えておりません。これまでの２期８年間、町民主役のまちづくりを掲げ、複雑・多様化
する行政課題に対し、時に大胆に、時に冷静に、スピード感をもって対応してまいりましたが、
今回の結果は、もっと頑張れとの叱咤激励ではないかと感じています。その職責に改めて身の
引き締まる思いであります。ご支援の感謝とともに、町民の皆様の想いに応えるため、初心に
帰り、町民主役のまちづくりに全身全霊で取り組んでまいりたいと考えております。さて、昨
年は新型コロナウイルス感染症に翻弄された１年となりました。感染症対策と地域経済活動
の両立を目指す中で、多くの方がこの未知のウイルスに感染し、また亡くなられたことに対し
まして、お見舞いとお悔やみを申し上げるとともに、今なお、増え続ける感染患者の方々への
対応に尽力されている医療機関の皆様に心より感謝を申し上げます。現在も、一部の地域では
緊急事態宣言が継続されている状況ではございますが、ワクチン接種の目途が立つなど、明る
い兆しも見えてきました。コロナ疲れといった言葉が良く聞かれますが、もう一度、一人ひと
りが感染症対策の徹底を心掛けていただき、我々も町民の皆様の安全・安心のため、収束に向
けた万全の体制整備に努めてまいります。さて、本日は、麻生小学校大規模改修工事に係る変
更契約の締結、コロナウイルス感染症対策関連経費を含む補正予算、並びに人事案件のご審議
をお願いしておりますが、議会の人事につきましてもご審議されることと思います。新体制を
整えていただきまして、町政発展のため、ご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ、
開会並びに私の就任のご挨拶とさせていただきます。
○臨時議長（三谷喜好） これから、本日の会議を開きます。本日の議長選挙までの議事日程
は、お手元の配布のとおりでございます。日程に入る前に先立ち報告をいたします。上田副町
長から、欠席届が提出されておりますのでご報告申し上げます。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第１ 仮議席の指定
○臨時議長（三谷喜好） 日程第１、仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいま着席の議
席と指定します。
ここでしばらく休憩し、休憩時間を利用して、全員協議会を開催いたします。よろしくお願
いいたします。以上です。

午前９時 34 分 休憩
午前 10 時 00 分 再開

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
日程第２ 議長の選挙
○臨時議長（三谷喜好） 再開をいたします。日程第２、議長の選挙を行います。選挙は投票
で行います。議場の出入口を閉めます。
［議場を閉める］
ただいまの出席議員は 16 人です。次に、立会人を指名します。会議規則第 32 条第２項の規
定により、立会人に１番髙橋久美君、２番日野惠司君を指名いたします。投票用紙を配ります。
［投票用紙配布］
○臨時議長（三谷喜好） 投票用紙の配布漏れはありませんか。
［配布漏れなし］
○臨時議長（三谷喜好） 無いようです。配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。髙橋久美君、日野惠司君、投票箱の点検をお願いいたします。
［投票箱の点検］
○臨時議長（三谷喜好） 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。念のために申し上げます。投票は、単記無記名で投票用紙に
被選挙人の氏名を記載のうえ、点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。事務局長が議席番
号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願いいたします。
［事務局長点呼及び投票］
○臨時議長（三谷喜好） 投票漏れはありませんか。
［投票漏れなし］
○臨時議長（三谷喜好） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。
開票を行います。髙橋久美君、日野惠司君、開票の立会をお願いいたします。
［開票］
○臨時議長（三谷喜好） 選挙の結果を報告いたします。投票総数 16 票、そのうち、有効投
票 15 票、無効投票、白紙が１票です。有効投票のうち、 岡利昌君が 11 票、山口元之君が４
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票、以上でございます。この選挙の法定得票数は４票ですので、よって、 岡利昌君が議長に
当選されました。議場の出入口を開きます。
［議場を開く］
○臨時議長（三谷喜好） 議長に当選された 岡利昌君が、議場におられますので、会議規則
第 33 条第２項の規定により、当選の告知を行います。 岡議長に、就任のご挨拶をお願いい
たします。 岡議長。
○議長（ 岡利昌） 皆さんのご支持をいただきまして、当選をさせていただくことができま
した。元より、そういう器ではございませんが、皆さんのご指導、ご鞭撻をいただいて、一生
懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございまし
た。
○臨時議長（三谷喜好） これで臨時議長の職務は、すべて終了いたしました。ご協力、誠に
ありがとうございました。 岡議長、議長席の方にお着き願います。
○議長（ 岡利昌） お諮りします。お手元に配布しました追加議事日程のとおり、追加日程
第１、議席の指定から、追加日程第 19、同意第４号、砥部町教育委員会委員の任命について
までを日程に追加し、議題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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって追加日程第１から追加日程第 19 までを日程に追加し、議題とすることに決定しまし
た。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第１ 議席の指定
○議長（ 岡利昌） 追加日程第１、議席の指定を行います。議席は、会議規則第４条第１項
の規定により、ただいま着席のとおり指定します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第２ 会議録署名議員の指名
○議長（ 岡利昌） 追加日程第２、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、１番髙橋久美君、２番日野惠司君を指名します。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第３ 会期の決定
○議長（ 岡利昌） 追加日程第３、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、本日１日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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
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よって会期は、本日１日に決定しました。
ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して、全員協議会を開催します。

午前 10 時 16 分 休憩
午前 10 時 40 分 再開

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第４

副議長の選挙

○議長（ 岡利昌） 再開します。追加日程第４、副議長の選挙を行います。選挙は投票で行
います。議場の出入口を閉めます。
［議場を閉める］
○議長（ 岡利昌） ただいまの出席議員は 16 人です。次に、立会人を指名します。会議規
則第 32 条第２項の規定により、立会人に３番木下敬二郎君、４番原田公夫君を指名します。
投票用紙を配ります。
［投票用紙配布］
○議長（ 岡利昌） 投票用紙の配布漏れはありませんか。
［「配布漏れなし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 配布漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。３番木下敬二郎君、４番原田公夫君、投票箱の点検をお願いします。
［投票箱の点検］
○議長（ 岡利昌） 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。投票用紙
に被選挙人の氏名を記載のうえ、点呼に応じて順次、投票願います。事務局長が議席番号と氏
名を呼び上げますので、順番に投票願います。
［事務局長点呼及び投票］
○議長（ 岡利昌） 投票漏れはありませんか。
［投票漏れなし］
○議長（ 岡利昌） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。
開票を行います。３番木下敬二郎君、４番原田公夫君、開票の立会をお願いします。
［開票］
○議長（ 岡利昌） 選挙の結果を報告します。投票総数 16 票、そのうち、有効投票 12 票、
無効投票４票、無効投票中、４票は白票です。有効投票のうち、東勝一君 11 票、 佐々木隆雄
君１票、以上のとおりです。この選挙の法定得票数は、３票です。よって東勝一君が副議長に
当選されました。議場の出入口を開きます。
［議場を開く］
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○議長（ 岡利昌） 副議長に当選されました東勝一君が、議場におられますので、会議規則
第 33 条第２項の規定により、当選の告知をします。東副議長に、就任のご挨拶をお願いしま
す。
○副議長（東勝一） 失礼します。ただ今、議員各位のご推挙によりまして、副議長という大
任を仰せつかりました。身の引き締まる思いでございます。今後とも一生懸命頑張ってまいり
ますので、どうか皆様方、ご指導のほどよろしくお願いを申し上げます。
○議長（ 岡利昌） ここで、しばらく休憩します。休憩時間を利用して、全員協議会を開催
します。

午前 10 時 53 分 休憩
午後３時 55 分 再開

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第５ 常任委員の選任
○議長（ 岡利昌） 再開します。追加日程第５、常任委員の選任を行います。
お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、お手元
に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって常任委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第６ 議会運営委員の選任
○議長（ 岡利昌） 追加日程第６、議会運営委員の選任を行います。
お諮りします。議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、お
手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって議会運営委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第７

特別委員会の設置及び委員の選任について

○議長（ 岡利昌） 追加日程第７、特別委員会の設置及び委員の選任についてを議題としま
す。
お諮りします。下水道整備事業に関する事項については、16 人の委員で構成する下水道整
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備特別委員会を設置し、これに付託して、議会改革に関する事項については、６人の委員で構
成する議会改革特別委員会を設置し、これに付託して、それぞれ調査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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって特別委員会の設置については、ただいま申し上げましたとおり、設置することに決定
しました。
お諮りします。ただいま設置しました特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８
条第４項の規定により、お手元に配布の名簿のとおり、指名したいと思います。これにご異議
ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって特別委員会の委員については、お手元に配布の名簿のとおり、選任することに決定し
ました。
ここで、しばらく休憩します。休憩時間を利用して、各委員会の正副委員長の互選を行って
ください。

午後３時 57 分 休憩
午後３時 58 分 再開

○議長（ 岡利昌） 再開します。各委員会の正副委員長については、お手元に配布の名簿の
とおり互選されましたので、ご報告します。今後、ご協力のほどよろしくお願いします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第８

愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙

○議長（ 岡利昌） 追加日程第８、愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行いま
す。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118 条の第２項の規定により、指名推
選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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。
お諮りします。指名の方法については、議長において指名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］
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○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決定しました。愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議
員に、佐川秀紀町長を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました佐川秀紀町長を、愛媛県後期高齢者医療広域連
合議会議員の当選人とすることにご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました佐川秀紀町長が当選されました。愛媛県後期高齢者医療広域
連合議会議員に当選されました佐川秀紀町長が議場におられますので、会議規則第 33 条第２
項の規定により、当選の告知をします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第９ 伊予市・伊予郡 養護老人ホーム組合議会議員の選挙
○議長（ 岡利昌） 追加日程第９、伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙を行
います。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118 条第２項の規定により、指名推選
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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。
お諮りします。指名の方法については、議長において指名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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決定しました。伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合議
会議員に中島博志君、佐々木公博君を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました中島博志君、佐々木公博君を伊予市・伊予郡養
護老人ホーム組合議会議員の当選人とすることにご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました中島博志君、佐々木公博君が当選されました。伊予市・伊予
郡養護老人ホーム組合議会議員に当選されました中島博志君、佐々木公博君が議場におられ
ますので、会議規則第 33 条第２項の規定により、当選の告知をします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 10 伊予消防等事務組合議会議員の選挙
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 10、伊予消防等事務組合議会議員の選挙を行います。
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お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118 条第２項の規定により、指名推選
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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。
お諮りします。指名の方法については、議長において指名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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決定しました。伊予消防等事務組合議会議員に中島博
志君、平岡文男君を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました中島博志君、平岡文男君を伊予消防等事務組合
議会議員の当選人とすることにご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました中島博志君、平岡文男君が当選されました。伊予消防等事務
組合議会議員に当選されました中島博志君、平岡文男君が議場におられますので、会議規則第
33 条第２項の規定により、当選の告知をします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 11 伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠議員の選出
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 11、伊予市外二町共有物組合議会議員の補欠議員の選出を
行います。
お諮りします。選出の方法については、議長において指名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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって選出の方法は、議長において指名することに決定しました。伊予市外二町共有物組合
議会議員に小西昌博君を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました小西昌博君を伊予市外二町共有物組合議会議
員に選出することに、ご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました小西昌博君が伊予市外二町共有物組合議会議員に選出され
ました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 12 砥部町選挙管理委員及び補充員の選挙
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 12、砥部町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第 118 条第２項の規定により、指名推選
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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって選挙の方法は、指名推選によることに決定しました。
お諮りします。指名の方法については、議長において指名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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決定しました。選挙管理委員に、仙波正司君、鵜川清
君、亀井憲治君、日ノ岡光政君、以上の方を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名した方を、選挙管理委員の当選人とすることにご異議あ
りませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました仙波正司君、鵜川清君、亀井憲治君、日ノ岡光政君、以上の
方が選挙管理委員に当選されました。選挙管理委員補充員に、中岡重樹君、上岡洋一君、明賀
徹君、重松康博君、以上の方を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました方を、選挙管理委員補充員の当選人とすること
にご異議ありませんか。
［「異議なし」の声あり］
○議長（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました中岡重樹君、上岡洋一君、明賀徹君、重松康博君、以上の方
が選挙管理委員補充員に当選されました。次に、補充員の順序について、お諮りします。補充
の順序は、ただいま議長が指名しました順序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（ 岡利昌） 異議なしと認めます。
よって補充の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 13 麻生小学校 校舎等改修工事（外壁等）請負契約の変更について
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 13、議案第１号、麻生小学校校舎等改修工事外壁等請負契
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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。門田学校教育課長。
○学校教育課長（門田敬三） 議案第１号についてご説明申し上げます。お手元に議案書、そ
れと資料の方をお願いいたします。議案第１号、麻生小学校校舎等改修工事外壁等請負契約の
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３年２月８日提出、砥部町長佐川秀紀。提案の理由でございますが、下段をご覧
ください。麻生小学校校舎等改修工事外壁等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、中段をご覧ください。１、工事名は麻生
小学校校舎等改修工事外壁等。２、原契約の議決年月日は、令和２年８月７日。３、受注者は、
松山市井門町 1508 番地２、山本建設株式会社、代表取締役山本太平。４、変更事項は請負代
金額で、変更前の請負代金額は１億 1,165 万円、変更後の請負代金額は 1 億 2,966 万９千円
で、1,801 万９千円の増額です。それでは、議案第１号資料をお願いします。下段をご覧くだ
さい。変更の理由でございますが、校舎及び体育館の外壁改修について、設計段階において、
目視により劣化状態を確認し補修範囲等を推計のうえ設計していましたが、施工段階におい
て、打診等による詳細な外壁調査を行った結果、補修方法及び範囲の変更が生じました。また、
避難所となる体育館に多目的トイレを新設するため変更するものでございます。裏面をお願
いします。工事変更の具体的な内容は、爆裂やひび割れ等の補修範囲の増、アスベスト除去範
囲の増、体育館への多目的トイレの新設、体育館手洗いの自動水栓化など、15 項目について
変更をしております。いずれも学校安全、長寿命化の向上、避難所の強化、感染症対策に資す
るものでございますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。また、工事の変更に伴い、
不足の日数を要することが判明したため、工期を３月 19 日まで延長いたします。なお、添付
のとおり、２月３日付けで工事変更請負仮契約書を締結しております。以上で説明を終わりま
す。ご審議賜りますようお願いいたします。
○議長（ 岡利昌） 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。あり
ませんか。
［質疑なし］
○議長（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 全員起立です。ご着席ください。
よって議案第１号は、原案のとおり可決されました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 14 議案第２号 令和２年度砥部町一般会計補正予算（第８号）
追加日程第 15 議案第３号 令和２年度砥部町水道事業会計補正予算（第３号）
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 14、議案第２号、令和２年度砥部町一般会計補正予算第８
号及び追加日程第 15、議案第３号、令和２年度砥部町水道事業会計補正予算第３号の２件を
一括議題とします。提案理由の説明を求めます。岡田総務課長。
○総務課長（岡田洋志） それでは、私の方から一般会計補正予算についてご説明をいたしま
す。補正予算書１ページをお願いいたします。議案第２号、令和２年度砥部町一般会計補正予
算第８号。令和２年度砥部町の一般会計補正予算第８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 3,504 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 117 億 9,020 万９千円とする。第２項、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３年２月８日提出、砥部町長佐川秀紀。それでは、歳出補
正の主なものについてご説明いたしますので、３ページをお願いいたします。２款総務費１項
総務管理費でございます。2,108 万７千円追加し、31 億 8,628 万６千円といたしました。ふる
さと納税の歳入見込みが大きく上回ったため、返礼品や関係事務費など 1,458 万７千円を追
加しております。３款民生費２項児童福祉費でございます。47 万３千円追加し、12 億 4,764
万３千円といたしました。砥部児童館のエアコンを更新するための工事請負費でございます。
４款衛生費１項保健衛生費でございます。807 万６千円追加し、３億 75 万５千円といたしま
した。新型コロナウイルスワクチン接種の開始に伴い、必要な体制を整備するための関係経費
でございます。次に６款農林水産業費２項林業費でございます。370 万２千円追加し、9,368
万４千円といたしました。有害鳥獣捕獲数の増加による補助金、交付金でございます。９款１
項消防費でございます。170 万３千円追加し、６億 6,796 万８千円といたしました。避難所内
での新型コロナウイルス感染症対策のため、テント等の資機材購入費でございます。次に２ペ
ージをお願いします。歳入でございます。14 款国庫支出金を 807 万６千円、15 款県支出金を
70 万９千円、17 款寄附金を 3,650 万円それぞれ追加し、19 款繰越金を 1,024 万４千円減額し
ております。次に４ページをお願いします。債務負担行為補正でございます。新型コロナウイ
ルスワクチン接種が開始されることに伴い、接種手続等に関する一般の相談対応といたしま
して、コールセンターに係る委託料に対する債務負担でございます。期間は令和３年度、限度
額 1,469 万９千円でございます。以上で補正予算の説明を終わります。ご審議賜りますよう
よろしくお願いいたします。
○議長（ 岡利昌） 藤田上下水道課長。
○上下水道課長（藤田泰宏） 引き続きまして、議案第３号、令和２年度砥部町水道事業会計
補正予算第３号についてご説明申し上げます。水道事業会計補正予算書の１ページをお開き
ください。議案第３号、令和２年度砥部町水道事業会計補正予算第３号。第１条、令和２年度
砥部町水道事業会計の補正予算第３号は、次に定めるところによる。第２条、令和２年度砥部
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町水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。
支出を 300 万
円追加し、３億 4,133 万５千円とするものでございます。補正の内容につきしては、配水施設
の修繕費 300 万円を追加するものでございます。第３条、予算第４条本文括弧書中、不足する
額１億 4,579 万４千円を不足する額１億 4,929 万４千円に、当年度消費税及び地方消費税資
本的支出調整額 2,139 万４千円と過年度分損益勘定留保資金１億 2,440 万円を、当年度消費
税及び地方消費税資本的支出調整額 2,171 万２千円と過年度分損益勘定留保資金１億 2,758
万２千円に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。支出を 350 万円追加し、３億
3,989 万４千円とするものでございます。補正の内容につきましては、測量調査設計業務１件、
委託料 350 万円を追加するものでございます。令和３年２月８日提出、砥部町長佐川秀紀。以
上ですべての説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 質疑なしと認めます。
討論及び採決は、１件ごとに行います。議案第２号、令和２年度砥部町一般会計補正予算第
８号について、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（ 岡利昌） 討論なしと認めます。
議案第２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賛成の方は、ご起立願
います。
［全員起立］
○議長（ 岡利昌） 全員起立です。ご着席ください。
よって議案第２号は、原案のとおり可決されました。
議案第３号、令和２年度砥部町水道事業会計補正予算第３号について、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（ 岡利昌） 討論なしと認めます。
議案第３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賛成の方は、ご起立願
います。
［全員起立］
○議長（ 岡利昌） 全員起立です。ご着席ください。
よって議案第３号は、原案のとおり可決されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 16 同意第１号 砥部町副町長の選任について
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 16、同意第１号、砥部町副町長の選任についてを議題とし
ます。提出者の説明を求めます。佐川町長。
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○町長（佐川秀紀） 同意第１号、砥部町副町長の選任について。次の者を砥部町副町長に選
任することについて、地方自治法第 162 条の規定により、議会の同意を求める。令和３年２月
８日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、伊予郡砥部町宮内 298 番地。氏名、岡田洋志。生年月日、
昭和 37 年 11 月 15 日。提案理由でございますが、上田文雄副町長の任期が、令和３年２月 14
日に満了することに伴い、その後任を選任するため、提案するものでございます。よろしくご
審議賜り、ご同意いただきますようお願いいたします。
○議長（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 討論なしと認めます。
採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、ご起立を願います。
［全員起立］
○議長（ 岡利昌） 全員起立です。ご着席ください。
よって同意第１号は、これに同意することに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 17 同意第２号 砥部町監査委員の選任について
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 17、同意第２号、砥部町監査委員の選任についてを議題と
します。地方自治法第 117 条の規定により、三谷喜好君の退場を求めます。
［三谷議員退場］
○議長（ 岡利昌） 提出者の説明を求めます。佐川町長。
○町長（佐川秀紀） 同意第２号、砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町監査委員
に選任することについて、地方自治法第 196 条第１項の規定により、議会の同意を求める。令
和３年２月８日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、伊予郡砥部町大南 698 番地。氏名、三谷喜
好。生年月日、昭和 13 年３月 19 日。提案理由、山口元之監査委員の任期が、令和３年２月５
日に満了したことに伴い、その後任を選任するため、提案するものでございます。よろしくご
同意賜りますようお願いいたします。
○議長（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 討論なしと認めます。
採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、ご起立願います。
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［全員起立］
○議長（ 岡利昌） 全員起立です。ご着席ください。
よって同意第２号は、これに同意することに決定しました。三谷喜好君の入場を求めます。
［三谷議員入場］
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 18 同意第３号 砥部町監査委員の選任について
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 18、同意第３号、砥部町監査委員の選任についてを議題と
します。提出者の説明を求めます。佐川町長。
○町長（佐川秀紀） 同意第３号、砥部町監査委員の選任について。次の者を砥部町監査委員
に選任することについて、地方自治法第 196 条第１項の規定により、議会の同意を求める。令
和３年２月８日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、伊予郡砥部町岩谷口 556 番地。氏名、影浦浩
二。生年月日、昭和 43 年８月 22 日、提案理由、影浦浩二監査委員の任期が、令和３年２月 15
日に満了することに伴い、その後任を選任するため、提案するものでございます。再任です。
よろしくお願いいたします。
○議長（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 討論なしと認めます。
採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、ご起立願います。
［全員起立］
○議長（ 岡利昌） 全員起立です。ご着席ください。
よって同意第３号は、これに同意することに決定しました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
追加日程第 19 同意第４号 砥部町教育委員会委員の任命について
（説明、質疑、討論、採決）
○議長（ 岡利昌） 追加日程第 19、同意第４号、砥部町教育委員会委員の任命についてを
議題とします。提出者の説明を求めます。佐川町長。
○町長（佐川秀紀） 同意第４号、砥部町教育委員会委員の任命について。次の者を砥部町教
育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第
２項の規定により、議会の同意を求める。令和３年２月８日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、
伊予郡砥部町総津 570 番地。氏名、丸本正和。生年月日、昭和 30 年 11 月８日。提案理由、丸
本正和教育委員会委員の任期が、令和３年２月 16 日に満了することに伴い、その後任を任命
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するため、提案するものでございます。再任でございます。よろしくお願いいたします。
○議長（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 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（ 岡利昌） 討論なしと認めます。
採決を行います。本件は、これに同意することに賛成の方は、ご起立願います。
［全員起立］
○議長（ 岡利昌） 全員起立です。ご着席ください。
よって同意第４号は、これに同意することに決定しました。
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（ 岡利昌） 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。
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、挨拶をお願いします。
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、本日提案さ
せていただきました案件につきまして、慎重にご審議を賜り、ご議決、ご同意いただきました
ことに対しまして、心からお礼を申し上げます。また、新しく議長に就任されました 岡議員
様、そして副議長に任命されました東議員様に心よりお喜びを申し上げますとともに、お二人
の今後の活躍をご祈念申し上げます。再編された常任委員会の正副委員長も決定され、議会と
執行部がともに新しい体制の下、町政運営をスタートいたします。言い尽くされた言葉ではあ
りますが、互いが車の両輪として、町民の皆様と真摯に向き合い、文化と心がふれあうまちの
実現に、力強く前進することができますよう、議員の皆さまの一層のご支援、ご協力をお願い
申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長（ 岡利昌） 以上をもって、令和３年第１回砥部町議会臨時会を閉会します。

午後４時 34 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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令和3年2月8日

委 員 会 名 簿

議

長

副議長

東

勝一

（常任委員会）
委員長

三谷喜好
委 員

総務産業建設常任委 員会
副委員長

松﨑浩司

委員長

中島博志

副委員長

佐々木公博

委員長

松﨑浩司

原田公夫

佐々木隆雄

大平弘子
山口元之

髙橋久美
委 員

厚 生 文 教 常 任 委 員会

日野惠司

柿本

木下敬二郎

正

東

勝一

小西昌博

平岡文男

髙橋久美

日野惠司

東

勝一

大平弘子

正

松﨑浩司

中島博志

三谷喜好

委 員

議 会 広 報 常 任 委 員会
副委員長

木下敬二郎

委員長

山口元之

（議会運営委員会）
柿本
委 員

議 会 運 営 委 員 会
副委員長

平岡文男

委員長

三谷喜好

（特別委員会）
委 員

下水道整備特別委員会
副委員長

松﨑浩司

委員長

中島博志

全議員

日野惠司

柿本

正

委 員

議 会 改 革 特 別 委 員会
副委員長

佐々木隆雄
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佐々木公博

大平弘子

（一部事務組合）
伊予市･伊予郡養護老人ﾎｰﾑ組合議会

柿本

正

中島博志

佐々木公博

佐々木公博

小西昌博

山口元之

橋本敏彦

中島博志

平岡文男

伊予市外二町共有物組合議会
政岡洋三郎

伊予消防等事務組合議会

大洲･喜多衛生事務組合議会

（広域連合議会）
愛媛県後期高齢者医療広域連合議会

佐川秀紀
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