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   平生町告示第24号 

    平成20年第３回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       平成20年７月18日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期  日  平成20年７月24日 

   ２ 場  所  平生町議会議事堂 

   ３ 付議事項 

（１）工事請負契約の締結について 

    平成２０年度佐賀（浜田）漁港海岸保全施設整備工事（第１工区） 

（２）平生町農業委員会委員の推薦について 

────────────────────────────── 

   ○応招した議員 

河藤 泰明君         大井 哲也君 

岩本ひろ子さん         渕上 正博君 

細田留美子さん         柳井 靖雄君 

河内山宏充君         吉國  茂君 

福田 洋明君         平岡 正一君 

藤村 政嗣君         田中  稔君 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────── 

平成20年 第３回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成20年７月24日（木曜日） 

────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成20年７月24日 午前９時00分開会 

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 議案第１号 工事請負契約の締結について 

           平成２０年度佐賀（浜田）漁港海岸保全施設整備工事（第

１工区） 

日程第５ 平生町農業委員会委員の推薦について 

───────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２ 会期の決定（１日） 

日程第４ 議案第１号 工事請負契約の締結について 

           平成２０年度佐賀（浜田）漁港海岸保全施設整備工事（第

１工区） 

日程第５ 平生町農業委員会委員の推薦について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 河藤 泰明君       ２番 大井 哲也君 

３番 岩本ひろ子さん       ５番 渕上 正博君 

６番 細田留美子さん       ７番 柳井 靖雄君 

８番 河内山宏充君       ９番 吉國  茂君 

10番 福田 洋明君       11番 平岡 正一君 

12番 藤村 政嗣君       13番 田中  稔君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 
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────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 角田 光弘君       書記 岩井 浩治君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 山田 健一君  副町長 ………………… 佐竹 秀道君 

教育長 ………………… 合頭 興亞君    総務課長………………… 高木 哲夫君 

建設課長 ……………… 安村 和之君 

────────────────────────────── 

午前９時00分開会・開議 

○議長（田中 稔君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより、平成２０年第３回平生町議会臨時会を開会いたします。 

直ちに、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あります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（田中 稔君）  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１０９条の規定により、議長において、吉國茂議員、福田洋明

議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（田中 稔君）  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中 稔君）  御異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（田中 稔君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

諸般の報告につきましては、議員派遣の報告のほか、地方自治法第１２１条の規定による本臨

時会における議案等の説明のため出席を求めた者及び委任を受けた者の職氏名の報告は、お手元

に配布のとおりであります。 
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これをもって、諸般の報告を終わります。 

ここで、暫時休憩いたします。委員会室で全員協議会を行います。全員協議会が終了次第、再

開いたします。議案を持って移動していただきたいと思います。 

午前９時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時25分再開 

○議長（田中 稔君）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１号 

○議長（田中 稔君）  日程第４、議案第１号平成２０年度佐賀（浜田）漁港海岸保全施設整備工

事（第１工区）の工事請負契約の締結についての件を議題といたします。 

町長から提案理由の説明を求めます。山田町長。 

○町長（山田 健一君）  議員の皆さん、おはようございます。 

  ・月の定例議会の時は、集中豪雨に見舞われることなく、慈雨であってほしいと念願する毎

日でありますと申し上げました。その願いが通じたわけではないのでしょうが、驚くことに、

今月・日に、早々と梅雨明け宣言がされました。聞くところによりますと、観測史上・番目に

早い梅雨明けということで、昨年が・月・・日でありましたので、その違いが際立つものでも

あります。 

その後、晴天続きで、連日・・度を超す暑さの中、今年の夏は長くなるなあと誰もが覚悟を

している毎日であろうと思われます。一方、梅雨時期の降水量がどのくらいであったのか、気

になるところでありますが、下関地方気象台の発表によりますと、観測ポイントの柳井市にお

きまして、・・・ミリ、平年値の・・・ミリに比較をしますと、・割程度少ないようでありま

す。気温がますます高くなれば、生活用水をはじめ農作物への影響など、懸念されるところで

あります。 

どちらにいたしましても、降って心配、降らずに心配に変わりはなく、自然現象とは言いな

がら、取り越し苦労に終わればいいと思っているところであります。 

そのさなか、第・回平生町議会臨時会を開催をいたしましたところ、議員の皆様方におかれ

ましては、全員の御出席を賜りまして、ありがとうございます。 

本臨時会におきましては、工事請負契約の締結の御承認と農業委員会等に関する法律の定め

によりまして、議会からの御推薦をお願いするものでございます。 

  提出議案の説明に入ります前に、平生町農業委員会委員一般選挙に触れておきたいと思いま

す。 
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今月・日に告示がなされ、・名の方々が無投票当選をなさいました。さらに、農業協同組合、

農業共済組合及び平生土地改良区に対し、それぞれ御推薦をお願いを申し上げましたところ、平

生土地改良区からは推薦辞退の申し出がありましたが、農業協同組合、農業共済組合からは、そ

れぞれ・名の届出が済まされているところであります。本日の議会推薦の方を加えまして、新し

い農業委員会の構成がなされ、向こう・年間、本町の農業政策等への関与など、任務を全うして

いただくこととなります。 

  農業や農産物を取り巻く情勢は、わが国の食料自給率が平成・・年度の概算値で・・・を切

り、・・・になったといわれる中にあって、生産者、消費者の区別なく、国を挙げて解決を図ら

なければならない喫緊の課題であります。 

特に穀物自給率におきましては、平成・・年で・・・まで落ち込んでいる状況は、諸外国の小

麦やとうもろこしなどが異常気象などで生産量に落ち込みが見られると、大部分を輸入に頼る日

本においては、物価高騰へと間接的に連動し、庶民の暮らしそのものへ大きな影響を及ぼすもの

であります。 

本町におきましても、農業従事者の高齢化や後継者不足によって、耕作放棄地の増加が目に付

くところであり、またその危機感から農業委員会としても、農地パトロールをしながら、農地保

全の確保の指導をいただくなか休耕田の増加を食いとめるために、御活躍をいただいているとこ

ろであります。また、今年からは、遊休農地を利用した、体験農園の開設も先駆的に役割を果た

されるなど、地道な取り組みがなされているところであります。 

これら一連の活動が、本町農業の発展と農地の保全に大きな効果をもたらすことを念願するも

のであります。 

このように農業委員会に課せられた使命は誠に大きく、農業委員としての活動の幅も広がりを

見せるとともに、期待もされている状況にあります。現在の本町の農業が置かれた諸事情を御理

解を賜りまして、御推薦をいただきますようお願いを申し上げます。 

それでは、本日御提案いたしました議案第 1号平成・・年度佐賀・浜田・漁港海岸保全施設整

備工事・第 1工区・の工事請負契約について、御説明申し上げます。 

 本工事は、海岸保全事業として、高潮や浸水などによる災害から海岸及び背後地を防護するた

め、佐賀地区の伊保木から小森にかけて、パラペット等の護岸整備を計画している海岸線

・・・・のうち、・・・・・・を施工するものでございます。 

 本工事につきましては、去る・月・・日に入札に付しましたところ、株式会社ヨシトミが・・

・・・万・・・円で落札をいたしました。落札金額はもとより、工事予定価格が・・・・・万円

を超える工事の契約となりますので、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・条の規定によりまして、議会の御議決をお願いするものであります。 
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 なお、工事の図面を議案に添付いたしておりますので、御審議の際、御参考に供していただき

たいと存じます。 

 以上をもちまして、本日御提案申し上げました議案の説明を終えさせていただきます。 

 なお、不明な点もあろうかと思いますので、皆様方の御質問によりまして、私並びに説明出席

者よりお答えをしたいと存じますので、よろしく御審議をいただき、御議決を賜りますよう、お

願いを申し上げます。 

○議長（田中 稔君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、提出議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  本件は、災害対策上も急いでやらなければならないということ

は、以前から多くの指摘があったところでございまして、こういった工事が進むことは大変喜ば

しいことだと思いますし、また地域経済が冷え込む中で、比較的補助率、財源対策上も有利なこ

ういう制度が利用されて、公共事業が執行されることについてもいいことだと思います。それで、

最近の状況を見ますと、いわゆる低入札問題が問題になっておりまして、県もいろんな対応を発

表をしてきておりますが、本町はこの入札に対してどういう対応をされてきたのか、また予定価

格に対する落札率、予定価格と落札価格、できたら消費税を抜いた金額の方が分かりやすいので

すが、そういった表示がなければ消費税のままでいいですから、よろしくちょっと質問をしてお

きたいと思います。 

○議長（田中 稔君）  安村建設課長。 

○建設課長（安村 和之君）  それでは、御説明いたします。 

低入札についての対策でございますが、従来から町の場合は最低制限価格制度を設けまして、

最低価格以下の場合は即失格ということで対応いたしておりまして、この4月から最低価格につ

きまして、制限価格につきましては、県と同じ算出基準でもって対応いたしております。 

それと、今回の入札につきましては、予定価格は税込みの・・・・・万円でございまして、落

札が、ただいまございました・・・・・万・・・円ということでございます。以上でございます。 

○議長（田中 稔君）  平岡正一議員。 

○議員（１１番 平岡 正一君）  かなりの差額があるようですが、県が低価格対策の対応を出

した理由の一つは、業者の保護というか過激な低価格対策を進めるということと、もう一つは

工事の品質上保証すると、こういった問題があるわけですが、これだけの差額がある金額です

が、そういった品質を確保すると。業者はこれで落札されたわけですから、責任をもって施工

してほしいのですが、品質確保の対策については、どういう考えをもっておられるのかという

と、もっとこの差額の金額ですね、落札価格と、その今後の予算の執行は、国の補助事業です

から今まででしたら、その業者がそれ分ほど延長してやるとかいろんな対応をしてきておられ
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ますが、かなりの金額ですが、入札残の予算執行についてはどのような計画を持っておられる

のか、お考えを聞いておきたいと思います。 

○議長（田中 稔君）  安村建設課長。 

○建設課長（安村 和之君）  品質確保につきましては、従来から同じですが、県の施工管理基準

あるいは検査に伴った基準がございますので、これに基づいて厳格に検査、あるいは施工指導し

ていきたいと思っております。入札減の取扱いについてですが、今回・・・・・・という入札率

でございましたので、価格、かなりの剰余金が出ておりますが、今回につきましては別途契約発

注ということで予定をいたしております。 

○議長（田中 稔君）  そのほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中 稔君）  質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を終了いたします。 

これより、討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中 稔君）  反対討論なしと認めます。 

 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中 稔君）  賛成討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

これより、採決に入ります。議案第１号平成２０年度佐賀（浜田）漁港海岸保全施設整備工事

（第１工区）の工事請負契約の締結についての件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（田中 稔君）  起立全員であります。 

よって、議案第１号の件は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．平生町農業委員会委員の推薦について 

○議長（田中 稔君）  日程第５、平生町農業委員会委員の推薦についての件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

議会推薦の農業委員２名のうち、まず平岡正一議員を推薦したいと思います。 

なお、地方自治法第１１７条の規定により、除斥に該当しますので、平岡正一議員の御退席を

願います。 
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〔１１番 平岡正一議員 退席〕 

○議長（田中 稔君）  それでは、平岡正一議員を農業委員として推薦することに御異議はありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中 稔君）  御異議なしと認めます。よって、平岡正一議員を推薦することに決しまし

た。どうぞ、お入りください。 

〔１１番 平岡正一議員 入場〕 

○議長（田中 稔君）  次に、農業委員として、細田留美子議員を推薦したいと思います。同じく

除斥に該当しますので、細田留美子議員の御退席を願います。 

〔６番 細田留美子議員 退席〕 

○議長（田中 稔君）  それでは、細田留美子議員を農業委員として推薦することに御異議はあり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中 稔君）  御異議なしと認めます。よって、細田留美子議員を推薦することに決しま

した。どうぞ、お入りください。 

〔６番 細田留美子議員 入場〕 

○議長（田中 稔君）  したがいまして、議会推薦の農業委員は２人とし、平岡正一議員、細田留

美子議員、以上の方を推薦することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

 

○議長（田中 稔君）  以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は終了いたしました。 

これにて、平成２０年第３回平生町議会臨時会を閉会いたします。 

午前９時41分閉会 

────────────────────────────── 

 


