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   平生町告示第７４号 

    平成２２年第１回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       平成２２年２月２３日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期  日  平成２２年２月２６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２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事 

（２） 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）建築主体工事 

（３） 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）機械設備工事 

（４） 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）電気設備工事 

（５） 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事 

────────────────────────────── 

   ○応招した議員 

河藤 泰明君         大井 哲也君 

岩本ひろ子さん         田中  稔君 

渕上 正博君         藤村 政嗣君 

細田留美子さん         柳井 靖雄君 

河内山宏充君         福田 洋明君 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

吉國  茂君         平岡 正一君 

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

平成２２年 第１回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           平成２２年２月２６日（金曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                      平成２２年２月２６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２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防

波堤整備工事 

日程第５ 議案第２号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）建築主体

工事 

日程第６ 議案第３号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）機械設備

工事 

日程第７ 議案第４号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）電気設備

工事 

日程第８ 議案第５号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事 

───────────────────────────── 

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２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防

波堤整備工事 

日程第５ 議案第２号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）建築主体

工事 



- 3 - 

日程第６ 議案第３号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）機械設備

工事 

日程第７ 議案第４号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）電気設備

工事 

日程第８ 議案第５号 工事請負契約の締結について 

平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事 

────────────────────────────── 

出席議員（１０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 田中  稔君 

６番 渕上 正博君       ７番 藤村 政嗣君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

12番 河内山宏充君       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（２名） 

10番 吉國  茂君       11番 平岡 正一君 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 藤田 衛君       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 ………………… 高木 哲夫君    総務課長 ……………… 吉賀 康宏君 

建設課長 ……………… 洲山 和久君  学校教育課長 ………… 福本 達弥君 

────────────────────────────── 

午前９時００分開会・開議 

○議長（福田 洋明君）  ただいまの出席議員は１０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２２年第１回平生町議会臨時会を開会いたします。 
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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（福田 洋明君）  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、大井哲也議員、岩本ひ

ろ子議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（福田 洋明君）  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（福田 洋明君）  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（福田 洋明君）  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、地方自治法第２３５条の２第３項の規定による平成２１年１２月

分、平成２２年１月分及び２月分の例月出納検査の結果報告並びに地方自治法第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、お手元に配布の文書のとおりであります。 

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。 

午前９時０２分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時３０分再開 

○議長（福田 洋明君）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１号 

日程第５．議案第２号 

日程第６．議案第３号 
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日程第７．議案第４号 

日程第８．議案第５号 

○議長（福田 洋明君）  日程第４、議案第１号平成２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う

浜田沖防波堤整備工事の工事請負契約の締結についてから日程第８、議案第５号平成２１年度平

生中学校屋内運動場耐震改修工事の工事請負契約の締結についてまでの件を一括議題といたしま

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。 

 立春を過ぎ、暦の上では春を迎えておりますが、２月に入り各地で積雪が相次ぐなど、不安定

な天候が続いております。この地方でも、季節外れの雷雨や、４月上旬並みの暖かさなど、寒さ

と暖かさが入れかわるように訪れて、体調管理の難しい季節となっております。今週に入り暖か

さも徐々に増してきておりますが、このまま本格的な春が訪れてほしいと願うばかりであります。 

 そしてこれからの季節は、今や日本人の国民病とも言われております花粉症のシーズンが到来

いたします。その年の花粉飛散量は、前年夏の天候に左右されるとのことです。夏の天候不順が

続いた今季の飛散量は昨年より少なくなるとの予報も出ておりますが、一度発症すると毎年同じ

症状に悩まされるだけに油断のできない季節でもあります。 

 そのような本日、平成２２年第１回平生町議会臨時会を開催いたしましたところ、御多忙中に

もかかわりませず、多数の御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本臨時会に御提案申し上げます議案は、工事請負契約の締結につきましての５件であります。 

 それでは、御提案いたしました議案につきまして、順を追って御説明申し上げます。 

 まず、議案第１号平成２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事請負

契約の締結につきまして御説明申し上げます。 

 当交付金事業につきましては、安全で快適な漁港漁村の形成を図るため、漁港施設の整備や漁

村地域の防犯、防災機能を充実することを目的に、平成２０年度から３カ年計画で実施をしてい

る事業であります。 

 昨年度は、浜田浮桟橋の製作、据付工事を実施をいたし、今年度については、同じく浮桟橋の

据えつけと、浜田沖防波堤の実施設計及び整備工事を実施いたすことといたしているものであり

ますが、そのうち浜田沖防波堤の整備工事にかかわる工事請負契約の締結について御議決をお願

いするものであります。 

 工事の内容といたしましては、既設浜田沖防波堤６０メートルのうち５５メートル部分の改良

に加え、防波堤を新たに１０メートル延伸するものであります。 

 本工事につきましては、去る２月１８日に入札に付しましたところ、「株式会社ヨシトミ」が
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１億３７８万１３３円で落札いたしました。 

 続きまして、議案第２号平成２１年度平生小学校普通教室棟建築主体工事請負契約の締結につ

いて、議案第３号平成２１年度平生小学校普通教室棟機械設備工事請負契約の締結について、及

び議案第４号平成２１年度平生小学校普通教室棟電気設備工事請負契約の締結について一括して

御説明申し上げます。 

 平生小学校の耐震改修につきましては、平生町学校施設耐震化推進計画に基づき順次進めてい

くことといたしておりましたが、平成２１年度において「安心・ 安全な学校づくり交付金」の交

付額のかさ上げ措置が講じられることに加え、公共事業経費の地方負担の軽減を目的に国の補正

予算により創設をされました「地域活性化・ 公共投資臨時交付金」の活用も可能となったことか

ら、急遽計画を前倒しし、今年度において普通教室棟の改築工事を実施いたすものであります。 

 関連する当該３工事につきましては、去る２月１８日に入札に付しましたところ、建築主体工

事につきましては、「末延建設株式会社」が４億１，６２８万１，３２０円で、機械設備工事に

つきましては、「牛島電設工業株式会社」が４，９３５万円で、電気設備工事につきましては、

「株式会社カミモト」が６，６４６万５，０００円でそれぞれ落札をいたしました。 

 続きまして議案第５号平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事請負契約の締結につい

て御説明申し上げます。 

 本工事につきましても、先ほどに述べさせていただいた理由と同様の理由により今年度におい

て改修工事を実施するものといたしたものであります。 

 工事の内容といたしましては、外周部への耐震フレームの設置に加え、プレキャストコンク

リート構造屋根を鉄骨構造屋根へ改修するものであります。 

 本工事につきましても、去る２月１８日に入札に付しましたところ、「末延建設株式会社」が

２億２，７３２万９，２００円で落札をいたしました。 

 以上、全件とも工事予定価格が５，０００万円を超えますので、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２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。 

 なお、工事の図面を、それぞれ議案末尾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、本日御提案を申し上げております議案につきましての提案理由説明を終わ

らさせていただきます。なお、説明不足の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によりお答えをいた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（福田 洋明君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 
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 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。河内山宏充議員。 

○議員（６番 河内山 宏充君）  大きく３点ほどお尋ねをいたします。まず１点目に、議案に添

付されている議会資料のことについて、議会からの申し入れも含めて資料添付していただいてお

ります。このことはお礼を申し上げます。どういうスタンスで資料を添付していただいているの

か、ちょっとお尋ねをしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず、一応、工事の請負契約締結の中の平面図と立面図、配置図も含みますけれども、そうい

う資料を添付していただいております。ただ、説明の中で周辺部の整備とかっていうふうなお言

葉があれば、やはり立面図なんかは東面と西、南面じゃなくて、やっぱり立面図とすれば、東西

南北から見た立面図が普通、一般常識、この業界での一般常識じゃないかとは思うんですけれど

も、この辺は今までの議会との申し合わせで添付していただいておるという御厚意でございます

ので、またそれはお話をしていけばいいかとは思いますが、一応、基本的にこの議会の場に議案

として添付される資料として大切なものだと思うんですよね。基本的な考え方をお尋ねをしてお

きます。 

 それと２番目なんですが、漁村再生交付金事業に伴う工事請負締結のことに関して、天端高不

足というふうな御説明がございました。そうするとこれは、計画、当初の既設の防波堤の計画変

更、そうするとそのときの調査は一体どうだったんだろうかということが懸念されるわけです。

過去の防波堤を設置したときの調査に関しての一応のそのときのスタンスというんですか、建設

計画の妥当性の有無、このことはどう振り返って、この天端高を上に上げられるということにな

るんでしょうか。地元の意向等もあります。その辺は承知しておりますので、ただ設計されるほ

うとしてのスタンス、考え方を今一度お尋ねをしておきます。 

それと大きくは今のことに関して、もう２点なんですけれども、ブロックを移転されますよね。

今まで私、ちょっと地元にも防波堤の消波ブロックがありまして、この移転に関しては少し、町

も含め県のほうにも、国のほうにもお願いを歩いた経緯がございます。そのときに言われたのが、

国、補助金、交付金との絡みがあって移転はなかなか難しいよというお話がすぐの答弁でした。

このことはどうクリアを、多分されているとは思うんですけれども、その経緯がわかりませんの

で、そのことも少し御説明をしていただければと思います。 

 それと、最後にそのことに関しては、もう３つ目なんですけれども、既設が先ほどの調査不足

か前のときの工事等の組み合わせでどうなのかという質問にちょっと兼ねるんですけれども、既

設は６０メーターで今度は結局５５メーターに１回、既設を狭めて１０メーター新設するという

ことですね。結局延長何ぼになるかということですよね。なんでそのようなことになるのか、ち

ょっと話が複雑でわかりませんので、わかりやすくもう一度説明をお願いをいたします。 
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それと最後、質問の３番目なんですけど、平生中学校の耐震なんですけれども、先ほども１番

最初に資料の添付で言いましたけれども、結局周辺の補強をすると言いながらも、これ立面図は

東と一部だけなんですよね。どう周辺が整備されるか、補強されるんかというのが一応素人なり

にも知りたいと思いますので。特に中学校の場合は工事車両は、二方向から進入して１カ所に集

めて進入するということですね。町内全域から子供たち来ます。そうするとかなり安全対策、小

学校のときのように、みんなが一斉に帰るという時間が非常に大きくなると思うんですよね。特

に安全対策、登下校時も含めてですね、その辺の特記を特に考えられて入札をされたかどうか、

そのことをお尋ねをいたします。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  山田町長。 

○町長（山田 健一君）  建設課長から答弁いたします。 

○議長（福田 洋明君）  洲山建設課長。 

○町長（洲山 和久君）  それでは、河内山議員さんの御質問に対してお答をいたします。 

 議会資料について、どういうスタンスであったかということで、東西南北から見た平面図、立

面図はついてないということでございます。今後、このようにならないように気をつけて議会資

料を添付していきたいというふうに思っております。 

 天端高の天端高不足というございますけど、この波高、これについては、湾内の波高がすごく

高いということで、この波高を４０センチ以下に抑えるということで、天端を高くしたというこ

とでございます。現在の天端高が４メートル５０あります。プラス４メートル５０です。この天

端高を４メートル９０に変更するということでございます。１０メートル延伸させたということ

につきましても、この波高を抑えるためということで、ハイウォーターレベルにつきましては、

以前から変わったということではございません。そういうことでかさ上げということで工事を予

定をしております。 

 ブロックの移設につきましては、これにつきましては、補助金適化法というのがございまして、

この補助金適化法に基づきまして、一応申請をいたしまして、許可を得てというのが、東魚見の

港湾の埋め立てが終わっておりますので、浜田沖の消波ブロックにつきましては、必要ないとい

うことで１００メートル分のブロックを移転するということでございます。 

 安全対策でございます。当然、中学校の下校時登校の際の安全につきましては、十分気をつけ

るように業者のほうにお願いしているということでございます。以上です。 

 失礼しました。既設６０メートルでございます。延伸が１０メートルということでございます。

今回は５５メートルのかさ上げと延伸１５メートルということでございます。これにつきまして

も湾内の波高が高いということでございますので、総延長７０メートルということになりますけ

ど、その他について施工していきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたしま



- 9 - 

す。 

○議長（福田 洋明君）  河内山宏充議員。 

○議員（６番 河内山 宏充君）  資料の添付については、ひとつ今後の議会と一応検討していた

だくということを要望も含めて申し上げておきます。ただ、今の資料にどうしてもいくんですけ

どね、説明の中で結局、７０メートルになるということですね、防波堤についても。この議案の

資料を見てどこから７０メートルというのが把握できるかという、やっぱりその辺のことも含め

て、くどいようですけど、議会の資料の添付については、ひとつ御検討いただけますように、希

望も含めて申し上げておきます。それと、はこうというのは何ですか。よくわかりませんので、

議会でここで言われる答弁は専門用語も含めて言われてもいいのですけどね、私ら誰もいらっし

ゃいませんけど、普通の人に言っていただくような簡易な言葉でひとつ言っていただくこともあ

わせて望んでおきます。以上です。 

○議長（福田 洋明君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  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（福田 洋明君）  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（福田 洋明君）  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。分割して採決いたしたいと思います。まず、議案第１号平成

２１年度佐賀漁港漁村再生交付金事業に伴う浜田沖防波堤整備工事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（福田 洋明君）  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。 

次に議案第２号平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）建築主体工事の工事請負契約

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。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。 

よって、議案第２号の件は、原案のとおり可決されました。 

次に議案第３号平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）機械設備工事の工事請負契約

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（福田 洋明君）  起立全員であります。 

よって、議案第３号の件は、原案のとおり可決されました。 

次に議案第４号平成２１年度平生小学校普通教室棟（第１校舎）電気設備工事の工事請負契約

の締結について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（福田 洋明君）  起立全員であります。 

よって、議案第４号の件は、原案のとおり可決されました。 

次に議案第５号平成２１年度平生中学校屋内運動場耐震改修工事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（福田 洋明君）  起立多数であります。 

よって、議案第５号の件は、原案のとおり可決されました。 

────────────・ ────・ ──────────── 

○議長（福田 洋明君）  以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたし

ました。 

これにて、平成２２年第１回平生町議会臨時会を閉会いたします。 

午前９時５２分閉会 

 

 

 

 

 


