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   平生町告示第５２号 

    平成２５年第２回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       平成２５年３月２６日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期  日  平成２５年３月２９日 

   ２ 場  所  平生町議会議事堂 

   ３ 付議事項 

（１）平成２４年度平生町一般会計補正予算 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

１番 松本 武士君       ２番 村中 仁司君 

３番 久保 俊一君       ５番 中川 裕之君 

６番 河藤 泰明君       ７番 渕上 正博君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

13番 福田 洋明君        

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

12番 岩本ひろ子さん 

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

平成２５年 第２回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                         平成２５年３月２９日（金曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                    平成２５年３月２９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 平成２４年度平生町一般会計補正予算 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２  会期の決定（１日間） 

日程第４ 議案第１号 平成２４年度平生町一般会計補正予算 

────────────────────────────── 

出席議員（１１名） 

１番 松本 武士君       ２番 村中 仁司君 

３番 久保 俊一君       ５番 中川 裕之君 

６番 河藤 泰明君       ７番 渕上 正博君 

８番 細田留美子さん       ９番 柳井 靖雄君 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

13番 福田 洋明君          

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

12番 岩本ひろ子さん 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 羽山 敦紀君       書記 岩井 浩治君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 
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町長 …………………… 山田 健一君  副町長 ………………… 佐竹 秀道君 

教育長 ……………………………………………………………………… 高木 哲夫君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 吉賀 康宏君 

 総合政策課長 ………… 角田 光弘君  建設課長………………… 安村 和之君 

 教育次長兼学校教育課長…………………………………………………… 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１１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２５年第２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（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１１６条の規定により、議長において、柳井靖雄議員、河内山

宏充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、お手元に配布しております、地方自治法第２３５条の２第３項の

規定による平成２５年３月実施の例月出納検査の結果報告並びに地方自治法第１２１条第１項の

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。 

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。 
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 委員会室で、全員協議会を開催いたします。全員協議会が終了次第、再開いたします。 

午前９時０１分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時４０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 

○議長（福田 洋明君）  日程第４、議案第１号平成２４年度平生町一般会計補正予算についての

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。 

 桜の花もほころんで、日増しに暖かさも増し、いよいよ春本番も間近となってまいりました。

各学校の卒業式も終わりまして、別れの季節から、いよいよ４月からは新たな出会いの季節が始

まろうといたしております。 

 そのさなか、第２回平生町議会臨時会を開催いたしましたところ、議員の皆様方におかれまし

ては、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、まことにありがとうございま

す。 

 本来であれば、このたびの議案につきましては、３月定例会での補正予算に計上し、御審議を

いただくべきところでございましたけれども、３月定例会が終わって間もなくの本臨時会の開催

ということで、公私にわたって大変お忙しい中、御迷惑をおかけいたしますこと、まずもってお

わび申し上げたいと思います。 

それでは、御提案いたします議案につきまして、御説明申し上げます。 

 議案第1号平成２４年度平生町一般会計補正予算であります。 

 補正額といたしましては、１９４万円追加いたしまして、予算総額は５２億８，６６８万９，

０００円となるものであります。 

 歳出から申し上げます。８ページの中学校費の学校管理費では、平生中学校普通教室棟耐震補

強事業の監理業務費を計上いたすものであります。 

歳入につきまして、御説明申し上げます。７ページでございますが、財政基金からの繰入金を

財源充当いたすものでございます。 

 前に戻りまして、４ページ、第２表繰越明許費につきましては、平生中学校普通教室棟耐震補

強事業の監理業務費につきましては、平成２５年度へ繰り越すものであります。 

以上で、議案第１号平成２４年度平生町一般会計補正予算の説明を終わらせていただきますが、
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説明不足の点につきましては、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。 

 これより、提出議案に対する質疑に入ります。 

 議案第１号平成２４年度平生町一般会計補正予算について、質疑を行います。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。 

議案第１号平成２４年度平生町一般会計補正予算の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認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終了いたしまし

た。 

これにて、平成２５年第２回平生町議会臨時会を閉会いたします。 

午前９時４４分閉会 

────────────────────────────── 
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   地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

                  議  長   福 田 洋 明 

                  署名議員   柳 井 靖 雄 

                  署名議員   河内山 宏 充 
 


