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   平生町告示第１５号 

    平成２５年第５回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       平成２５年７月１８日 

                             平生町長 山田 健一 

   １ 期  日  平成２５年７月２３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 

     平生町防災行政無線通信施設整備工事 

（２） 交通安全宣言に関する決議 

────────────────────────────── 

   ○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 

12番 岩本ひろ子さん       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員 

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

平成２５年 第５回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                         平成２５年７月２３日（火曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                    平成２５年７月２３日 午前１０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 

            平生町防災行政無線通信施設整備工事 

日程第５ 決議案第１号 交通安全宣言に関する決議 

────────────────────────────── 

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 工事請負契約の締結について 

            平生町防災行政無線通信施設整備工事 

日程第５ 決議案第１号 交通安全宣言に関する決議 

────────────────────────────── 

出席議員（１２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 

12番 岩本ひろ子さん       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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局長 羽山 敦紀君       書記 村井 泰行君 

────────────────────────────── 

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  総合政策課長 ………… 角田 光弘君 

────────────────────────────── 

午前１０時００分開会・開議 

○議長（福田 洋明君）  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２５年第５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、河藤泰明議員、渕上正

博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２５年７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。 
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 ここで暫時休憩いたします。 

 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１０時０２分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前１０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 

○議長（福田 洋明君）  日程第４、議案第１号平生町防災行政無線通信施設整備工事の工事請負

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。 

 今年は平年に比べて早い梅雨入りとなりましたが、梅雨明けも全国的にかなり早まっておりま

す。今年の梅雨は、大気が不安定となり、局地的に激しい雨をもたらし、全国各地で災害が発生

しております。本町におきましても、６月２５日から２６日にかけて断続的に強い雨に見舞われ、

２６日には一部の地域で災害が発生したところであります。いわゆるゲリラ豪雨の多発など、予

想が困難な気象状況が続く今日においては、十分な備えと迅速な対応を心がけ、危機管理意識を

しっかり持って対処していかなければいけないと考えているところであります。 

 また、梅雨明けを迎えると同時に、今度は日差しが強まり、各地で猛暑日が続く中、熱中症で

救急搬送される患者が相次いでおります。気象庁では、高温注意情報を発表し、熱中症への注意

を促しておりますが、依然、全国では熱中症で亡くなられるケースも発生しております。町民の

皆様におかれましては、気温や湿度の高い日は、無理に我慢をせず、適度にエアコンを使用する

など、熱中症の防止に取り組んでいただきたいところであります。 

 そのさなか、第５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、御多忙にもかかわりませず、全員の御出席を賜り、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いての１件でございます。 

 それでは、本日御提案申し上げます議案第１号平成２５年度平生町防災行政無線通信施設整備

工事の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は、第四次平生町総合計画の災害・非常事態に対応できる体制の整備の一

環として、防災行政無線の再整備を目的として、平成２３年度から平成２７年度の５カ年の計画

で、現在の老朽化した無線設備の更新と同時に、主要電波のデジタル化を行うものであります。 

 昨年度におきましては、本庁舎の親局設備、大星山の中継局設備と、佐賀出張所及び佐合島の
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屋外拡声子局の２局を整備いたしております。 

 今年度におきましては、曽根、田名、秋森、大野、竪が浜、宇佐木、上組、畑、大野喜多、山

田の計１０カ所の地区への屋外拡声子局及び大星山中継局から、地形の関係上、直接電波の届か

ない小郡、秋森地区の屋外拡声子局のための簡易中継局１局を整備するものであります。 

 なお、今年度の事業を終えると、現行の屋外拡声局２６局のうち１３局の整備を終えることに

なるものであります。 

本工事につきましては、去る７月４日に入札に付しましたところ、太陽通信株式会社が６，

５９４万円で落札をいたしました。工事予定価格が、５，０００万円を超える工事の契約であり

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、本日御提案を申し上げました議案の説明を終わらせていただきます。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御

対応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。 

 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。 

〔「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号平生町防災行政無線通信施設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。 
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────────────・────・──────────── 

日程第５．決議案第１号 

○議長（福田 洋明君） 日程第５、決議案第１号交通安全宣言に関する決議の件を議題といたし

ます。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。村中仁司議員。 

○議員（２番 村中 仁司君） それでは、御提案いたしております決議案第１号交通安全宣言に

関する決議について、御説明申し上げます。 

 交通事故を撲滅し、住みよい郷土をつくるためには、道路交通環境の整備改善や、交通安全施

策の充実を図るとともに、思いやりのある交通マナーを実践することが重要であります。しかし、

昨年、町内においては、高齢者に関係する死亡事故が発生し、近隣の市町においても本町関係者

を含む交通死亡事故が複数件発生している状況であり、大変憂慮すべき事態となっております。 

これらを受け、本年２月２７日には、平生町議会として、危険箇所へ交通安全施設を設置する

要望書を、所管の警察署に提出してきたところであります。 

交通死亡事故は、一瞬にして大切な命を奪い、その家族を深い悲しみに陥らせるものであり、

このような町民を出さないためにも、交通安全への取り組みが、一層必要となっております。 

本議案は、町民と一体となって交通死亡事故抑止に対する姿勢を明確に示すとともに、交通事

故を起こさない、遭わないための防止策を積極的に推進することを宣言するものであります。 

以上、交通安全宣言に関する決議につきまして、今回、５名の提出者を代表して、提案いたす

ものであります。 

議員の皆様方におかれましては、よろしく御審議いただき、御議決を賜りますようお願い申し

上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○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。 

 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。 
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 これより採決に入ります。決議案第１号交通安全宣言に関する決議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、本案は、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２５年第５回平生町議会臨時会を閉会いたします。 

午前１０時４０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   河 藤 泰 明 

                  署名議員   渕 上 正 博 
 


