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

平成25年 第４回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                             平成25年12月18日（水曜日） 

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

議事日程（第３号） 

                         平成25年12月18日 午前９時30分開議 

 日程第１ 議案第１号 平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）（討論・採決） 

 日程第２ 議案第２号 平成２５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・採決） 

 日程第３ 議案第３号 平成２５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・採決） 

 日程第４ 議案第４号 平成２５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）（討

論・採決） 

 日程第５ 議案第５号 平成２５年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（討

論・採決） 

 日程第６ 議案第６号 平成２５年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第７ 議案第７号 平成２５年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・採決） 

 日程第８ 議案第８号 平成２５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）（討論・

採決） 

 日程第９ 議案第９号 平成２５年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）（討

論・採決） 

 日程第10 報告第１号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） 

 日程第11 報告第２号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） 

 日程第12 報告第３号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） 

 日程第13 発議第１号 道州制導入に反対する意見書の提出について 

 日程第14 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第１号 平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第７号）（討論・採決） 

 日程第２ 議案第２号 平成２５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
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（討論・採決） 

 日程第３ 議案第３号 平成２５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・採決） 

 日程第４ 議案第４号 平成２５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）（討

論・採決） 

 日程第５ 議案第５号 平成２５年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（討

論・採決） 

 日程第６ 議案第６号 平成２５年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）（討

論・採決） 

 日程第７ 議案第７号 平成２５年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・採決） 

 日程第８ 議案第８号 平成２５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）（討論・

採決） 

 日程第９ 議案第９号 平成２５年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第２号）（討

論・採決） 

 日程第10 報告第１号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） 

 日程第11 報告第２号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） 

 日程第12 報告第３号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について） 

 日程第13 発議第１号 道州制導入に反対する意見書の提出について 

 日程第14 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 魚谷 洋一君       ２番 平川 敏郎君 

３番 田中隆太郎君       ６番 中本 博明君 

７番 松井 岑雄君       ８番 今元 直寬君 

９番 尾元  武君       10番 平野 和生君 

11番 吉田 芳春君       12番 濱本 康裕君 

13番 新山 玄雄君       14番 小田 貞利君 

15番 魚原 満晴君       16番 久保 雅己君 

────────────────────────────── 

欠席議員（２名） 

４番 広田 清晴君       ５番 荒川 政義君 
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────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 西村 利雄君     議事課長 中村 和江君 

書  記 大下 崇生君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   代表監査委員 ………… 西本 克也君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 西川 敏之君 

公営企業管理者 ……… 石原 得博君   総務部長 ……………… 星出  明君 

産業建設部長 ………… 佐川 浩二君   健康福祉部長 ………… 川口 満彦君 

環境生活部長 ………… 奈良元正昭君   久賀総合支所長 ……… 松村 正明君 

大島総合支所長 ……… 福田 美則君   東和総合支所長 ……… 藤山  忠君 

橘総合支所長 ………… 吉村 昭夫君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 岡本 洋治君 

教育次長 ……………… 西本 芳隆君   公営企業局総務部長 … 藤田 隆宏君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開議 

○議長（久保 雅己君）  おはようございます。広田清晴議員、荒川政義議員から欠席の通告を受

けております。 

 昨日の本会議に続き、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１号 

日程第２．議案第２号 

日程第３．議案第３号 

日程第４．議案第４号 

日程第５．議案第５号 

日程第６．議案第６号 

日程第７．議案第７号 

日程第８．議案第８号 
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日程第９．議案第９号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１、議案第１号平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第

７号）から、日程第９、議案第９号平成２５年度周防大島町公営企業局企業会計補正予算（第

２号）までの９議案を一括上程し、これを議題とします。 

 本会期初日に質疑は全て終了しておりますので、これから討論、採決に入ります。 

 議案第１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第１号平成２５年度周防大島町一般会計補正予算

（第７号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  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。 

 議案第２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第２号平成２５年度周防大島町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  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。 

 議案第３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第３号平成２５年度周防大島町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  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。 

 議案第４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第４号平成２５年度周防大島町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（久保 雅己君）  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。 

 議案第５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第５号平成２５年度周防大島町簡易水道事業特別会

計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  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。 

 議案第６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第６号平成２５年度周防大島町下水道事業特別会計

補正予算（第３号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  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。 

 議案第７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第７号平成２５年度周防大島町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  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。 

 議案第８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから起立による採決を行います。議案第８号平成２５年度周防大島町渡船事業特別会計補

正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本議案は原案のとおり可決されました。 

 議案第９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 
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 これから起立による採決を行います。議案第９号平成２５年度周防大島町公営企業局企業会計

補正予算（第２号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  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。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．報告第１号 

日程第１１．報告第２号 

日程第１２．報告第３号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１０、報告第１号工事請負変更契約の締結に係る専決処分の報告

についてから、日程第１２、報告第３号工事請負変更契約の締結に係る専決処分の報告について、

一括して執行部の報告を求めます。星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  それでは、専決処分の報告を３件一括してさせていただきます。 

 いずれも久賀中学校校舎の改築工事にかかる請負変更契約についてでございます。 

 まず、報告第１号は、建築工事にかかる請負変更契約についてでございます。本工事は、白木

産業・藤川建設特定共同企業体と請負契約を締結し、工事を進めております。このたび、基礎工

の場所打ち杭に係る施工量の増加、玄関回りや保健室前の土間コンクリート工を追加するなどの

施工内容に変更が生じました。 

 このため、２ページ、専決処分書に記載のとおり、請負代金を４３０万２,９００円増額した

４億４,５３０万２,９００円とする請負変更契約について、１２月１２日に専決処分により処理

させていただきました。 

 報告第２号は、同じく機械設備工事にかかる請負変更契約についてでございます。 

 本工事は、株式会社大島電機と請負契約を締結し、工事を進めております。このたび、給水管

布設工事の際、狭隘箇所に講堂及び仮設トイレの汚水管があり、工事に支障があるため一部汚水

管の布設替えを行い、また、空調室外機ドレン排水管及び室外機のコンクリート基礎工に追加が

生じております。このため、４ページの専決処分書に記載のとおり、請負代金を３２１万

７,２００円増額した７,７９０万７,９００円とする請負変更契約について、１２月１２日に専

決処分により処理させていただきました。 

 報告第３号は、電気工事にかかる請負変更契約についてでございます。 

 本工事は、株式会社三光電気工業所と請負契約を締結し、工事を進めております。このたび、

学校の要望によりコンセントや理科準備室へのインターネット通信網の整備工事が追加となり、

また、電線などの一部配管ルートに変更が生じております。このため、６ページ、専決処分書に

記載のとおり、請負代金を８６万６,２５０円増額した７,０２７万１,２５０円とする請負変更



- 141 - 

契約について、１２月１２日に専決処分により処理させていただきました。 

 以上、久賀中学校校舎の改築工事にかかる請負変更契約について、専決処分の報告を３件させ

ていただきました。 

○議長（久保 雅己君）  以上で、執行部の報告を終了します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．発議第１号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１３、発議第１号道州制導入に反対する意見書の提出についてを

上程し、これを議題とします。 

 趣旨説明を求めます。小田貞利議員。 

○議員（１４番 小田 貞利君）  田中議員、魚谷議員及び松井議員の賛成を得て、今期定例会へ

提出いたしました発議第１号道州制導入に断固反対する意見書について、提案の理由を申し述べ、

議員各位の御理解と御賛同を賜わりたいと存じます。 

 御承知のとおり、これまで道州制に関し絶対に導入しないことと町村議会議長会全国大会や都

道府県会長会において決定し、政府、国会に対し適時要請をしてまいりました。 

 しかしながら、与党からは道州制の導入を目指す法案提出の動きが見られ、また野党の一部か

らは既に道州制への移行のための改革基本法案が第１８３回国会へ提出され、衆議院、内閣委員

会において閉会中の継続審議の扱いとなっております。 

 これらの法案は、道州制導入後の国の具体的な形を示さないまま、期限を切った導入ありきの

内容となっております。地方分権改革推進委員会の答申内容の実効すらままならない状況で、事

務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村は事実上の強制合併を余儀なくされ、住民と

行政との距離が遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明らかであります。 

 効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視しつくり上げる大規模な団体は、

住民を置き去りにするものであり、地方自治と呼べるものではありません。 

 よって、道州制導入を断固阻止するためには、全国の各町村から導入反対、法案反対の声を一

斉に上げ、全ての町村が一丸となってこの動きに対処していくことが必要であります。 

 議員各位におかれましては、本意見書の提出につきまして御理解をいただき、御賛同をいただ

きますようお願いいたしまして、提出理由の説明といたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これから挙手による採決を行います。発議第１号道州制導入に反対する意見書の提出について、

原案のとおり採択することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（久保 雅己君）  挙手全員でございます。よって、本案は原案のとおり採択されました。 

 本件について、議会の意思として関係機関に上申いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議員派遣の件について 

○議長（久保 雅己君）  日程第１４、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。お手元に配布したとおり、議員を派遣したいと思います。これに賛成の議員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（久保 雅己君）  挙手全員であります。よって、派遣することは可決されました。 

 次にお諮りします。ただいま可決された議員派遣の内容に、今後変更を要するときは、その扱

いを議長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  御異議なしと認め、さよう決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（久保 雅己君）  以上をもちまして、今期定例会に付議された案件の審議は全部議了いた

しました。 

 これにて平成２５年第４回定例会を閉会します。 

○事務局長（西村 利雄君）  御起立願います。一同、礼。お疲れでした。 

午前９時46分閉会 

────────────────────────────── 



- 143 - 

 

 

   

 

   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

       平成  年  月  日 

 

 

                  議  長 久保 雅己 

 

 

                  署名議員 新山 玄雄 

 

 

                  署名議員 小田 貞利 

 

 

 

 

 

 


