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築上町告示第１号 

 平成23年第１回築上町議会臨時会を次のとおり招集する 

    平成23年１月４日 

築上町長 新川 久三 

１ 期 日  平成23年１月14日 

２ 場 所  築上町役場議事堂 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

田原 宗憲君          丸山 年弘君 

首藤萬壽美君          塩田 文男君 

工藤 久司君          塩田 昌生君 

成吉 暲奎君          吉元 成一君 

西畑イツミ君          西口 周治君 

有永 義正君          田村 兼光君 

田原  親君          信田 博見君 

宮下 久雄君          武道 修司君 

平野 力範君          中島 英夫君 

繁永 隆治君                 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

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

平成23年 第１回 築 上 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 （第１日） 

平成23年１月14日（金曜日） 

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

議事日程（第１号） 

平成23年１月14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 

       ①議長の報告 

        ・提出された案件等の報告 

 日程第４ 議案第１号 平成２２年度築上町一般会計補正予算（第１０号）について 

 日程第５ 議案第２号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第６ 議案第３号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 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 

       ①議長の報告 

        ・提出された案件等の報告 

 日程第４ 議案第１号 平成２２年度築上町一般会計補正予算（第１０号）について 

 日程第５ 議案第２号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について 

 日程第６ 議案第３号 工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について 

────────────────────────────── 

出席議員（19名） 

１番 田原 宗憲君       ２番 丸山 年弘君 

３番 首藤萬壽美君       ４番 塩田 文男君 

５番 工藤 久司君       ６番 塩田 昌生君 

７番 成吉 暲奎君       ８番 吉元 成一君 

９番 西畑イツミ君       10番 西口 周治君 

11番 有永 義正君       12番 田村 兼光君 
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13番 田原  親君       14番 信田 博見君 

15番 宮下 久雄君       17番 武道 修司君 

18番 平野 力範君       19番 中島 英夫君 

20番 繁永 隆治君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 進  克則君       書記 則松 美穂君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

教育長 ………………… 神  宗紀君  総務課長 ……………… 吉留 正敏君 

財政課長 ……………… 則行 一松君  福祉課長 ……………… 中野 誠一君 

産業課長兼農業委員会事務局長 ………………………………………… 久保 和明君 

建設課長 ……………… 田中 博志君  上水道課長 …………… 中嶋 澄廣君 

学校教育課長 ………… 田中  哲君  生涯学習課長 ………… 田原 泰之君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（成吉 暲奎君）  皆さん、明けましておめでとうございます。ことし一年、健康に留意して頑張っていきましょ

う。 

 それでは、ただいまの出席議員は１８名であります。定足数に達しておりますので、平成２３年第１回築上町議

会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１８番、平野力範議員、１９番、中島 英夫

議員を指名いたします。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第２、会期の決定について議題とします。 

 議会運営委員長の報告を求めます。宮下委員長。 

○議会運営委員長（宮下 久雄君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 １月１１日、議会運営委員会を開催し、お手元に配付の日程案のとおり決定いたしました。 

 １月１４日、本日は、本会議に議案の上程、質疑、応答、討論、採決であります。 

 会期は、本日１日限りとすることが適当だと決定いたしましたので、御報告いたします。 

 以上であります。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい、御苦労さんでした。 

 以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

 お諮りします。本定例会の会期は、委員長報告のとおり、本日１日限りと決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 お手元に配付しておりますとおり、案件は平成２２年度一般会計補正予算（第１０号）外２件であります。 

 以上で報告を終わります。 

 議事に入ります。 

 お諮りします。本日の臨時議会で提案されています日程第４、議案第１号平成２２年度築上町一般会計補正予

算（第１０号）についてから、日程第６、議案第３号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更につい

てまでを、会議規則第３９条第２項の規定により、委員会付託を省略し、本日即決したいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第３号までは、委員会付託を省略し、本

日即決することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第４、議案第１号平成２２年度築上町一般会計補正予算（第１０号）についてを議題と

いたします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。則行財政課長。 
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○財政課長（則行 一松君）  議案第１号平成２２年度築上町一般会計補正予算（第１０号）について、地方自治法

第２１８条第１項の規定により、平成２２年度築上町一般会計補正予算（第１０号）を別紙のとおり提出する。平成

２３年１月１４日、築上町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  皆さん、明けましておめでとうございます。急遽、臨時議会を開催いたしまして、全員御出

席を賜りまして大変ありがとうございます。 

 議案第１号でございますけれども、平成２２年度築上町一般会計補正予算（第１０号）についてでございます。こ

の補正予算は、国のいわゆる円高デフレ対策のための緊急総合対策事業ということで、中身はきめ細かな交付

金事業、それから住民生活に光をそそぐ交付金事業という２つの交付金をいただきまして、それとあと防衛省の

特定防衛施設周辺整備調整交付金の追加交付がございましたんで、あわせて本臨時会に提案をさせていただ

いております。 

 基本的にはきめ細かな交付金事業ということで、お手元に配付しておるかと思いますけれども、種々のいわゆ

る景気対策のための事業、それから学校施設等を整備していこうというようなことでございます。調整交付金事業

もまだまだ積み残された事業計画の中で、少しでもという形の中で、２,４３０万１,０００円を加えておるとこでござい

ます。先ほど申し上げればよかったんですけど、既定の歳入歳出予算の総額が９９億１,６０７万１,０００円でござ

いますが、２億２,４８３万５,０００円を追加いたしまして、予算の総額を１０１億４,０９０万６,０００円と定めるものでご

ざいます。 

 それからあと、今回計上させていただいております予算の中で、繰り越しをしなければならないということで、

１１件の繰越明許費の計上をさせていただいておるところでございます。 

 よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  町長、もう少しマイクを近づけてください。 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。武道議員。 

○議員（１７番 武道 修司君）  おはようございます。２点ほど確認をさせていただきたいと思います。 

 ページ、６ページの繰越金なんですが、今回８,３００万ほどの金額が入ってますが、９月の決算で、９月、１２月

にも入ってたと思うんですが、この繰越金が今回も入ってますけど、現在、この後、この８,３００万が入った後、残

高がまだあるのかないのか、あれば大体金額が幾らあるのかを教えていただきたいというふうに思います。 

 それとページ、１０ページ、私、これは当該委員会になるんですけど、きょう即決ということなんで、ちょっと質問

させていただきます。教育費の中で、システム導入の委託料ということで、毎回このシステムの関係についてはち

ょくちょく上がっているんですが、今回この１５７万５,０００円という金額が思った以上に、ちょっと大きなシステムの

変更だなと。資料を見るとインターネットでの関係のものみたいで、なぜここまでのシステムの経費が必要なのか

なという点を、説明をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 
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○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。ページ６ページ、繰越金についてでございますが、繰越

金につきましては、２１年度一般会計の決算の中で９億９,８４２万１,０００円の繰越金がございます。今回８,３２９万

３,０００円を計上させていただきまして、合計的に８億８,２９８万３,０００円を現在この議案の中で合計で計上させ

ていただいておりますので、残りについては１億１,５４３万８,０００円の、まだ予算に計上しておりません繰越金が

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  次、担当課長。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  生涯学習課の田原です。議員さん御質問のシステム導入委託料１５７万

５,０００円についてでございます。図書館の蔵書のインターネット検索が今年度家庭からできるということで、見積

もりをもらった時点で１５７万５,０００円ということで出てるので、計上させてもらっております。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１７番 武道 修司君）  例えば、築上町のホームページに本の一覧表をすべて載せる、あいうえお順に例

えばなるとか、著者の名前で検索できるとかいうものを築上町のホームページ上にそれを載せれば、インターネ

ットからの検索というのはできると思うんです。あえてこの１５７万という金額までをかけてまで、インターネットで

の蔵書検索をするというのがシステム的にかかり過ぎじゃないかなという、例えば人件費、例えば今そのホーム

ページのほうに載せるということになった場合、ホームページにそれを入れたとしても、人件費でここまでの費用

をかけるまでのことが必要なのかなと。今多分、図書館のほうにはエクセルかなんかわかりませんけど、すぐに

検索のできるシステム、その表があると思うんです。それをインターネットにそのままそれを添付するというか、載

せれば、そんなに費用がかからないのではないかなという点と、もしそれを打ちかえたとして、したとして、例えば

１０人の人が１０日かかって１００人でしても、１日１万円かかったとしても１００人で１００万だと。１５０万という金額

自体がそこまでかかる費用なのかなという、そのシステムというとよくソフトの関係を言われるんですけど、ソフト

で１００万以上のソフトってそうめったにあるものじゃありません。そういうもので対応できないものなのかどうなの

かをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  その件については、今までは福岡県内で４２の図書館がすべて入っております。

今度は自宅のパソコンから町内、築上町の蔵書を点検できるということはすごくいいことじゃないかと思います。 

 それと議員さんのおっしゃるように、その関係については今後ちょっと検討していきたいと考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１７番 武道 修司君）  もう何回も言ってもあれなんですけど、このシステムの関係については役場の庁

舎の中にも電算課があるし、そのシステム関係、パソコン関係に強い職員さんもかなりおられると思うんです。毎

回そうですけど、自分のとこでできる、ある程度機転をきかせるというか、こういうようなことをすれば、こんだけの

予算で上がるんやないかとか、あとその職員が動けばそんな予算かからなくてできるんじゃないかというものが
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あれば、極力そういうふうな努力をするべきではないかな。ただ単に見積もりをもらって、向こうの言い値で、はい、

こんだけ見積もり上がりましたということで、ぽんと予算を上げるんではなくて、一つずつやっぱり分析をして、自

分とこでできるものは極力自分とこでやると、つくれるソフトがあれば自分とこでソフトをつくっていくということで、

やっぱり努力するべきではないかなというふうに思いますんで、この内容については十分、再度検討して、本当

にここまでの予算がかかるかどうかを検証して、やっていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかに質疑ございませんか。首藤議員。 

○議員（３番 首藤萬壽美君）  細かいことなんですが。 

○議長（成吉 暲奎君）  ちょっと、入ってないやな。 

○議員（３番 首藤萬壽美君）  １０ページ、それから９ページにも載ってます図書の機械器具費、図書等購入費っ

ていうのがそれぞれ、中学校、小学校、それからまた社会教育施設の中に載ってますが、この機械器具っていう

のは、説明の中にはＬＥＤ器具の設置工事ってなってますけれども、もうちょっとどういう機械器具が設置されるの

か御説明願いたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  １４、３の１８備品購入費の機械器具費でございます。この分については、先ほ

どから出ておりますインターネットの蔵書検索のシステムに導入に伴うサーバーバーとソフトの導入金額でござい

ます。それと、それが約３５０万ぐらいです。それと倉庫、事務所内の図書館の倉庫の中の固定書庫、その分の

やつを可動式にしたいということで、蔵書の収納スペースの拡大を図るということで計画しております。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（３番 首藤萬壽美君）  今のは社会教育施設のほうなんですが、学校にも全部そういう機械が入るんです

か。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○学校教育課長（田中  哲君）  学校教育課の田中です。御質問の件につきまして、９ページ、それから１０ペー

ジの小学校、中学校費における備品購入と諸費、購入費の件だと思いますが、これは毎年定期的に学校図書、

本です、それの購入の分を今回この交付金事業をもちまして、前倒しで予算計上させていただき、そして執行は

従来どおり、新年度２３年度でとり行う予定にしております。純粋に学校図書だけでございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（３番 首藤萬壽美君）  図書だけだったら機械器具費っていう説明のところに書く必要はないと思うんです

が、書いてますよね。どうしてですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。１８節備品購入費の横のほうの説明に、機械器具費とい

うものを記載しております。予算の、この予算書に計上していきます科目設定というものの中に、図書等の購入
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費というものは機械器具費の中の一部ということでしておりますので、大きく説明の中には、機械器具費の中に

図書等の購入も含まれるというふうに御解釈いただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。ほかにありませんか。吉元議員。 

○議員（８番 吉元 成一君）  児童福祉施設費の工事請負費、放課後児童クラブ建設工事とありますが、これはど

こに、これは学童保育の施設でしょうが、どこに建設するんですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○福祉課長（中野 誠一君）  福祉課、中野です。学童保育の専用施設をつくりたいということで計上させていただ

きましたが、今考えてる場所としましては、スパーク築城っていう屋内のゲートボール場がございますが、その東

側に多目的に使える広場ということで、現在は舗装もしてない空き地になってる部分がございます。そちらのほう

で現在は検討しております。（「スパーク築城の中ですね」と呼ぶ者あり）スパーク築城の県道沿いの右っ側にあ

りますかね。フェンスをしておりますけど、中に、草むらになってるところでございます。 

○議員（８番 吉元 成一君）  はい、わかりました。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（８番 吉元 成一君）  社会体育施設費の工事請負費の５００万の件ですが、高圧受電設備改修工事、こ

れどういったことをやる。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  生涯学習課、田原です。老齢化に伴うキュービクルの取りかえ分でございます。

高圧電流、キュービクル。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。ほかにありませんか。西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  ページ、７ページの５目の中の１８節に機械器具費の中で、機械器具費１,０６１万が

上がっておりますが、これはどういうものを購入するのかを教えていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。ページ、７ページ、２款１項５目財産管理費の中の機械

器具費でございますが、この部分につきましては、町の公用車、これが７台で９１０万円、それとまだまだ町の施

設に地デジテレビ等の配備をされていないところがございますので、それに一応地デジのテレビ等１０台、これが

１５１万円いうことで、合計の１,０６１万円を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  そうすると、この地デジ対策は今回で公共施設はすべて終わるということになるんで

しょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  要望をとった中では、今回計上部分で最終になるものと思われております。 
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 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  個人の家でもなかなか進んでおりませんけど、公共施設はやはり早く仕上げるという

か、終わらせる必要があるので、また後から対応ができてなかったということのないように、きちっとしていただき

たいと思います。 

 それからもう１点、ページ７ページの児童福祉施設、これ学童保育所を築城地区につくるということなんですが、

学校の空き教室を利用することを検討されたのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○福祉課長（中野 誠一君）  学校の空き教室は、学校のほうにも打診したことがございます。実は夏休みは、今、

築城保育所とチアフルのほうでお預かりしてますけども、夏休みなるとどうしても人数がふえましてそこの施設で

賄えませんので、小学校にお願いに行ったことがございますが、なかなか子供たちのセキュリティ、プライバシー

が守られないおそれがある、心配だということで貸していただけなかったという経緯がございまして、できれば専

用施設が望ましいなということで、今回こういう計画をいたしました。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（９番 西畑イツミ君）  今空き教室が各学校にあるんで、この３,０００万、設計費入れて３,６００万あれば、各

学校の空き教室を利用し、そこで指導員をすれば雇用をふやすことにもなるんで、そのことをやはり、雇用をふや

すようなことも頭の中に入れて、こういうことを考えていただきたいと思います。確かに専用施設のほうが安全面

が多いとは思いますが、学校側が空き教室利用を困るということでこういう計画になったと思うですけど、やはりこ

ういう計画をする場合は雇用もふえるような方法を考えてやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにございませんか。工藤議員。 

○議員（５番 工藤 久司君）  ページ８ページ、土木費の、これも所管なんですが、公園整備費の１,４７０万、説明

のほうにはフットサルコートの芝の張りかえ、アグリ陶工房の新築工事とありますので、芝生をどうで、どの程度

張りかえるのか、工房は新しく新築なんでしょうけど、建てるのであれば、どの程度の規模なのかを教えていただ

きたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○建設課長（田中 博志君）  工事費のことですが、フットサル場につきましては１０年以上経過しておりまして、芝

生の欠損部分を毎年補修しておりますが、なかなか芝生の養生ができないということで、今回全面的な芝の張り

かえを行って、競技に適した状態で管理するということで計上させていただいております。それとアグリ陶工房に

つきましては、現在同じ中で作業場と窯が設置されておりますので、夏場の暑いときとか窯をたいてるときに作業

もありますので、そのとき非常に作業として暑くてできないときもありますし、窯ですので一酸化中毒等の事故も

全国的に何件かありますので、この部分も検討しまして、窯の分を移設して、その付近にトイレがございませんの
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で、不自由しておりますので、トイレをあわせて設置するということで、窯とトイレの設置を考えております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  工藤議員。 

○議員（５番 工藤 久司君）  アグリの芝、フットサル、サッカー場ですか、全面を張りかえるということで、時々見

に行ってもつぎはぎだらけになってたりとか、芝がはげてる部分が多いと思うんで、それはほんといいことだと思

うんですけど、ことしの夏みたいに非常に暑い夏場になるとやっぱ芝って枯れやすいと思うんです。ですから、そ

の管理の方法もしっかり考えないと、ただ芝張りかえただけではまた同じようなことにもなりかねないと思います。

それとせっかく張りかえるんであれば、あんまり利用している姿っていうのを最近見ません。ですから、せっかく芝

も張りかえてリニューアルするんであれば、対外的にもサッカーの試合なりとか、中学校、高校ありますので、そ

れとか小学校のチームも多数あるみたいですので、そのあたりを呼びかけてうちの町でしていただけるような計

画等があれば、ただ張りかえるだけでは何の意味もなさないと思いますので、そのあたり何か計画があれば、計

画を、あれば伺いたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○建設課長（田中 博志君）  現在農業公園につきましてはサンコーに指定管理にされておりまして、サンコーのほ

うに管理をしておりますが、サッカー場につきましては北九州のサッカークラブのほうの利用が今まではされてお

ります。今回、そういった全面張りかえ等の改修の後には、そういったサッカー、町内にもサッカーのクラブがあり

ますし、そのクラブの使用とか、町以外のサッカーのクラブ等の使用と、あとそういったサッカーの試合等がござ

いましたら、そういったものもあわせてサンコーのほうと検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  工藤議員。 

○議員（５番 工藤 久司君）  使えば悪くなるし、でも使わなければ宝の持ち腐れですし、やっぱそこら辺は管理の

ほうもしっかりしないといけないと思います。今までどおりのやり方でよかったのかってことも、やっぱしっかり検証

して、いつもいつもにぎわっているような状況っていうのは芝生も傷むでしょうけど、つくった以上、ある以上は利

用をしてもらうという形で推し進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにありますか。吉元議員。 

○議員（８番 吉元 成一君）  総務課長にお伺いします。繰越明許費の中の公用車の購入事業について、これは

繰り越しするんでしょうけれども、こういう公用車が役場いっぱいありますけれども、総務課が所管で利用されて

るというか、車かなんかわかりません、どこが使う車かわかりませんが、今回この予算でどういった車を購入する

のか、また傷みぐあいとか手入れとかを、管理は財政課かもしれませんが、所管のほうから一言お願いしたい。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。今回計上しており、７台を購入、計上いたしておりますが、
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そのうち廃車のやりかえが４台でございます。あと追加の部分で３台計上させていただいております。中身につき

ましては、軽貨物用のボンゴタイプの自動車が５台、それと軽トラックの四輪駆動が１台、それと通常の軽トラが

１台ということで計上をさせていただいております。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。西口議員。 

○議員（１０番 西口 周治君）  財源更正を２カ所やってるわけなんですが、７ページと９ページですか、国県支出

金から一般財源のほうに振りかえておりますが、これ特定防衛施設関連整備事業の分でなってるみたいなんで

すが、これは内容を受けた後のことでやってたと思うんです。それで今ごろ何で国県からの支出金がなくなって一

般会計から持ち出すようになってるのか、その辺のいきさつを教えてください。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。議員さん、お尋ねの７ページ、６款１項６目、特定防衛施

設周辺整備事業費、これにつきましては、調整交付金の水路の改修部分でございます。執行残、入札によります

執行残とかそういう部分がございまして、調整交付金の額、これをもう確定をさしております。それで不用額が、

歳入についての金額を決めたということで不用額を出しております。これと同じようにページ９ページ、９款１項

３目、特定防衛施設周辺整備事業費、これにつきましても、これは防火水槽の設置部分でございます。こちらに

つきましても調整交付金の額を決めたということで、今回こちらの部分を財源を振りかえをいたしまして、道路の

ほうの調整交付金の事業に充てたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。ほかにありませんか。塩田議員。 

○議員（４番 塩田 文男君）  １０ページの１５節のＬＥＤの照明という形で、図書館、６００万ということなんですけ

れども、図書館で６００万、設計が入って７０万で結構かかるなと思って、図書館だけで結構かかるんだなと思って、

ちょっと興味もありますんで、どのような形で何台ぐらいつけて、こういうぐらいの金額になるんだという説明、詳し

い説明できたらちょっとお願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  生涯学習課、田原です。コマーレの中の図書館の全部、中の分と外、倉庫の分

をすべてです。４０ワット２灯ぐらいのやつで、１１万ぐらいのやつで３６カ所を計画しております。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（４番 塩田 文男君）  コマーレ全部のことですか。外というのは何、ちょっともう一回ちょっと詳しくお願いし

ます。 

○議長（成吉 暲奎君）  再度お願いします。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  済いません。図書館の中と図書館の蔵書を置いている倉庫の中全部ということ

です。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 
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○議員（４番 塩田 文男君）  済いません。できたらもう少し詳しく、何台こうやってつけるんだという、もうちょっと、

今あるのを撤去とかいろいろあるんでしょうけど、器具も変わる、もう少しわかりやすく説明してもらえませんか。

お願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○生涯学習課長（田原 泰之君）  詳しいことはまだわかってないんですけども、概算ということではじいております。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員、いいですか。ほかにありませんか。平野議員。 

○議員（１８番 平野 力範君）  ２点ほど、先ほどのまず芝のコートの張りかえの件ですけど、工藤議員のほうから

も質問がありましたが、これ副町長にお尋ねしたいんですけど、この辺がよくわかってこういう案件を出してきてる

ようなんで、芝の張りかえと同時に、先ほど工藤議員が言った管理、ことしの夏に芝が枯れかかっていたというよ

うな状況もあって、あそこにおる職員がほとんど仕事しないということは、もう皆さん御存じのとおりですが、もう枯

れてるのに見るに見かねて新田原の業者さんがアグリの中の職員に断って、ホースを引っ張って芝に水やりよっ

たというような実態も私が目にしております。だから、つくるのはいいけど、今後の水管理を職員に任して、５時で

さっさと帰ってしまうような職員にその芝の管理ができるのかと、土日にコートを使うことが多いわけですが、使っ

た後に、要するに６時、７時に水やりをしなきゃいけないようなときに、職員が出てきて管理させることができるの

か、そこのとこを課長でも副町長でもよろしいんで、お答え願いたいと思います。 

 それで、環境課長は出てきてないんですけど、地球環境対策の条例が我が町でもできましたんで、今回公用車

等購入に当たってそういう配慮がなされてるのか、そういう配慮はまだ検討されてないで、来年度の予算から、そ

ういうことをかんがみ見ながら予算化していくのか、お答え願いたいと思います。２点、とりあえず公用車の件で

質問したというふうにとらえてもらっても結構ですけど。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  アグリの件は平野議員の指摘、当たっとるとこもあるかもわかりませんので、重々厳しく注

意を促すように、いわゆる第三セクターのほうに町のほうから申し添えます。 

 それと公用車、これはもう地球環境温暖化という観点では既に導入時、まずハイブリット車を既にずっと極力入

れていこうという、私の車もいわゆるプリウス、それからもう１台町のほうも、職員が乗る公用車のほうもプリウス

というふうなことで、極力そういう形で排ガスを少なくするような車ということではしております。今から今度電気自

動車という形が出てくるんで、これはこれで今後そういう方向性もあるんかなということで考えておりますが、まだ

今出たばっかりなんで、今はそういうことで、幾らでも距離の伸びる車という考え方で、購入は一応計画はしてお

ります。 

○議長（成吉 暲奎君）  平野議員。 

○議員（１８番 平野 力範君）  公用車のほうはそれでわかりましたけど、重ねて言っときますけど、芝の管理は植

えた以上枯らすことのないように、きちんと指導していただけるということをどなたかはっきり御回答を願います。 

○議長（成吉 暲奎君）  八野副町長。 
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○副町長（八野 紘海君）  平野議員さ御指摘のとおりで、意見多数私のほうに、耳に届いております。現地にも行

きまして、約４割ぐらいの一番メインのとこがごっそりはげて、ゴルフ場に勤めてる方も来ていただいて、これにつ

いては継ぎ足しができるのかどうかということも指導いただきまして、これについては全面張りかえをしなければ

もう手の施しようがないというとこまできております。それについては今までのようなサンコーの職員、何やってた

のかなという形になります。せっかく今から全面張りかえにするんですので、このサンコーについては今の体制と

いうか、今の勤務体制全体を含めて取り扱い、勤務の状況把握といいいますか、そういうとこ含めて今、今度の

当初予算で根底からちょっと見直そうかなと思いますので、また３月議会のときにはどういう形になるかわかりま

せんけども、集約できちんと仕事、いつ行ってもだれかが動いているような状況の形にしたいなと思っております。

それについては、きちんとやるように、責任持ってやりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論終わります。 

 これより議案第１号について採決を行います。議案第１号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第２号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第５、議案第２号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更についてを

議題といたします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第２号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について、平成

２２年９月１５日付議案第７８号をもって議決された、築城飛行場関連再編関連特別事業、高塚浄水場改良第２期

第１工区工事の工事請負契約締結に係る議決内容の一部を次のように改める。平成２３年１月１４日提出、築上

町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第２号は、工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更についてでござい

ます。 

 本議案は、工事請負契約の変更についてでございます。高塚浄水場改良第２期の第１工区の工事でございま
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す。請負契約額を７,２２４万円を７,３７２万５００円に変更するものでございます。また工期を２２年９月１５日から

２３年１月３１日を、２２年９月１５日から２３年２月１０日に変更いたすものでございます。 

 主な工事の概要の変更については、町内向けの配水管が１５０ミリ、それから基地向けの給水管の大きさが

２００ミリの給水管がございますが、これに不断水仕切弁設置を行うということで、内容でございます。 

 よろしく御審議をいただき、御採択をお願い申し上げます。 

○議長（成吉 暲奎君）  これより質疑を行います。質疑のある方。中島議員。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  今町長の口頭説明なんです。さっぱり、もうちょっと金額は変更請負契約書、これ

だけなんです。課長、課長に質問しますけれども、さっぱりわからん。あくまでも難しいことを、いつも常に要求し

ておるわけじゃないんです。やはり執行部は責務があると思うんですよ。我々の質問受ける前に、この資料を先

に、執行部は仕様書を持っとると思うんです。作成してると思うんです。ただ口頭で言われてもさっぱりわからん。

もう今回も質問したくないんですけれども、これで議決を賛成、反対なんつったってわからんでするんです。なん

すから、町長が言ったらもう少し、詳細については、町長は課長に説明させますって言ったらいいんですよ。せめ

て言わせんね、我々に言わせんね、いいような資料をなぜここに、事前になぜ提出をしていただけないんですか

ということです。そのことを強く。（発言する者あり）要望、要望なんで、とにかく言わせんでほしいんですよ。いつも

いつも、つまらんことを言いよる、そんな議員だと。私どもは寂しくなるんです。本当にもう、みんな言いたいけれ

ど辛抱しとると思うんです。もう少しわかりやすく説明してください。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水課、中嶋です。只今の議員さんの質問にですけど、一応不断水仕切弁という

のは、今現況施設を運転稼働しながら行う工事になりまして、断水時間がとれないために今現在使ってる、送水

している管に不断水といいまして、水を流しながら仕切弁を設置する工事でございます。それで今言いました資

料といいいますと、図面関係、どこか詳しくしたのを提出したほうがいいかなっち思うんですけど、どうしても図面

関係でも製品自体の構造的なことになりまして、結局不断水仕切弁と今、結局、自衛隊給水管の分が２００、それ

から町内向けが１５０、その上にある程度の上からカバーをしまして、それから今現在管の切断しまして、それを

その後水をとめるときに、上からねじを締めてそこで遮断するというような工法になります。これを資料といいまし

ても、構造図みたいな感じしかないと思いますけど、そういうような施工になりまして、不断水仕切弁を締めまして、

町内向け、自衛隊向けに関しましても、断水しなくてそのまま今の現施設を稼働しながら施工ができるっちゅう、

そういう不断水の仕切弁でございます。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  中島議員。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  いいですか、図面とか仕様書とかいうことは難しいから、口頭で言わないで文書に

してるんですよ。幼稚な文書だからつまらんとかなんとかいうことを絶対だれも言わないんだ。私も言わないんで

す。ただ、そういうあなたが言われるようなことを記述をして書いてくれたら、それでああわかりましたって言うんで
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す。だから難しいから、技術的な問題があるから、議員の程度では、我々程度だったらどうせわからんから、あん

たそういうふうなこと言っとるわけです。同じ中島ですからあんまり難しいこと言いませんけれども、やはりどんな

幼稚な文書でも何でもいいから、やっぱちゃんと事前に置いてほしいと、議場に、始まる前に。強く要望しときます、

町長、これはもう町長。もうやめます。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにございませんか。西口議員。 

○議員（１０番 西口 周治君）  これは両方絡むんですが、交付金、これは再編交付金事業で行ってる事業ですよ

ね。その分でこの前財源戻しましたよね、一度、水道課としては。そうなれば、単費でこれは増嵩というふうなこと

になるんですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水道課、中嶋です。一応、交付時にこの前いろいろな関係で１,０００万円減額し

ました。それであと企業債を借りる予定にしています、最終的に事業費等が決定し次第。一応当初から企業債は

予定はしていましたので、幾分当初よりか金額は減額になると思いますけど、企業債を借り入れるように予定し

ています。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（１０番 西口 周治君）  企業債になると水道課の負担になるんですよね、結局は。それで交付金、再編交

付金だったら町が全額見てくれるんです。私が言いたいのは、その水道事業に対して単独の工事、とにかくお客

さんは町民ですから、町民からお金をいただいて、それで付託しながらやっていくという会社組織のやつをやって

るのに、わざわざ国からもらえる金を戻して、そして町からの負担金をもらわないでこっちで企業債を起こしてす

ると言うたら、その裏返しとすれば、また町民の水道利用者の方々に負担強いるようなことになりますので、そう

いうのはやっぱり町と話し合いをしながら、町からの補助金なりでやっていくのが私は、企業としてのやり方です、

企業としてのやり方だったら本当だと思いますが、その辺はいかがですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水道課、中嶋です。議員さんのおっしゃるとおりと思います。それでも一応企業

債でも、企業の経営に関することでやはり負担かかってくると思いますけど、金額的に当初より、当初五、六千万

ぐらいの企業債を借る計画はしていました。それと言うものの、今一応交付金の関係が、丸々うちの上水道課の

ほうでもらうというわけにも一般会計のほうには言えないし、それで一応２億１,０００万ちゅうことで上がってました

けど、１,０００万の分はまた建設課、一般会計のほうで使用したいということで、１,０００万円うちのほうから一応お

返ししたような感じになってますけど。当初４,０００、５,０００万の企業債を借りる計画していましたけど、工事の執

行残等で金額がだいぶ減額になりまして、その分企業債が減る、少なくなって、当初よりはその負担が軽くなった

という考えで私どものほうではしております。 

 以上です。 
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○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。ほかにございませんか。武道議員。ちょっと済いません。 

○議員（１７番 武道 修司君）  ２点お聞きします。毎回こういうふうな工事のときに追加というか、後から上がって

くるんです。１期工事のときにもそうだったと思います。水の切りかえとか、その間ちょっと断水をするわけにいか

ないからとか、最初からわかってたことだろうと思うんです。その工事をして古い施設から新しい施設に切りかえ

るときに、この弁がないとできないよというのは、今話聞けば当たり前じゃないかな。それが何で最初の予算に上

がらなくて、追加工事で上がってくるのかというのが理解ちょっとできないなというのが１点。 

 それとこういうふうな工事になれば、先ほど中島議員の話もあったように、内容がわからない。一般的に私たち

が何かお願いをしたとき、材料費、例えばポンプをかえるとか弁をかえるとかいったときに、そのポンプの代金と

か弁の代金があって、それと別に工賃、あと諸経費とかあるんだろうと思うんですけど、大体一般的にその材料

費が幾らなのか、その工賃が幾らなのか、諸経費幾らなのかとか、そういうのがわかる資料をやはりつけるべき

だろうと。どういうふうな工程で作業するのかとか、どういうふうな工事なのかというのを簡単に書いて、それとあ

とそういうふうな金額をつけるべきだろうと思います。 

 当初からできなかったのかという点と、その材料費大体幾らなのか、工賃が大体幾らなのかを教えていただき

たいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水道課、中嶋です。当初計画では、断水、今の現況のままでその不断水様式、

仕切弁を入れなくてもいろいろずっと当のつなぎの関係は可能ではないかという計画で、当初は仕切弁を入れて

ませんでした。それで後、現況の分のつなぎ込みの関係になりまして、どうしてもその仕切弁自体が遠くのほうに

ありまして、その間が断水になるような感じになりまして、施設内だけで可能ではなかろうかちゅう計画でありまし

たので、当初は仕切弁は、不断水仕切弁は計画していませんでした。それで、再度施設内の施設の確認をしまし

たところ、どうしても不断水の仕切弁が必要になったということでございます。 

 それで、金額の関係ですが、ちょっと細かくは把握、今、した資料を持っていませんので、後日報告したいと思い

ます。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１７番 武道 修司君）  多分、前回も同じようなことがやっぱあったような記憶が私あるんです、最初はこう

いうふうな計画だったけど、こういうふうになったという。特に、水の関係で断水になるのかならないのか、本当に

この工事でいけるのかどうなのかっていうのは、その最初の設計の段階からやっぱりちゃんと検討して、後からこ

れやりました、これやりましたって後からどんどん追加するというんじゃなくて、最初からその金額を決めて、これ

でこの工事やってもらいますよという、計画性を持ってやるべきだろうというふうに思います。 

 それと材料費、工賃が幾らかわからない。今その予算をここで決めてるんです。工事案件で追加の予算をする

のに、金額が上がったからこの予算というか、議会がかかってるその金額の内容がわからないというのは、これ

はもう致命傷なんです。内容がどうかとかいう以前に、内容がそれでと言うてその金額が適正なのか適正じゃな
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いのかとかいうのはわかんない。だから、工賃が幾らかかるのか、材料が幾らかかるのかというのも最低ライン

のとこだろうと。今回出てないということ、今わからないということなんで、これ以上言ってもどうしようもありません

けど、やはり金額の変更ないし金額のところを私たちが協議してるんで、金額がわかるものをしっかり出すという

ことをやはりやるべきだろうと思います。 

 町長、副町長、今わからないとかいう回答すること自体が、議場の中で言うこと自体がおかしなことなんで、今

後こういうようなことのないように、やはりちゃんとした形で提案するようにしていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにありませんか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第２号について採決を行います。議案第２号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第３号 

○議長（成吉 暲奎君）  日程第６、議案第３号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更についてを

議題とします。 

 職員の朗読に続いて、提案理由の説明を求めます。吉留総務課長。 

○総務課長（吉留 正敏君）  議案第３号工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更について、平成

２２年９月１３日付議案第７７号をもって議決された、築城飛行場関連再編関連特別事業、高塚浄水場改良第２期

第２工区工事の工事請負契約締結に係る議決内容の一部を次のように改める。平成２３年１月１４日提出、築上

町長新川久三。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  議案第３号も、工事請負契約の締結についての議決内容の一部変更についてでございま

す。 

 高塚浄水場改良第２期第２工区の工事でございますが、請負金額を１億５００万円を１億９２８万４,０００円に変

更し、また工期を２２年９月１３日から２３年１月３１日までを、２２年９月１３日から２３年２月１０日までに変更いた

すものでございます。 

 主な工事概要については、担当課長のほうから説明させます。 
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○議長（成吉 暲奎君）  はい。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水道課、中嶋です。高塚浄水場第２期第２工区改良の変更でございますが、当

初は中央監視装置とテレメータ板が別個に作成、設置するようになっていました。それは今、築城支所の設置の

ところで、それが設置がちょっと幅が出まして不可能になりまして、高さ的にもあれになりまして、それをテレメータ

板と監視装置を一体化に制作するようになりました。 

 それから、現場からの信号、伝送も点数的に２８点、これは現場が異常があれば、テレメータ板にその異常がそ

こで探知して、それからそこで異常発生を通知するというふうな感じのシステムでございますが、当初警報を一括

警報、結局水位が低下に伴うとか残留塩素不足とか、それからポンプ故障とかいうのを一括警報で警報装置が

鳴るようになってましたけど、それでは警報が鳴るたんびに全部の確認が、どれが故障しとるか、どれが塩素が

下がっとるか、ポンプがどれが故障しとるかちゅうのが全然察知ができなくて、結局テレメータの役をしないちい

いますか、現地確認をするしかないもんで、それをそれぞれ配水池、それから浄水場の水位、それから塩素の低

下、それから重量計の数量等の個別に警報が鳴るように変更したため、２８点ほど追加になりまして、それに伴う

ソフトウェアの追加になりまして、それで変更が４２８万４,０００円ほど出ました。 

 これ、先ほどの武道議員さん言いましたように、これも一応金額的には、どの分がどうっちゅうことの明細今のと

こありませんが、一応中央監視装置自体が７００万ぐらい追加になってます。そして、それに伴ういろいろな精査

で２５０万ぐらい減額、２００、３００万ぐらい減額でなってまして、最終的出来高精査、それから増工を差し引きしま

して、同額の４２８万４,０００円の増額になっています。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  それではこれより質疑を行います。質疑はありませんか。繁永議員。 

○議員（２０番 繁永 隆治君）  自分も言ってみようかなと思いよるけど。 

 担当課長が説明されたとおり、そういうものは前々からわかってることやから、設計委託をするときに、こういう

もろもろのことも踏まえとかないかん。一つの警報器全体で鳴ったら、何が何やらわけわからん、百も承知でわか

ってる。今の時代、何でそういうものを前もって設計のほうに委託するときにせんのか、そういうとこわけわからん。

そうやないですか。あんたたちは何のために机に座って管理しとるんかわからんから、そういうもろもろなものを、

そうやないですか、今この席にあってここのマイクはどこですかというような感じと一緒やない。そういうところから

間違ってるわ。だからこういう追加工事をぼんぼん出さにゃいかん、要らん金もかけにゃいかん。最初からそうい

う割り当てしてればもっと減額ができたんじゃないかな、このように思います。どう思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水道課、中嶋です。先ほど議員さん言われたとおりと思います。ただ、私のとこ

ろの計画地点では、一応その機械、テレメータ、それなりの性能と言いますか、警報が鳴るか、そういう警報装置

がついとるか、その全体的なことはしますけど、細かく水源に対してどうの、そういう警報が別々に来るかとかいう、

ちょっとその確認は怠っていました。それでも、警報が鳴るっちゅうのは確認はしてましたけど、その個々の警報
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がそれぞれに鳴るようになっとるかとかいうところまでは、ちょっとうちのほうの確認はできていませんでしたので、

今回現場等を設置しながら、それぞれの細かく見ていきますと、そういうところが落ちがあったちゅうことでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（８番 吉元 成一君）  繁永議員が言われることが、そのまま私も言おうかなと思ってたことなんですけど、

要はあなた方は専門的な分野について、機械の分野について、設計の中に組み込んだものについては詳しく把

握ができてない。これは、当然、役場の職員で水道課におって、スペシャリストとして置かれとるから、お前責任あ

るやないかと言われたらしょうがない。最終的な責任は町長にかかってくるわけですから、今後こういった設計し

かできないような設計屋さんについては、今回こういう指摘を受けましたと、十分注意して指摘を受けないような

設計をしてくださいよということを町長、今後やっぱ設計段階で設計会社についてもそれだけ厳しいことをやっぱ

り注意をしないと、議員さん方も今回おさまらないと思うんです。やっぱり設計は、例えば底がありませんから

１０円でも落札するような業者が過去におって、築上町やないけど、全国的に見るとあるんです。１００円とかで落

札して、後で機械メーカーとどうのこうのとかいろいろあるという話を聞いてますけど、そんないい加減な設計を、

これは命にかかわる飲み水の件ですから、今回やっぱりきっちり課長、執行部からおしかり受けました、議会から

おしかり受けましたよと。だから、設計段階で当然私どもがわからない、気づかない点というのは、あなた方がケ

アしてくれるべきやないかと、そういったこと指導してくれということで、今後うちだけやない、全国的におたくらみ

たいな会社は設計するんでしょうから、だから他市町でもそういったことがないように、今後気をつけていただきた

いという意見を言っていただけますか、町長、どっちでも。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水道課、中嶋です。ただいま議員さんがおっしゃいましたとおり、今回の設計、

それから管理等の不備な点等は私のほうからは業者のほうにはくれぐれも指導はしたいと思います。これから先、

もし町の工事等でもしその業者等が入れば、そのときはそのときでまた一応、前のことはこうだということで、そう

いうこっちからのおしかりといいますか、議員さん、議会のほうからこういうおしかりもあったので、ちゅうことで業

者のほうには伝えたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  よろしいですか。中島議員。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  二人の議員から、吉元議員と繁永議員から言われましたけれども、私視点を変え

てちょっとお尋ねしたいんです。財政課長、済いません、たびたび。この問題について、なかなか資料出さない、

我々の能力の範疇外だと、難しいから余りわからんだろうというようなことです。そういうようなことを答弁を担当

課長しておりますけれども、上水道課、この予算を計上しておりますけれども、ストレートで副町長、そして町長査

定、そういう財政課長をのけて、企業会計ですから、行っておるんです。そういうところ、あなたのところは通過し

ないんですか。 
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○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政、則行でございます。私は、４月から一応財政の担当ということでしております。

この分の予算的には当初で上げとったんじゃないかと思います。査定の中に私が入っておりませんので、その当

時に査定をしとったかどうかというのは、私でははっきりいたしません。 

○議長（成吉 暲奎君）  中島議員。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  私は課長の人事異動で云々ということは十分わかっております。今回の契約変更

額の、増になっておるわけです、４２０数万の、差があります。この内容については、あなたのほうは掌握しておる

のかないのかと。向こうからなかったんだと。あなた除外して、副町長にストレートに行って、すっと行ってる、予算

あたり、そこを聞きたい。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  財政課、則行でございます。この件につきましては、契約変更の起工変更伺が上が

ってきております。その分につきまして、私は合議をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  中島議員。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  私が聞きたいのは、口頭で主管課長、上水道課長が口頭で金額を説明をして査

定をしたんですか、どうですかと。資料はもらって、査定をしたんじゃないですかということなんです。そこのこと。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○財政課長（則行 一松君）  起工変更伺が上がってきておりますので、その部分の文書について、合議の決裁を

したということでございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  中島議員。 

○議員（１９番 中島 英夫君）  当然ですね、課長に、上水道課長に了解を、理解をして査定しとるわけです。了解

しとるわけです。我々議会には口頭で了解しろと、これちょっと無理があるんじゃないですかと。資料を、武道議

員から言ったでしょ。もう少し、具体的に私はもう言いたいけども、そこまで言わないけれども、武道議員のほうが

ちゃんと言っとるわけです。材料費と工賃と云々というような、こういうような仕分けのわかるようなことしたらどう

ですか、助言もしとるわけです。毎回毎回なんです、これは。繰り返しなんです。ですから、こういう質問になるわ

けです。だから、あなたが則行課長に合議を求めた内容について、我々にもちゃんとこれを公開してほしいんで

す、査定したやつをです。我々が経験がしたのは、やはりあなたが５００万とか６００万とかいうようなこと出しても、

財政課長は厳しく査定するんです。そしたら２００万なら２００万、６００万やったら２００万ぐらい切って４００万ぐら

いになっとるわけです。そしたら、財政課長が削りましたとは言われんわけです。だから、それはそれなりに積算

をして、合わした数字を、４００万もの数字を正しいということで、我々議会に了解求めるんです。だから、自分が

ちゃんと減額されたのも合わして、財政課長が削ったなんて言われんわけです。だから、それに合わせたやつを

ちゃんとつくっとるわけです。そして、ちゃんと議員には事前にちゃんと理解を求めやすいような資料、準備してお
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るわけですから。今後は強く要望しときます、要望しか言いようがないんです。強く、町長にもお願いしときます。

こんなこともう言いたくないんです。 

 終わり。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにありませんか。今要望ですね。田村議員。 

○議員（１２番 田村 兼光君）  先ほどから皆さん方から言われたとおりよ。だから、私も言おうと思ったこと、皆さ

ん方が言うたんで言わないけれども。あなた方はそれの専門家やけんね。金額の大きい少ないは別問題。もう少

しやっぱ責任を持って、自分が金を出すような気持になってやってもらいたい。すべてそうと思う。あの人たちはこ

ういうぐあいに言やあ、すぐ協力してくれるとか、そういう考えを持ってなかろうと思うけれども、もう少しやっぱこ

れだけ議員が集まって、このために全員が集まって臨時議会をするんじゃから、やっぱそういうことも考えて、な

るべくなら肝に銘じて、すべて、すべてよ、すべてに言いよる。わし余りこういうところで、こういうこと言おうと思っ

てない。けれども、皆さん方怒りは、同じと思う、そうでしょ。議員は何しよるかってなる。金額の問題やない。自分

が金を出すつもりになって、またこの工事の新設の新しいやつにするのに途中でこうなった、こうなったって本当

はみんなが言うようにおかしいよ、あんた方。だから、これからすべて、もう二度とこういうやつを臨時議会まで開

いてやろうとか、そういうことのないようなことにこれからはやってもらいたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  基本的には、私もこの問題は皆さんの言うとおりだと考えておりますが、予算の設計時に

予算との対照もしなければいけないという問題もあったと思います。本来なら、理想的な工事はここまで本当はや

りたいけれども、予算の範囲で少しレベルを落とさなきゃならんかなということでございましたけれども、そういう

形の中では致し方ないと、設計段階で致し方ないが、入札残で少しできればなとか、そういう考え方もあります。

だから、そういう形の中で理想に近づける施設をするために、今回出させていただいたということで理解、今後は

設計変更極力しないような設計で私は行きたいと。そして、もし理想的な施設が欲しいという形になれば、段落で

こういうものができたらいいんじゃないかと、そういう説明までつけたところで皆さんに説明すべきだろうと、このよ

うに考えておりますんで、今後はそういう対応をすべての課でいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第３号について採決を行います。議案第３号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（成吉 暲奎君）  異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（成吉 暲奎君）  以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これで平成２３年第１回築上町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでございました。 

午前11時13分閉会 

────────────────────────────── 
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