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平成２７年第３回能登町議会７月第３回会議 会議日程表 

            ７月１３日から７月１３日 （１日間） 

日 程 月  日 曜 開 議 時 刻 会 議  ・ 休 会 そ の 他 

                再開・開議 

第１日 ７ 月 １３ 日 月 午前１１時００分 本会議 会議録署名議員の指名 

    
  

        諸般の報告 

    
  

        議案上程 

    
  

        提案理由の説明 

    
  

  
 

  
 

質疑・討論・採決 

                閉議・散会 



 

- 2 - 

再開・開議（午前１１時００分） 

 

再開・開議 

 

議長（鍛治谷眞一） 

本日７月１３日は、先の６月会議において休会決議とされており本来ならば

休会の日でございますが、議事の都合により、本会議を再開させていただきま

す。ただいまから、平成２７年第３回能登町議会７月会議を開会いたします。 

ただいまの出席議員数は、１３人で定足数に達しておりますので、これから

本日の会議を開きます。 

なお、本７月会議の会議期間は会議日程表のとおり、本日１日といたします。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

あらかじめ、本日の会議時間を延長しておきます。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（鍛治谷眞一） 

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１２２条の規定によって、１２番 宮田 勝三君、１４番 久田 良平君

を指名いたします。 

 

諸般の報告 

 

議長（鍛治谷眞一） 

日程第２、「諸般の報告」を行います。地方自治法第１２１条第１項の規定に

より説明のため議場に出席を求めた者の職氏名は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

次に、本日の会議に町長より別冊配布のとおり、議案２件が提出されており

ますので、ご了承願います。 

これで、諸般の報告を終わります。 

 

議案上程 

議案第５８号から議案第５９号 

 

議長（鍛治谷眞一） 

日程第３、議案第５８号「平成２７年度能登町一般会計補正予算」及び、日
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程第４、議案第５９号「請負契約の締結について（平成２７年度学校施設環境

改善交付金事業能登町立柳田小学校（屋内運動場）防災機能強化工事（建築））」

の２件を一括議題といたします。 

 

 

提案理由の説明 

 

議長（鍛治谷眞一） 

町長から提案理由の説明を求めます。 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 本日提案いたしております、各議案の提案理由をご説明する前に、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

去る６月２０日、宇出津新港にて消防技術の向上と士気の高揚を図ることを

目的として、第１１回能登町消防団訓練大会を開催いたしました。 

町内全１６分団の皆様には、本業が多忙な中にもかかわらず、寸暇を割いて

訓練を重ね、技術の習得に励んでおられる各団員の熱意と努力に心から敬意と

感謝の意を申し上げます。 

また、日頃の練習成果を発揮し、本大会のポンプ車操法に優勝された三波分

団、小隊訓練に優勝された上町分団、そして総合優勝をされました、岩井戸分

団の皆さんに、心からお祝いを申し上げます。 

ポンプ車操法に優勝した三波分団には来る７月２５日に金沢市で開催される

石川県消防操法大会でのご奮闘を祈念するとともに、能登町の代表として大い

にご活躍されることを期待申し上げます。 

それでは、今回ご提案いたしました議案２件につきまして、その大要をご説

明いたします。 

はじめに、議案第５８号は、平成２７年度の一般会計補正予算であります。

今回議案として提案いたしました予算の補正は、姉妹都市推進事業費の追加の

ほか、（仮称）上町コミュニティセンター建設にかかる事業費を追加いたしま

した。 

議案第５８号「平成２７年度能登町一般会計補正予算（第２号）」は、歳入歳

出予算の総額に１億１０７５万円を追加し、予算総額を、１５３億６５７４万

円とするものであります。 

歳出から説明いたします。 

第２款「総務費」は７５万円の追加であります。第１項「総務管理費」、第１
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７目「諸費」の「姉妹都市推進事業」において、千葉県流山市、宮崎県小林市

との交流支援にかかる補助金が、今年度は多くの住民の皆様にご活用いただい

ており、今後の利用を見込んで追加するものであります。 

第１０款「教育費」では、第４項「社会教育費」、第３目「公民館費」にお

いて（仮称）上町コミュニティセンターの建設事業費として１億１０００万円

を追加計上いたしました。現在、旧上町小学校跡地において「能登消防署」庁

舎の建設を進めており、旧小学校に入居していた上町公民館は、隣接する上町

集会所にて業務を行っておりますが、この上町集会所も、消防救急車両出動の

ための道路拡幅に伴い、取り壊しの必要がありますので、新たに集会所機能を

持った公民館を建設するものであります。 

この財源として、歳入において、第１７款「繰入金」を、１４５万円。第２

０款「町債」を、１億９３０万円追加して、収支の均衡を図りましたので宜し

くお願いいたします。 

次に、議案第５９号「請負契約の締結について（平成２７年度 学校施設環境

改善交付金事業 能登町立柳田小学校（屋内運動場） 防災機能強化工事（建築）」

については、去る７月８日、制限付き一般競争入札（事後審査型）を行いまし

たところ、５２７０万４０００円で、輪島市河井町の株式会社 宮地組が落札致

しましたので、能登町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、議会の議決を求めるものであります。 

以上、本会議に提出いたしました議案につき、その大要をご説明申し上げま

したが、議員各位におかれましては、慎重なるご審議をいただきまして、適切

なるご決議を賜わ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ら

せていただきます。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

ただいま、議題となりました議案第５８号、及び、議案第５９号の２件の審

議方法について、お諮りします。 

議案第５８号、及び、議案第５９号の２件の審議方法は、全体審議といたし

たいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（鍛治谷眞一） 
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異議なしと認めます。 

したがって、議案第５８号、及び、議案第５９号の２件は、全体審議とする

ことに決定しました。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 これから、質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

 

質    疑 

  

議長（鍛治谷眞一） 

 １０番 向峠茂人君。 

 

７番（向峠茂人） 

 今ほど町長から議案第５８号と議案５９号の説明がありました。２点ほど議

案第５８号と議案５９号の質問をしたいと思います。議案第５８号においては、

流山市と小林市の友好都市、姉妹都市の予算の補正。それと、地域コミュニテ

ィセンターの予算です。先ほど、全協にも説明がありましたけれども両方の市

において３０人と３０人の補正であります。こうゆう姉妹都市の交流をするこ

とはとてもよいことだと思います。また、この補正によって更なる友好を図れ

ばと思います。もう一つお聞きしたいのは、コミュニティセンターの事業予算

は、平成２７年度は、消防庁舎の車庫棟までの道路となっております。これに

関連してですが、車庫棟からの平成２８年度施行の珠洲道路までの接続の用地

買収の進捗状況の現状をご説明いただきたいと思います。合わせて議案第５９

号、平成２７年度学校施設環境改善交付金事業の中で落札者が、株式会社宮地

組となっております。契約金は、５２７４万円となっております。この入札に

おいて、何社の応募があったのか、落札金額は、何％なのかご説明いただきた

いと思います。 

  

議長（鍛治谷眞一） 

 総務課長 田原岩雄君。 

 

総務課長（田原岩雄） 

 上町コミュニティセンターの平成２８年度の道路についての用地交渉の状況

についてご説明したいと思います。現在この地主の方は地元においでませんで

すが、６月２５日にお会いすることができまして詳細について説明させていた
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だき協力をする旨のお言葉をいただいておりますが、承諾については、８月の

お盆頃また再度打ち合わせをさせていただきお話しをさせていただきたいと言

われておりますので、そのようにして承諾をいただけるように努力したいと考

えております。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 監理課長 大門 康博君。 

 

監理課長（大門康博） 

 柳田小学校防災機能強化工事の入札参加者数と落札率についてご説明をいた

します。まず入札の参加業者数については、４社の参加がございました。落札

率につきましては、９６．２％でございます。以上です。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

他に。質疑ございませんか。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 １２番 宮田勝三君。 

 

１２番（宮田勝三） 

 私のほうも議案第５９号のことについてお聞きしたいのですが、全協でもお

話しをさせていただきました。まず一つお聞きしたいのは、なんとか地元の業

者で仕事をしていただくような手だてはないのか、方法はないのかということ

で、そういう話し合いがあったのか、なかったのか。でなかったのか、努力を

されたのか、してみたのか。そういう意見もなかったのか審議会の中でそうい

うことがありましたかまず一つお聞きしたいと思います。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 副町長 高 雅彦君。 

 

副町長（高 雅彦） 

指名委員会の中での話ということですので、指名委員会の委員長をしており

ます私から答弁させていただきます。制限付き一般競争入札の指名につきまし

ては、公募しておりますので、その公募の要件について指名委員会の中で話を

させていただきました。その中で、基本的には町内の建築業者が入れるような

条件ということで点数なり、工事の出来高なりの公募をさせていただきました。
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概ね１０社以上の参加が望めるような指名ということで、今回は、輪島土木事

務所管内の業者ということで指名させていただきました。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 １２番 宮田勝三君。 

 

１２番（宮田勝三） 

 このあと私の思いは、質問ではなくして私の思いだけにとどめていただけれ

ばと思います。長い歴史を入札等々にたぐってみますと、それなりにいろいろ

な諸条件が起きてきます。たとえば町内の業者さんに仕事をしていただきたい。 

でも、経験がちょっと不十分かなと思いながらもその地元の業者さんにやって

もらいたいという中で発注もしたこともあります。そしてまた、金額が張ると

いうことになれば、町内の業者でＪＶを組んでやっていただくこともできます

し指名競争入札もありうる訳でございます。そういったことを考えれば、町内

の業者にこの冷え切った中をなんとかやっていただくという話がでてもしかる

べきだと思いますし、また、いろいろな手法をとれば町内の業者に仕事を与え

ることができたであろうという私の思いですから、今後もし少しでも町内の業

者に仕事を与えたいという気持ちがあれば、あっていただきたいと思うのです

が、そのように取り計らって努力していただきたいと申し添えて終わります。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

答弁は、いりませんか。 

 

１２番（宮田勝三） 

 いりません。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

他に。ありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

議長（鍛治谷眞一） 

質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

 

討    論 
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議長（鍛治谷眞一） 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「討論なし」の声） 

 

議長（鍛治谷眞一） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

採    決 

 

議長（鍛治谷眞一） 

これから、採決を行います。 

お諮りします。 

議案第５８号「平成２７年度能登町一般会計補正予算」は、原案のとおり決

定することに賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 起立全員であります。 

したがって議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

次に 

議案第５９号「請負契約の締結について（平成２７年度学校施設環境改善交

付金事業能登町立柳田小学校（屋内運動場）防災機能強化工事（建築））」は、

原案のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（鍛治谷眞一） 

起立全員であります。 

 

休会決議 

 

議長（鍛治谷眞一） 
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したがって 

議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

以上で、本７月会議に付議されました議件は全部終了しました。 

町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 

閉会のあいさつ 

 

議長（鍛治谷眞一） 

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 町長 持木一茂君。 

  

町長（持木一茂） 

 平成２７年第３回能登町議会７月会議の閉会に当たり、一言ご挨拶申し上げ

ます。 

今月初めの３日、４日に宇出津地区のあばれ祭がございました。例年は天候

が悪いことが多く、雨の中の祭礼が続いておりましたが、「能登のキリコ祭り」

が「日本遺産」に認定された今年は、天気に恵まれ、地区の人達はもとより、

観光客も大いに盛り上がったのではないかと思っております。 

また、能登町合併１０周年記念事業として町の補助を受けて観光協会が設置

した桟敷席も好評だったようで、用意した席は満席となったとのことです。こ

ういったイベントなどで、地元の団体が主体となって活動されることは非常に

頼もしく、町としてもできる限りのお手伝いをしていきたいと考えております。 

本日の会議では、姉妹都市推進事業費の追加及び平成２７年度 学校 

施設環境改善交付金事業  能登町立柳田小学校(屋内運動場)防災機能 

強化工事(建築)にかかる「請負契約の締結」の議案について、慎重なる 

ご審議で、いずれも原案どおり可決をいただきまして厚くお礼申し上げます。 

なお、執行に際しましては、万全の注意を払って工事の完成に努めて参りま

すので、議員の皆様はじめ近隣住民の皆様には、ご理解とご協力をいただきま

すようお願い申し上げ、私からの閉会の挨拶と致します。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 

閉議・散会 
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議長（鍛治谷眞一） 

ここで確認のため申し上げます。 

先の定例会議の休会決議で、明日７月１４日から、９月定例会議の定例日の

前日であります９月６日までの間は、休会とすることに決定しておりますこと

をご承知願います。本日はこれをもちまして散会いたします。 

 

皆さんご苦労さまでした。 

 

 

散会（午前１０時２３分） 

 

 

 

上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

平成２７年７月１３日 

 

 

能登町議会議長  鍛治谷 眞一 

 

                  

会議録署名議員  宮田 勝三 

 

 

会議録署名議員  久田 良平 

 

 


