
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年第５回能登町議会１０月会議 会議日程表 

            １０月１５日から１０月１５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 １０ 月 １５ 日 木 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 

        委員長報告 

    
  

  
 

  
 

質疑・討論・採決 

                閉議・散会 
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開議（午前１１時００分） 

 

開議 

 

議長（鍛治谷眞一） 

ただいまから、平成２７年第５回能登町議会１０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１０月会議の会議期間は会議日程表のとおり、

本日一日といたします。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、３番 國盛 孝昭 君、 

４番 市濱 等 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３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６８号から議案第７０号 

 

議長（鍛治谷眞一） 

日程第３、議案第６８号「請負契約の締結について（平成２７年度能登町消

防庁舎建設工事（建築））」、から、日程第５、議案第７０号「請負契約の締結に

ついて（平成２７年度上町コミュニティーセンター建設工事（建築））」までの
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３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。 

１０月１１日に内浦総合運動公園において、能登町民大運動会を開催いたし

ましたところ、運動会の趣旨目的をご理解いただき、多くの町民の方々の参加

をいただきました。 

しかしながら大会途中で大きく天候が崩れ、競技継続が困難な状況となり残

念ながら中止となりました。開催に向けご協力いただきました皆様には、改め

てお礼申し上げたいと思います。 

また、先月２７日に、第４回能登町総合防災訓練を実施しました。今回の訓

練は、能登半島沖を震源とする大地震が発生し、１０分後には大津波が到達す

るとの想定のもと、防災関係機関が協力して、迅速、かつ的確に応急対策が実

施できるよう、住民避難や救出救助、ライフライン復旧などの各訓練を行った

ものであります。 

自然災害が発生したときに、その被害を最小限に抑えるためには、「自助」、「共

助」、「公助」の、どれひとつが欠けてもならず、防災対策の原点を、この訓練

を通して改めて認識したところであります。 

今回、はじめて小・中学校全校生徒が参加し、指定避難所の開設訓練も実施

しましたが、町民の皆さまには、常日頃から防災に取り組むことの大切さを感

じていただくことができたのではないかと思っており、今後とも防災意識の高

揚を図る取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

議員各位をはじめ、関係機関や多くの町民の皆さまには、訓練にご参加を賜

り、厚くお礼を申し上げます。 

それでは、今回ご提案いたしました議案３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６８号「請負契約の締結について（平成２７

年度 能登町消防庁舎建設工事（建築）」については、去る１０月７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、３億８１２４万円で、宮

下・北能 特定建設工事共同企業体代表者 輪島市門前町の宮下建設株式会社が

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
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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。 

次に、議案第６９号「請負契約の締結について（平成２７年度 能登町消防庁

舎建設工事（電気設備）」につきましても、去る１０月７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、６８４０万７２００円で、金沢市高

尾台の株式会社 アイテックムラモト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。 

次に、議案第７０号「請負契約の締結について（平成２７年度 上町コミュニ

ティーセンター建設工事（建築）」につきましても、去る１０月７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、７２６８万４０００円で

能登町字柳田の北能産業 株式会社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６８号から、議案第７０号までの３件の審

議方法について、お諮りします。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

議案第６８号から、議案第７０号までの３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） 

 異議なしと認めます。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

したがって、議案第６８号から、議案第７０号までの３件は、全体審議とす
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ることに決定しました。 

 

質    疑 

 

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。 

 

（「質議なし」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 

 

議長（鍛治谷眞一） 

これから、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６８号「請負契約の締結について（平成二十七年度能登

町消防庁舎建設工事（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。 

 

議長（鍛治谷眞一） 
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したがって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

次に、議案第６９号「請負契約の締結について（平成２７年度能登町消防庁

舎建設工事（電気設備））」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。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

したがって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

次に、議案第７０号「請負契約の締結について（平成２７年度上町コミュニ

ティーセンター建設工事（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。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

したがって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 次に日程第６、認定第１号、「平成２６年度能登町一般会計歳入歳出決算の認

定について」から、日程第１８、認定第１３号「平成２６年度能登町病院事業

会計決算の認定について」までの１３件を一括して議題といたします。 

 先の９月定例会議において決算特別委員会に付託されました認定第１号から

認定第１３号までにつき、同特別委員会委員長から委員会審査報告書が提出さ

れております。 

 これから本件に対する審査の経過及び結果につき委員長の報告を求めます。  
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決算特別委員会委員長 市濱 等 君。 

 

決算特別委員長（市濱 等） 

決算特別委員会における審査の経過、及び結果についてご報告いたします。

本特別委員会に付託された案件は、平成２６年度能登町一般会計歳入歳出決算

のほか、１０特別会計の歳入歳出決算、及び２企業会計決算、併せて１３件の

認定であります。  

これら各会計決算の審査につきましては、去る１０月１日から１０月６日ま

での実質４日間の日程で委員会を開催し、決算書、事項別明細書、各種調書、

主要施策の成果説明書、監査委員の審査意見書などに基づき、関係課等から説

明を聴取し、予算執行が適正かつ効率的に行われたかについて慎重に審査した

ところであります。  

その結果、認定第１号「平成２６年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて」から認定第１３号「平成２６年度能登町病院事業会計決算の認定につ

いて」までの１３件は、全会一致をもって原案のとおり認定することに決定い

たしました。なお、審査の過程において、各委員からの主な意見について、ご

報告いたします。 

一， 町税、及び各種受益者負担金等の滞納について、引き続き収納努力をさ

れたい。 

一，人口減少に対する危機感を持ち、子育て環境の更なる充実と、婚活イベン

ト等の積極的な実施によって、縁結びの実現に向けて努力していただきたい。 

一，町外から進出した企業との連携によって、６次産業化の取り組みや、ＵＩ

ターン者の定住対策を構築してもらいたい。 

一，ＵＩターン者の受入と住民の定住促進のため、公営住宅等の新築、建替え

などを積極的に検討していただきたい。 

一，施設使用料の減免規定適用の在り方に差異がある。適切な対応を望む。 

一，ふるさと納税については、今後「企業版ふるさと納税」の検討がなされる

ことに鑑み、より一層の充実を図り、町のＰＲと新たな事業の展開につなげ

てもらいたい。 

一，児童数の減少と高齢化が進んでいる社会情勢の中で、スクールバス等の運

行形態の在り方について検討されたい。 

一，水道事業会計では、有収率が経営状況を左右することから、その早期の改

善に努力されたい。 

一，病院事業会計について、医師と看護師の確保に、より一層の努力を願うと

ともに、接遇において更なる向上に努められたい。 

以上が審査中に出された意見であります。 
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最後に、一般会計の義務的経費全体で５．４パーセントの減、普通会計の決

算指標である経常収支比率では０．５パーセントの改善、町全体の借入金返済

額の財政負担の程度を示す実質公債費比率についても２．２パーセント改善す

るなど財政の健全化に向けた取り組みがなされたと評価するところですが、今

年度からの普通交付税における合併算定替えの縮減や、国勢調査による算定基

礎人口の減などで予断を許さない状況の中にあっても、実のある創生総合戦略

の策定によって、消滅の可能性団体からの脱却を期し、将来に希望の持てる次

年度予算編成とされるよう要望し、決算特別委員会委員長報告とさせていただ

きます。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 以上をもって、決算特別委員会委員長の報告を終わります。 

 

質    疑 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「質議なし」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 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 これから、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。 
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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。 

認定第１号「平成２６年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

認定第２号「平成２６年度能登町有線放送特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

認定第３号「平成２６年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

認定第４号「平成２６年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

認定第５号「平成２６年度能登町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

認定第６号「平成２６年度能登町観光施設特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」 

認定第７号「平成２６年度能登町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」 

認定第８号「平成２６年度能登町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」 

認定第９号「平成２６年度能登町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」 

認定第１０号「平成２６年度能登町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」 

認定第１１号「平成２６年度能登町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

認定第１２号「平成２６年度能登町水道事業会計決算の認定について」 

認定第１３号「平成２６年度能登町病院事業会計決算の認定について」までの、

以上１３件に対する委員長報告は、認定であります。 

  

議長（鍛治谷眞一） 

 委員長報告のとおり認定することに、賛成する諸君の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 
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議長（鍛治谷眞一） 

 起立全員であります。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

 よって、認定第１号から、認定第１３号までの１３件は、原案のとおり認定

されました。 

 

議長（鍛治谷眞一） 

以上で、本１０月会議に付議されました議件は全部終了しました。 

 

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） 

 それでは、閉会にあたりまして一言ご挨拶させていただきます。本日は、議

案３件すべて可決いただきましてありがとうございます。今後は、しっかりと

した消防庁舎、そして上町コミュニティーセンターを建設してまいりたいと思

っております。それが、町民の皆様の安心、安全にも繋がろうかと思っており

ますので今後とも議員のみなさまのご理解、ご指導、ご支援をお願い申し上げ

て閉会のご挨拶とさせていただきます。本日は、どうもありがとうございまし

た。 

  

閉議・散会 

 

議長（鍛治谷眞一） 

ここで確認のため申し上げます。先の９月定例会議の休会決議で、明日１０

月１６日から、１２月定例会議の定例日の前日であります１２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って、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１１時２４分） 
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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１０月１５日 

 

 

能登町議会議長  鍛治谷眞一 

 

                  

会議録署名議員  國盛 孝昭 

 

 

会議録署名議員  市濱  等 

 


