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再開宣告（10時 00分） 

○議長（小泉和也） おはようございます。これより、伊方町議会第 68回定例会を再開いたしま

す。只今の出席議員は、13名であります。 

 よって、本会議は成立いたしました。 

  

議事日程報告 

○議長（小泉和也） 「議事日程報告」を行います。本日の議事日程は、お手元に配布してあると

おりであります。それにしたがいまして、議事を進めてまいります。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 

会議録署名議員の指名 

○議長（小泉和也） 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、9日の本会議と同様、1番 田村義孝議員、2番 加藤智明議員を指名いたしま

す。 

 

議案第２９号～議案第３８号 

○議長（小泉和也） 日程第 2「常任委員会付託案件審議結果報告」を行います。 

 「令和 4年度伊方町一般会計予算」議案第 29号から「令和 4年度伊方町水道事業会計予算」議

案第 38号までの予算関係 10議案は、9日の本会議において、総務文教厚生、産業建設の各常任委

員会付託となり、11日に開催されました各常任委員会において、審議が終了しておりますので、こ

の際、各委員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

〇総務文教厚生委員長（高月芳人） 議長 

〇議長（小泉和也） 高月委員長 

〇総務文教厚生委員長（高月芳人） それでは、総務文教厚生常任委員会の審議結果を報告いたし

ます。 

去る 3月 9日に開催された第 68回定例会において、議案第 29号「令和 4年度伊方町一般会計予

算」中、当常任委員会に付託された部分及び当常任委員会所管により付託となった議案第 30号「令

和 4年度伊方町国民健康保険特別会計予算」、議案第 31号「令和 4年度伊方町学校給食特別会計予

算」、議案第 32号「令和 4年度伊方町後期高齢者医療保険特別会計予算」及び議案第 33号「令和 4

年度伊方町介護保険特別会計予算」の審議をするため 3月 11日に総務文教厚生常任委員会を開催

いたしました。 

 以下、その審議結果を報告いたしますが、他の常任委員会との合同でありますので審議の具体的

な内容につきましては、報告を省略させていただきます。当日は、町長をはじめ各担当課長等の出

席を求め、担当課長の概要説明の後、質疑を行い慎重に審議を行いました。 
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 審議の終結後に諮った結果、議案第 29号「令和 4年度伊方町一般会計予算」中、当常任委員会

に付託された部分及び当常任委員会所管により付託された議案第 30号「令和 4年度伊方町国民健

康保険特別会計予算」、議案第 31号「令和 4年度伊方町学校給食特別会計予算」、議案第 32号「令

和 4年度伊方町後期高齢者医療保険特別会計予算」及び議案第 33号「令和 4年度伊方町介護保険

特別会計予算」は、原案のとおり採択すべきものと決定しました。 

 以上、総務文教厚生常任委員会の報告といたします。 

〇議長（小泉和也） 続いて、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

〇産業建設委員長（木嶋英幸） 議長 

〇議長（小泉和也） 木嶋委員長 

〇産業建設委員長（木嶋英幸） マスクを外させていただきます。産業建設常任委員会からの審議

結果を報告いたします。 

 去る 3月 9日に開催された第 68回定例会において、議案第 29号「令和 4年度伊方町一般会計予

算」中、当常任委員会に付託された部分及び当常任委員会所管により付託となった議案第 34号「令

和 4年度伊方町公共下水道事業特別会計予算」、議案第 35号「令和 4年度伊方町小規模下水道事業

特別会計予算」、議案第 36号「令和 4年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算」、議案

第 37号「令和 4年度伊方町風力発電事業特別会計予算」及び議案第 38号「令和 4年度伊方町水道

事業会計予算」の審議をするため、3月 11日に産業建設常任委員会を開催いたしました。 

 以下、その審議結果を報告いたしますが、他の常任委員会との合同でありますので審議の具体的

な内容につきましては、報告を省略させていただきます。当日は、町長をはじめ各担当課長等の出

席を求め、担当課長の概要説明の後、質疑を行い慎重に審議を行いました。 

 審議の終結後に諮った結果、議案第 29号「令和 4年度伊方町一般会計予算」中、当常任委員会

に付託された部分及び当常任委員会所管により付託となった議案第 34号「令和 4年度伊方町公共

下水道事業特別会計予算」、議案第 35号「令和 4年度伊方町小規模下水道事業特別会計予算」、議

案第 36号「令和 4年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算」、議案第 37号「令和 4年

度伊方町風力発電事業特別会計予算」及び議案第 38号「令和 4年度伊方町水道事業会計予算」は、

原案のとおり採択すべきものと決定しました。 

 以上、産業建設常任委員会の報告といたします。 

〇議長（小泉和也） お諮りいたします。令和 4年度予算関係 10議案につきましては、只今の各

委員長報告のとおり、合同常任委員会において、既に審議を終了しておりますので、この際、討論

を省略して、採決を行いたいと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議

なしと認め、採決いたします。 

 お諮りいたします。「令和 4年度伊方町一般会計予算」議案第 29号から「令和 4年度伊方町水道

事業会計予算」議案第 38号までの予算関係 10議案は、只今の委員長報告に基づき、いずれも原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 
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 よって、議案第 29号から議案第 38号までの予算関係 10議案は、いずれも原案のとおり可決さ

れました。 

 

議案第３９号 

〇議長（小泉和也） 日程第 3「町道宇和海線道路防災工事請負契約の変更締結について」議案第

39号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇建設課長（寺谷哲也） 議長 

〇議長（小泉和也） 建設課長 

〇建設課長（寺谷哲也） 議案第 39 号 町道宇和海線道路防災工事請負契約の変更締結について、

提案理由をご説明いたします。 

本事業は、主要幹線道路における山側斜面の変状と一部崩壊に伴う既存幅員の減少による通行支

障を解消することを目的に道路防災工事を実施しているものであります。 

現在、施行中でありますが、変更前請負金額 6,435万円を 1,852万 2千円増額し、変更後請負金

額を 8,287万 2千円とし事業の完成を図るものです。 

主な変更内容は、地山の状態が悪く対策工法の変更を行う必要が生じたことによるもので、仮設

防護柵の準備工の完了後、本体工事の掘削作業に着手した結果、斜面内部の地山より締まりのない

不安定な地盤が表れ、地質調査の専門家の協力を得て現地調査を実施した結果、継続施工は施工中

の崩壊を起こす可能性が高いことが判明したため、工事を一時中断し、斜面の長期的な安定を図る

と伴に安全に施工を進めるために工法見直しの検討を行った結果、当初計画のコンクリート及びブ

ロック積の擁壁構造を主体に斜面の安定を図る工法から、鉄筋挿入工を主体に地山内部の安定を図

る工法に変更する必要が生じたものであります。 

概要につきましては、別添図面に示させていただいておりますので、お目通しをお願いいたしま

す。 

 変更内容が当初発注の一連作業であり、切り離して施工することが困難なため、当初発注業者に

変更を提案させていただくものであります。 

 なお、契約の相手方につきましては、藤川建設有限会社で、工期につきましては、令和 4年 10

月 31日を予定しています。 

以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 39号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 
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 よって、議案第 39号「町道宇和海線道路防災工事請負契約の変更締結について」は、原案のと

おり可決されました。 

 

議案第４０号 

○議長（小泉和也） 日程第 4「監査委員の選任について」議案第 40号を議題といたします。 

議案を書記に配布させます。 

提案理由の説明を求めます。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（小泉和也） 町長 

〇町長（高門清彦） 議案第 40号 監査委員の選任について、提案理由の説明をいたします。 

 今回、ご提案申し上げております門田光和氏は、旧伊方町及び合併後の伊方町職員として多年に

わたり勤務され、その間には総務・企画・財政・税務・教育などの幅広い分野の管理職を歴任する

など、行政経験が豊富であります。 

このような多年に及ぶ豊富な経験と財務管理、行政運営に関する優れた識見、誠実なお人柄は、

監査委員として適任と考え、今回ご提案を申し上げた次第でございます。 

ご同意いただきますようよろしくお願いをいたします。 

なお、この際、岡田包監査委員の長年にわたる町政へのご尽力、ご指導に心から感謝を申し上げ

たいと思います。 

大変ありがとうございました。 

〇議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 40号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり同意すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 40号「監査委員の選任について」は、原案のとおり同意されました。 

 

議案第４１号 

○議長（小泉和也） 日程第 5「伊方町教育委員会委員の任命について」議案第 41号を議題といた

します。 

 議案を書記に配布させます。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（小泉和也） 町長 

〇町長（高門清彦） 議案第41号 伊方町教育委員会委員の任命について、提案理由をご説明いた

します。 
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今回、提案申し上げます行天雅史氏は、伊方町湊浦に在住で、年齢は50歳であります。 

同氏は、平成2年3月、香川県立三豊工業高等学校を卒業後、町内に事業所のある会社に勤められ、

現在も在職中の方でございます。 

小学校、高等学校にお子様が在学しており、平成26年度には伊方中学校ＰＴＡ会長、伊方町ＰＴ

Ａ連合会会長として、また、平成27年度から愛媛県ＰＴＡ連合会副会長、平成30年度から令和元年

度までは、愛媛県ＰＴＡ連合会長を歴任され、令和2年度から3年度にかけては、伊方スポーツ少年

団の団長を務められております。 

同氏はこのように、伊方町にとどまらず愛媛県の教育推進のためにご尽力されており、卓越され

た豊富な経験と識見をお持ちの方でありますので、伊方町教育委員会委員に適任であると判断し、

ご提案申し上げた次第でございます。 

ご同意賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 41号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり同意すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 41号「伊方町教育委員会委員の任命について」は、原案のとおり同意されまし

た。 

 

議案第４２号 

○議長（小泉和也） 日程第 6「伊方町温泉施設条例の一部を改正する条例制定について」議案第

42号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇観光商工課長（清水浩二） 議長 

〇議長（小泉和也） 観光商工課長 

〇観光商工課長（清水浩二） 議案第 42号 伊方町温泉施設条例の一部を改正する条例制定につい

て、提案理由をご説明いたします。 

 このたびの改正は、伊方町健康交流施設亀ヶ池温泉の施設運営の安定化を図るため、宿泊施設の

利用料金及び利用時間を変更するものでございます。 

 改正内容を新旧対照表にてご説明いたします。別表（第 11条関係）中、区分の「1部屋 2人まで」

を「1部屋 1人当たり」に改め、「休憩（2時間）」については削除し、1泊 2日の料金を「5,500円」

から「15,000円以内」に改め、「追加料金 1人につき」を削除しております。 

 注意書き③の宿泊利用者の利用時間及び④の休憩利用者の利用時間については、「休憩（2時間）」

の廃止に伴い、削除するものでございます。 

 なお、この条例は令和 4年 4月 1日から施行するといたしております。 
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以上、ご審議のうえご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小泉和也） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑な

しと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 42号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 42号「伊方町温泉施設条例の一部を改正する条例制定について」は、原案のと

おり可決されました。 

 

発議第１号 

○議長（小泉和也） 日程第 7「ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議について」発議第 1

号を議題といたします。 

 本案につきましては、3月 9日開催の議員全員協議会でお示しし、議員各位にご理解をいただい

ているものと存じます。したがいまして、提出者の説明は、会議規則第 39条第 3項の規定により、

これを省略したいと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認め

提出者の説明はこれを省略いたします。 

 これより質疑・討論を省略して採決いたします。お諮りいたします。原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、発議第 1号「ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議について」は、原案のとおり

可決されました。 

 

議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（小泉和也） 日程第 8「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。

議会運営委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期定例会までの閉会中の間、

所管事務のうち議会の運営に関する事項等について、継続調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定しました。 

 

原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（小泉和也） 日程第 9「原子力発電対策特別委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とい

たします。原子力発電対策特別委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期定例

会までの閉会中の間、原子力発電事業に関する事項について、継続調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす
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ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定しました。 

 

議会改革特別委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（小泉和也） 日程第 10「議会改革特別委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたしま

す。議会改革特別委員長から、伊方町議会会議規則第 75条の規定により、次期定例会までの閉会

中の間、議会改革に関する事項について、継続調査の申し出がありました。 

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をす

ることにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、委員長からの申し出のとおり、次期定例会までの閉会中の間、継続調査をすることに決

定いたしました。 

以上で、すべての審議が終了いたしましたが、ここで長年にわたり町政発展にご尽力いただきま

した岡田監査委員に演壇にて退任のご挨拶をお願いいたします。 

〇代表監査委員（岡田 包） 議長 

〇議長（小泉和也） 岡田監査委員 

〇代表監査委員（岡田 包） 失礼をいたします。議長さんのお許しをいただきましたので、退任

にあたり一言ご挨拶を申し上げます。 

高門町長さんより、平成 30年 5月 9日に選任を受けまして、今日まで 4年間にわたり監査委員

に与えられた使命を果たしてまいりました。この間、職務を遂行する中で、大きな問題になるよう

な事案や住民からの監査請求などもなく、大過なく任期を全うできましたのも町長さんをはじめ議

会議員の皆さん、職員の皆さんのご理解とご協力はもちろんでありますが、私と共に監査などに携

わって、支えてくださいました議会選出の吉川前監査委員さん、そして末光監査委員の方にお力添

えのお陰だと思っております。ここで改めて、感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございまし

た。 

さて、私事で恐縮ではございますが、私も今年 6回目の年男を迎えております。これからは、体

力も気力も年々老いてくると思いますので、健康に気を付けながら、健康寿命を 1日でも長く保ち

趣味を楽しみながら、今まで育てていただいた地域に少しでも恩返しができればと思っているとこ

ろでございます。 

終わりになりますが、私たちが住んでいる伊方町の益々のご繁栄と皆様方のご健勝とご多幸を心

からご祈念申し上げまして、退任の挨拶に代えさせていただきます。本当に 4年間、ありがとうご

ざいました。 

〇議長（小泉和也） 岡田監査委員におかれましては、退任後も健康にご留意され、伊方町発展の

ためにご尽力いただきたいと思います。 

 ここで岡田監査委員に対し、感謝の意を込めてもう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。 
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閉会宣告 

○議長（小泉和也） これで、本日の日程はすべて終了いたしました。会議を閉じます。閉会にあ

たり町長から挨拶があります。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（小泉和也） 町長 

〇町長（高門清彦） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

議員の皆様方には、会期中、慎重審議をいただきまして、ご提案申し上げました全議案に対しま

して、ご議決を賜り誠にありがとうございました。 

会期中に議員各位から賜りましたご意見、ご要望等につきましては、率直に受けとめ、予算の執

行等につきましては、慎重を期してまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、引き続き、町民の皆様の安心・安全に全

力で努めてまいる所存でございます。 

議員各位におかれましては、健康にご留意され、今後とも町政発展のために、なお一層のご尽力

を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 

誠にありがとうございました。 

〇議長（小泉和也） これをもちまして、伊方町議会第 68回定例会を閉会いたします。 

 お疲れ様でした。 

 

（閉会時間 10時 34分） 
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